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本書について

『vSphere リソース管理ガイド』 では、VMware® ESX™、ESXi、および VMware vCenter™ Server 環境のリソース管
理について説明します。

このガイドでは、次のトピックについて説明します。

n リソース割り当ておよびリソース管理の概念

n 仮想マシンの属性とアドミッション コントロール

n リソース プールとその管理方法

n クラスタ、VMware DRS （Distributed Resource Scheduler）、VMware DPM （Distributed Power
Management）、およびこれらの操作方法

n リソース管理の詳細オプション

n パフォーマンスについての考慮事項

対象読者

本書は、システムによるリソースの管理方法およびデフォルト動作のカスタマイズ方法を理解する必要があるシステム管

理者を対象としています。また、リソース プール、クラスタ、DRS、または VMware DPM を理解および使用するユー
ザーにも、本書が必要になります。

本書は、ユーザーが VMware ESX、VMware ESXi、および vCenter Server についての実用的な知識があることを前提
としています。

本書へのフィードバック

ドキュメントの向上にご協力ください。本書に関するコメントがございましたら、docfeedback@vmware.com へご連
絡ください。

vSphere ドキュメント

VMware vSphere™ のドキュメントは、vCenter Server のドキュメントと、ESX/ESXi のドキュメントを組み合わせて
構成されています。

テクニカル サポートおよび教育リソース

次のテクニカル サポート リソースが利用できます。本書およびその他の文書の最新バージョンは、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs でご覧いただけます。

オンライン サポートおよび電

話によるサポート

テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録を
オンラインで行うには、http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

VMware, Inc.  5

mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/jp/support/pubs
http://www.vmware.com/jp/support


該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。詳細は 
http://www.vmware.com/support/japan.html をご覧ください。

サポート サービス お客様のビジネス ニーズに適した各種サポートの詳細については、
http://www.vmware.com/jp/support/services をご覧ください。

ヴイエムウェア プロフェッ

ショナル サービス

ヴイエムウェア教育サービスの有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボやケース
スタディをご紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料

も提供しています。トレーニングは、オンサイト、講義形式、およびライブ オンライ
ンで実施できます。オンサイトのパイロット プログラムおよび実装のベスト プラク
ティスについては、ヴイエムウェア コンサルティング サービスがご使用の仮想環境の
評価、計画、構築、および管理に役立つサービスを提供しています。教育トレーニング、

認定プログラム、およびコンサルティング サービスの情報については、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。

vSphere リソース管理ガイド

6  VMware, Inc.

http://www.vmware.com/support/japan.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://www.vmware.com/jp/services


リソース管理について 1
リソース管理について理解するには、その構成要素、目的、およびクラスタ設定における最良の実装方法について認識し

ておく必要があります。

仮想マシンのリソース割り当て設定 （シェア、予約、制限） について、その設定方法と表示方法も含めて説明します。また、
アドミッション コントロールのほか、既存リソースに対するリソース割り当て設定の検証プロセスについても説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

n リソース管理とは (P. 7)

n リソース割り当て設定の構成 (P. 8)

n リソース割り当て情報の表示 (P. 11)

n アドミッション コントロール (P. 14)

リソース管理とは

リソース管理とは、リソースの提供者からリソースの消費者へリソースを割り当てることです。

リソース管理の必要性は、リソースのオーバーコミット、つまり容量を上回る需要から生じ、また、需要と容量が時間と

ともに変化するという事実からも発生します。リソース管理を使用すると、使用可能な容量をより効率的に使用できるよう、

リソースを動的に割り当て直すことができます。

リソースのタイプ

リソースには、CPU、メモリ、電力、ストレージ、およびネットワーク リソースなどがあります。

ここでは、CPU およびメモリのリソース管理について重点的に説明します。また、VMware® DPM （Distributed Power
Management） 機能で、どのように電力リソースの消費を削減できるかについても説明します。

注意   ESX/ESXi はホストごとにネットワーク バンド幅とディスク リソースを管理し、その際、ネットワーク トラフィック
シェーピングと比例的なシェア メカニズムが、それぞれ使用されます。

リソースの提供者

ホストとクラスタは、物理リソースの提供者です。

ホストの場合、使用可能なリソースとは、仮想化ソフトウェアによって使用されるリソースをホストのハードウェア仕様

から差し引いた分です。

クラスタは、ホストのグループです。VMware® vCenter Server を使用してクラスタを作成し、そのクラスタに複数のホ
ストを追加できます。vCenter Server は、それらのホストのリソースをまとめて管理します。クラスタは、すべてのホストの
CPU とメモリをすべて所有します。共通のロード バランシングとフェイルオーバーについて、クラスタを有効にするこ
とができます。詳細については、第 5 章「DRS クラスタの作成 (P. 43)」 を参照してください。
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リソースの消費者

仮想マシンは、リソースの消費者です。

作成時に割り当てるデフォルトのリソース設定で、ほとんどのマシンは十分に機能します。仮想マシンの設定をあとで編

集して、リソースの提供者の CPU とメモリの合計、または保証された CPU とメモリの予約に対するシェア ベースの割
合を割り当てることができます。仮想マシンをパワーオンする場合、サーバは、未予約の十分なリソースが使用可能かど

うかを確認して、十分なリソースがある場合にのみパワーオンすることを許可します。このプロセスをアドミッション コ
ントロールと呼びます。

リソース プールは、リソースを柔軟に管理するための論理上の抽象概念です。リソース プールは階層にグループ化する
ことができ、使用可能な CPU リソースとメモリ リソースを階層状にパーティショニングするために使用できます。した
がって、リソース プールはリソースの提供者と消費者の両方であるとみなすことができます。リソース プールは子リソース
プールと仮想マシンにリソースを提供しますが、親のリソースを消費するので、リソースの消費者でもあります。第 4 章
「リソース プールの管理 (P. 35)」 を参照してください。

ESX/ESXi ホストは、次のようないくつかの要素に基づいて、基盤となるハードウェア リソースの一部を各仮想マシンに
割り当てます。

n ESX/ESXi ホスト （またはクラスタ） 用に使用可能なリソースの合計。

n パワーオンする仮想マシンの数、およびそれらの仮想マシンによるリソースの使用率。

n 仮想化の管理に必要なオーバーヘッド。

n ユーザーが定義するリソースの制限。

リソース管理の目的

リソースを管理する場合、その目的が何であるかを認識しておく必要があります。

リソース管理は、リソースのオーバーコミットを解決できるだけでなく、次のことの実現にも役立ちます。

n パフォーマンスの分離： 仮想マシンがリソースを独占するのを防ぎ、予測可能なサービス率を保証する。

n 効率的な利用： アンダーコミットされているリソースを活用し、性能低下を抑えたオーバーコミットを行う。

n 容易な管理： 仮想マシンの相対的な重要度を制御し、柔軟な動的パーティショニングを提供し、絶対的なサービス レベル
アグリーメントを達成する。

リソース割り当て設定の構成

使用可能なリソース容量がリソースの消費者 （および仮想化オーバーヘッド） の需要を満たさない場合、管理者は、仮
想マシンまたは仮想マシンが配置されているリソース プールに割り当てるリソースの量をカスタマイズする必要がある場
合があります。

リソース割り当て設定 （シェア、予約、制限） は、仮想マシンに提供する CPU およびメモリ リソースの量を決定するた
めに使用します。特に、システム管理者にはリソース割り当てのオプションがいくつかあります。

n ホストまたはクラスタの物理リソースを予約する。

n 仮想マシン用の一定のメモリ量が、ESX/ESXi マシンの物理メモリから提供されるようにする。

n 特定の仮想マシンに、常にほかの仮想マシンより高い割合の物理リソースが割り当てられることを保証する。

n 仮想マシンに割り当てることができるリソースの上限を設定する。

vSphere リソース管理ガイド
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リソース割り当てのシェア

シェアは、仮想マシン （またはリソース プール） の相対的な優先順位または重要度を指定します。ある仮想マシンのリ
ソースのシェアが別の仮想マシンの 2 倍である場合、その仮想マシンは、別の仮想マシンの 2 倍のリソースを消費できます （2
台の仮想マシンがリソースを獲得するために競合する場合）。

シェアは、通常、 [高] 、 [標準] 、または  [低]  で指定され、これらの値によって、それぞれのシェア値が 4:2:1 の割合で
指定されます。特定のシェア数 （比重を表す） を各仮想マシンに割り当てる場合は、 [カスタム]  を選択することもできます。

シェアの指定が意味を持つのは、同レベルの仮想マシンまたはリソース プール （つまり、リソース プール階層内で親が
同じである仮想マシンまたはリソース プール） に関してだけです。同レベルの場合、予約および制限によって制限される、
相対的なシェア値に応じてリソースを共有します。仮想マシンにシェアを割り当てる場合は、その仮想マシンの、パワー

オンされたそれ以外の仮想マシンに対する相対的な優先順位を常に指定します。

次の表は、仮想マシンについて、CPU とメモリのデフォルトのシェア値を示しています。リソース プールの場合、CPU
とメモリのデフォルトのシェア値は同じですが、そのリソース プールを、4 つの VCPU と 16 GB のメモリを備えた 1 台
の仮想マシンと見なして乗算する必要があります。

表 1-1.  シェア値

設定 CPU シェア値 メモリ シェア値

高 仮想 CPU あたり 2000 シェア 構成された仮想マシン メモリ 1MB あたり 20 シェア

標準 仮想 CPU あたり 1000 シェア 構成された仮想マシン メモリ 1MB あたり 10 シェア

低 仮想 CPU あたり 500 シェア 構成された仮想マシン メモリ 1MB あたり 5 シェア

たとえば、2 つの仮想 CPU と 1GB の RAM を持ち、CPU とメモリのシェアが  [標準]  に設定されている SMP 仮想マシンは、2
× 1,000 = 2,000 シェアの CPU と、10 × 1,024 = 10,240 シェアのメモリを持ちます。

注意   複数の仮想 CPU を持つ仮想マシンを、SMP （対称型マルチプロセシング） 仮想マシンと呼びます。ESX/ESXi は 1
台の仮想マシンにつき最大 8 つの仮想 CPU をサポートします。これは、8 方向 SMP サポートとも呼ばれます。

各シェアによって表される相対的な優先順位は、新しい仮想マシンがパワーオンされると変化します。これは、同じリソース

プールのすべての仮想マシンに影響を与えます。すべての仮想マシンは、同じ数の VCPU を持ちます。次の例について考
えます。

n 2 台の CPU バインドの仮想マシンが、全体の CPU 容量が 8GHz であるホスト上で稼働しています。CPU シェアは
[標準]  に設定されていて、それぞれ 4GHz を獲得します。

n 3 台目の CPU バインドの仮想マシンがパワーオンされます。その仮想マシンの CPU シェア値は  [高]  に設定されて
います。これは、その仮想マシンが、 [標準]  に設定されているマシンの 2 倍のシェアを持つことを意味します。こ
の新しい仮想マシンは 4GHz を獲得し、ほかの 2 台のマシンはそれぞれ 2GHz だけを獲得します。ユーザーが 3 台
目の仮想マシンで、カスタム シェア値を 2,000 に指定した場合も、同じ結果になります。

リソース割り当ての予約

予約は、仮想マシンに保証される最小割り当てを指定します。

vCenter Server または ESX/ESXi では、仮想マシンの予約を達成するのに十分な未予約リソースが存在する場合にのみ、
仮想マシンをパワーオンできます。サーバは、物理サーバの負荷が大きくても、その量を保証します。予約は、具体的な単位

（メガヘルツまたはメガバイト） で表されます。

たとえば、2GHz が使用可能であり、VM1 に 1GHz の予約を指定し、VM2 に 1GHz の予約を指定するとします。これで、
必要な場合に各仮想マシンが 1GHz を獲得できることが保証されます。ただし、VM1 が 500MHz しか使用していない場合、
VM2 は 1.5GHz を使用できます。

予約は、デフォルトでは 0 です。仮想マシンが最低限必要な CPU またはメモリを常に使用できることを保証する必要が
ある場合に予約を指定してください。

第 1 章 リソース管理について
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リソース割り当て制限

制限は、仮想マシンに割り当てることができる CPU またはメモリ リソースの上限を指定します。

サーバは、予約より多くの量を仮想マシンに割り当てることができますが、システムに未使用の CPU またはメモリがあっ
ても、制限を超える割り当ては行いません。制限は、具体的な単位 （メガヘルツまたはメガバイト） で表されます。

CPU とメモリの制限は、デフォルトでは制限なしです。メモリの制限が制限なしのときは、ほとんどの場合、仮想マシン
を作成するときに構成されたメモリの量が効果的な制限になります。

ほとんどの場合、制限を指定する必要はありません。制限には、メリットとデメリットがあります。

n メリット： 少数の仮想マシンから使用をはじめて、ユーザーの要望に対応する場合に、制限を割り当てると役立ちます。
仮想マシンを追加するごとに、パフォーマンスは低下します。制限を指定することによって、使用可能なリソースが

少なくなることをシミュレートできます。

n デメリット： 制限を指定すると、アイドル リソースが無駄になることがあります。システムが活用されていない状態で、
アイドル リソースが使用可能な場合でも、システムは、制限以上のリソースを仮想マシンが使用することを許可し
ません。適切な理由がある場合にのみ制限を指定します。

リソース割り当て設定の推奨事項

使用する ESX/ESXi 環境に適切なリソース割り当て設定 （シェア、予約、制限） を選択します。

次のガイドラインは、仮想マシンのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

n 合計使用可能リソースが頻繁に変化することが予想される場合は、 [シェア]  を使用して、仮想マシン間で適正にリ
ソースを割り当てます。 [シェア]  を使用していて、ホストをアップグレードする場合、各シェアがより多くのメモ
リまたは CPU 量を表していても、各仮想マシンの優先順位は変わりません （同じシェア数のままです）。

n [予約]  では、ユーザーが使用可能にしたい量ではなく、条件に合った最小の CPU またはメモリの量を指定します。
ホストは、仮想マシンのシェア数、需要予測、および制限に基づいて、使用可能な追加のリソースを割り当てます。

予約によって表される具体的なリソースの量は、仮想マシンの追加や削除など、環境を変更しても変化しません。

n 仮想マシンの予約を指定する場合、すべてのリソースをコミットしないでください （10% 以上を未予約にしてくだ
さい）。システム内のすべての容量が完全に予約された状態に近づくほど、アドミッション コントロールに違反せず
に予約とリソース プール階層に変更を加えることが困難になっていきます。DRS の有効なクラスタでは、クラスタ
の容量またはクラスタ内の個々のホストの容量を完全にコミットする予約によって、DRS が仮想マシンをホスト間
で移行できなくなることがあります。

リソース割り当て設定の変更： 例
次の例は、リソース割り当て設定を変更して、仮想マシンのパフォーマンスを向上させる方法を示しています。

ESX/ESXi ホストで、2 台の新しい仮想マシンを作成したとします。この 2 台はそれぞれ、QA （VM-QA） 部門とマーケ
ティング （VM- マーケティング） 部門用です。

図 1-1.  2 台の仮想マシンを持つ単一ホスト

VM-QA

ESX/ESXi
ホスト

VM- マーケティング

vSphere リソース管理ガイド
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次の例では、VM-QA が多くのメモリを必要とし、そのために 2 台の仮想マシンのリソース割り当て設定を変更して、次
のことを行うものとします。

n システム メモリがオーバーコミットされる場合に、VM-QA が VM- マーケティングの 2 倍のメモリと CPU を使用
できるように指定する。VM-QA のメモリ シェアと CPU シェアを  [高]  に設定し、VM- マーケティングでは  [標準]
に設定する。

n VM- マーケティングが、一定量の保証された CPU リソースを所有するようにする。これは、予約設定を使用して実
行できます。

手順

1 vSphere Client を起動し、vCenter Server に接続します。

2 [VM-QA]  （シェアを変更する仮想マシン） を右クリックして、 [設定の編集]  を選択します。

3 [リソース]  を選択し、CPU パネルで、 [シェア]  ドロップダウン メニューから  [高]  を選択します。

4 メモリ パネルで、 [シェア]  ドロップダウン メニューから  [高]  を選択します。

5 [OK]  をクリックします。

6 マーケティング仮想マシン （ [VM- マーケティング] ） を右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

7 CPU パネルで、 [予約]  フィールドの値を目的の数値に変更します。

8 [OK]  をクリックします。

クラスタの  [リソース割り当て]  タブを選択して  [CPU]  をクリックすると、 [VM-QA]  のシェアがほかの仮想マシンの
シェアの 2 倍になっていることがわかります。また、仮想マシンがパワーオンされていないので、 [使用済みの予約]
フィールドは変化していません。

リソース割り当て情報の表示

vSphere Client を使用して、インベントリ パネルでクラスタ、リソース プール、スタンドアロン ホスト、または仮想マ
シンを選択し、 [リソース割り当て]  タブをクリックすることによって、リソースがどのように割り当てられているかを表
示できます。

その後、この情報をリソース管理の決定に役立てることができます。

クラスタの  [リソース割り当て]  タブ

インベントリ パネルからクラスタを選択すると、 [リソース割り当て]  タブを使用できます。

[リソース割り当て]  タブには、クラスタの CPU およびメモリのリソースに関する情報が表示されます。

CPU セクション

CPU リソース割り当てに関する、次の情報が表示されます。

表 1-2.  CPU リソース割り当て

フィールド 説明

合計容量 このオブジェクトに予約されている、保証された CPU 割り当て （メガヘルツ （MHz）
単位）。

予約済みの容量 このオブジェクトが使用している予約済み割り当てのメガヘルツ （MHz） 数。

使用可能な容量 予約されていないメガヘルツ （MHz） 数。

メモリ セクション

メモリ リソース割り当てに関する、次の情報が表示されます。

第 1 章 リソース管理について
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表 1-3.  メモリ リソース割り当て

フィールド 説明

合計容量 このオブジェクトに保証されたメモリ割り当て （メガバイト （MB） 単位）。

予約済みの容量 このオブジェクトが使用している予約済み割り当てのメガバイト （MB） 数。

オーバーヘッド予約 仮想化オーバーヘッド用に予約される予約済みの容量フィールドの量。

使用可能な容量 予約されていない容量 （MB）。

注意   VMware HA に有効なクラスタのルート リソース プールの予約が、クラスタ内で明示的に使用されるリソースの合
計より大きい場合があります。これらの予約は、クラスタ内の稼働中の仮想マシンと階層に含まれる （子の） リソース
プールの予約だけでなく、VMware HA のフェイルオーバーをサポートするために必要な予約も反映しています。『vSphere
可用性ガイド』 を参照してください。

[リソース割り当て]  タブには、DRS クラスタ内のリソース プールと仮想マシンを、次の CPU またはメモリ使用量情報と
一緒に示したチャートも表示されます。CPU またはメモリの情報を表示するには、 [CPU]  ボタンまたは  [メモリ]  ボタ
ンをそれぞれクリックします。

表 1-4.  CPU またはメモリの使用量情報

フィールド 説明

名前 オブジェクトの名前。

予約 - MHz このオブジェクトに予約されている、保証された最小 CPU 割り当て （メガヘルツ （MHz） 単位）。

予約 - MB このオブジェクトに保証された最小メモリ割り当て （メガバイト （MB） 単位）。

限度 - MHz オブジェクトが使用できる CPU の最大量。

限度 - MB オブジェクトが使用できるメモリの最大量。

シェア 割り当てる CPU またはメモリの容量の相対的なメトリック。値の  [低] 、 [標準] 、 [高] 、 [カスタム]  は、
リソース プール内にあるすべての仮想マシンのすべてのシェアの合計と比較されます。

シェア値 リソースおよびオブジェクトの設定に基づいた実際の値。

シェア率 このオブジェクトに割り当てられたクラスタ リソースのパーセンテージ。

割り当ての最低限度 ユーザーが構成したリソース割り当てポリシー （たとえば、予約、シェア、制限など） に基づいて、仮想
マシンに割り当てられるリソース （CPU またはメモリ） の量。ただし、クラスタ内のすべての仮想マシ
ンが、割り当てられたリソースをすべて消費すると仮定します。このフィールドの値は、 [F5]  キーを押
して手動で更新する必要があります。

タイプ 予約済みの CPU またはメモリの割り当てのタイプ （ [拡張可能]  または  [固定] ）。

仮想マシンの  [リソース割り当て]  タブ

インベントリ パネルから仮想マシンを選択すると、 [リソース割り当て]  タブを使用できます。

この  [リソース割り当て]  タブには、選択した仮想マシンの CPU およびメモリのリソースに関する情報が表示されます。

CPU セクション

これらのバーには、ホスト CPU の使用率に関する次の情報が表示されます。

表 1-5.  ホスト CPU

フィールド 説明

消費 仮想マシンによる CPU リソースの実際の消費。

有効 リソースの競合がない場合の、仮想マシンが消費するリソースの見積もり量。制限値を明示的に設定している

場合は、この値はその制限値を超えることはありません。

vSphere リソース管理ガイド
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表 1-6.  リソース設定

フィールド 説明

予約 この仮想マシン用に保証された最小 CPU 割り当て。

制限 この仮想マシン用の最大 CPU 割り当て。

シェア この仮想マシンの CPU シェア。

割り当ての最低限度 ユーザーが構成したリソース割り当てポリシー （たとえば、予約、シェア、制限など） に基づいて、仮想マシ
ンに割り当てられるリソース （CPU またはメモリ） の量。ただし、クラスタ内のすべての仮想マシンが、割
り当てられたリソースをすべて消費すると仮定します。

メモリ セクション

これらのバーには、ホスト メモリの使用率に関する次の情報が表示されます。

表 1-7.  ホスト メモリ

フィールド 説明

消費 仮想マシンに割り当てられている物理メモリの実際の消費。

オーバーヘッドの消費 仮想化の目的に使用されている消費メモリの量。 [オーバーヘッドの消費]  は、 [消費]  に表示される量に含
まれます。

これらのバーには、ゲスト メモリの使用率に関する次の情報が表示されます。

表 1-8.  ゲスト メモリ

フィールド 説明

プライベート ホスト メモリでバッキングされた、共有されていないメモリの量。

共有 共有されているメモリの量。

スワップ済み スワップによって解放されたメモリの量。

バルーン済み バルーニングによって解放されたメモリの量。

未アクセス ゲストによって決して参照されないメモリの量。

有効 最近アクセスされたメモリの量。

表 1-9.  リソース設定

フィールド 説明

予約 この仮想マシン用に確保されているメモリの割り当て。

制限 この仮想マシンに割り当てるメモリの上限。

シェア この仮想マシンのメモリ シェア。

構成済み ユーザー指定のゲスト物理メモリ サイズ。

割り当ての最低限度 ユーザーが構成したリソース割り当てポリシー （たとえば、予約、シェア、制限など） に基づいて、仮想マシ
ンに割り当てられるリソース （CPU またはメモリ） の量。ただし、クラスタ内のすべての仮想マシンが、割
り当てられたリソースをすべて消費すると仮定します。

オーバーヘッド予約 仮想化オーバーヘッド用に予約されているメモリの量。

第 1 章 リソース管理について
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アドミッション コントロール

仮想マシンをパワーオンすると、まだ予約されていない CPU リソースとメモリ リソースの量をシステムが確認します。
システムは、未予約の使用可能なリソースに基づいて、仮想マシンが構成されている予約を保証できるかどうかを判定します

（予約がある場合）。このプロセスをアドミッション コントロールと呼びます。

未予約の CPU とメモリが十分に使用可能な場合、または予約がない場合、仮想マシンはパワーオンされます。それ以外
の場合は、リソース不足です という警告が表示されます。

注意   ユーザー指定のメモリ予約のほかに、仮想マシンごとにオーバーヘッド メモリがあります。この余分なメモリ コ
ミットは、アドミッション コントロールの計算に含まれます。

VMware DPM 機能が有効になっている場合、電力の消費を減らすために、ホストがスタンバイ モード （パワーオフ状態）
になることがあります。これらのホストが提供する未予約のリソースは、アドミッション コントロールに使用できると見
なされます。これらのリソースがないと仮想マシンをパワーオンできない場合、十分なスタンバイ ホストをパワーオンす
る推奨が作成されます。

vSphere リソース管理ガイド
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CPU リソースの管理 2
ESX/ESXi ホストは、CPU 仮想化をサポートします。

CPU 仮想化を利用する場合は、その機能、さまざまなタイプ、およびプロセッサ固有の動作を理解する必要があります。
また、CPU 仮想化によるパフォーマンスの影響についても認識しておく必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n CPU 仮想化の基礎 (P. 15)

n CPU リソースの管理 (P. 16)

CPU 仮想化の基礎

CPU 仮想化はパフォーマンスを重視し、可能なかぎりプロセッサ上で直接実行されます。基盤となる物理リソースが可能
なかぎり使用され、必要な場合にだけ仮想化レイヤーが命令を実行して、あたかも物理マシン上で直接実行されているか

のように仮想マシンを動作させます。

CPU 仮想化は、エミュレーションと同じものではありません。エミュレーションでは、すべての処理がソフトウェア内で
エミュレータによって実行されます。ソフトウェア エミュレータにより、プログラムが元々記述されたコンピュータ シ
ステム以外のシステム上でそのプログラムを実行できるようになります。エミュレータは、これを行うために、同じデー

タまたは入力を受け入れて、同じ結果を達成することで、元のコンピュータの動作をエミュレート （再生） します。エ
ミュレーションは移植性を提供し、1 つのプラットフォーム用に設計されたソフトウェアをいくつかのプラットフォーム
をまたいで実行します。

CPU リソースがオーバーコミットされている場合、ESX/ESXi ホストは、すべての仮想マシンにわたって物理プロセッサ
を時分割するため、指定された数の仮想プロセッサが備わっているかのように各仮想マシンが実行されます。ESX/ESXi
ホストが複数の仮想マシンを実行する場合、ESX/ESXi ホストは物理リソースのシェアを各仮想マシンに割り当てます。
デフォルトのリソース割り当て設定では、同じホストに関連付けられているすべての仮想マシンは、1 つの仮想 CPU に
つき同等の CPU シェアを取得します。つまり、単一プロセッサ仮想マシンには、デュアル プロセッサ仮想マシンのリソー
スの半分だけが割り当てられます。

ソフトウェア ベースの CPU 仮想化

ソフトウェア ベースの CPU 仮想化では、ゲスト アプリケーション コードはプロセッサ上で直接実行されます。このとき、
ゲスト特権コードは変換され、変換されたコードがプロセッサ上で実行されます。

変換されたコードはわずかに大きくなり、通常はネイティブ バージョンより実行速度が遅くなります。結果として、小さ
な特権コード コンポーネントを持つゲスト プログラムは、ネイティブに非常に近い速度で実行されます。大きな特権コード
コンポーネント （システム呼び出し、トラップ、ページ テーブル アップデートなど） を持つプログラムは、仮想化環境
では実行速度が遅くなる場合があります。
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ハードウェア アシストによる CPU 仮想化

一部のプロセッサ （Intel VT や AMD SVM など） では、CPU を仮想化するハードウェア アシストが提供されます。

このアシストを使用すると、ゲストではゲスト モードと呼ばれる個別の実行モードを使用できます。ゲスト コードは、
アプリケーション コードか特権コードかにかかわらず、ゲスト モードで実行されます。場合によっては、プロセッサがゲスト
モードを終了し、ルート モードを開始します。この場合、ハイパーバイザーがルート モードで実行され、ゲスト モード
を終了した理由を判断し、必要なアクションを実行し、ゲスト モードでゲストを再起動します。

仮想化にハードウェア アシストを使用すると、コードを変換する必要がなくなります。その結果、システム呼び出しやト
ラップを多用するワークロードが、ネイティブに近い速度で実行されます。一部のワークロード （ページ テーブルのアッ
プデートを行うものなど） では、ゲスト モードからルート モードへの移行が頻繁に発生します。この移行の回数および
移行で費やされる合計時間によっては、実行速度が大幅に遅くなることがあります。

仮想化とプロセッサ固有の動作

VMware ソフトウェアは CPU を仮想化しますが、仮想マシンは実行しているプロセッサの特定のモデルを認識します。

各プロセッサ モデルは、提供する CPU 機能が異なる場合があり、仮想マシン内で実行されるアプリケーションは、それ
らの機能を使用できます。したがって、異なる機能セットを備えたプロセッサ上で実行されているシステム間で、VMotion®

を使用して仮想マシンを移行させることはできません。この制限は回避できる場合もあり、そのためには、この機能をサ

ポートするプロセッサで Enhanced VMotion Compatibility （EVC） を使用します。詳細については、『基本システム
管理』 を参照してください。

CPU 仮想化によるパフォーマンスの影響

CPU 仮想化によって追加されるオーバーヘッドの量は、ワークロードと使用する仮想化のタイプによって異なります。

アプリケーションの時間のほとんどが、外部イベント （ユーザーの対話、デバイス入力、データ検索など） の待機のた
めではなく命令の実行に費やされる場合、そのアプリケーションは CPU バインドです。そのようなアプリケーションの場合、
CPU 仮想化オーバーヘッドには、実行する必要がある追加命令が含まれます。このオーバーヘッドは、アプリケーション
自体が使用できる CPU 処理時間を奪います。通常、CPU 仮想化オーバーヘッドによって、全体的にパフォーマンスが低
下します。

CPU バインドでないアプリケーションの場合、CPU 仮想化は CPU 使用率の増加を意味することが多くなります。オー
バーヘッドを吸収するのに予備の CPU 容量を使用できる場合、CPU は、全体的なスループットに関して同等のパフォー
マンスを提供できます。

ESX/ESXi は 1 台の仮想マシンにつき最大 8 つの仮想プロセッサ （CPU） をサポートします。

注意   最高のパフォーマンスとリソース使用率を得るためには、単一スレッド アプリケーションを （SMP 仮想マシンで
はなく） ユニプロセッサ仮想マシンに導入してください。

単一スレッド アプリケーションは、単一 CPU のみを活用できます。そのようなアプリケーションをデュアルプロセッサ
仮想マシンに導入しても、アプリケーションの速度は向上しません。それどころか、ほかの仮想マシンが使用可能な物理

リソースを 2 番目の仮想 CPU が使用してしまいます。

CPU リソースの管理

1 つ以上の仮想プロセッサを使用して、それぞれ独自のレジスタ セットおよび制御構造を備える仮想マシンを構成できます。

仮想マシンをスケジュール設定すると、その仮想プロセッサが物理プロセッサ上で実行するようにスケジュール設定され

ます。VMkernel リソース マネージャは、物理 CPU 上に仮想 CPU をスケジュール設定することによって、仮想マシンの物理
CPU リソースへのアクセスを管理します。ESX/ESXi は、最大 8 つの仮想プロセッサを持つ仮想マシンをサポートします。

vSphere リソース管理ガイド
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プロセッサ情報の表示

vSphere Client または vSphere SDK を使用して、現在の CPU 構成に関する情報にアクセスできます。

手順

1 vSphere Client でホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

2 [プロセッサ]  を選択します。

物理プロセッサの数とタイプ、および論理プロセッサの数についての情報を参照できます。

注意   ハイパースレッド システムでは、各ハードウェア スレッドが論理プロセッサになります。たとえば、ハイパー
スレッドが有効なデュアル コア プロセッサでは、コアが 2 つで論理プロセッサが 4 つになります。

3 (オプション)  [プロパティ]  をクリックして、ハイパースレッドを無効または有効にすることもできます。

CPU 構成の指定

CPU 構成を指定して、リソース管理を向上できます。ただし、CPU 構成をカスタマイズしない場合、ESX/ESXi ホストは、
ほとんどの状況で良好に機能するデフォルトを使用します。

次の方法で CPU 構成を指定できます。

n vSphere Client 通じて使用可能な属性と特殊な機能を使用します。vSphere Client のグラフィカル ユーザー イン
ターフェイス （GUI） により、ESX/ESXi ホストまたは vCenter Server システムに接続できます。

n 特定の状況下で高度な設定を使用します。

n スクリプト化した CPU 割り当てに vSphere SDK を使用します。

n ハイパースレッドを使用します。

マルチコア プロセッサ

ESX/ESXi ホストが仮想マシンのマルチタスクを実行する場合、マルチコア プロセッサにはさまざまな利点があります。

Intel および AMD は、複数のプロセッサ コアを 1 つの集積回路 （通常はパッケージまたはソケットと呼ばれます） に組
み合わせたプロセッサをそれぞれ開発しました。当社では、1 つ以上のプロセッサ コアを装備できる 1 つのまとまりを表
すのにソケットという用語を使用します。各プロセッサ コア内には、1 つ以上の論理プロセッサが含まれます。

たとえば、デュアルコア プロセッサは、同時に 2 つの仮想 CPU を実行できるため、シングルコア プロセッサのほぼ 2
倍のパフォーマンスを発揮します。同じプロセッサ内のコアは、通常、すべてのコアが使用する最終レベルの共有キャッ

シュを装備して構成されており、より低速のメイン メモリにアクセスする必要性は軽減されます。実行中の仮想マシンが、
同じメモリ バス リソースで競合するようなメモリを多用するワークロードを実行している場合、物理プロセッサをメイン
メモリに接続する共有メモリ バスによって論理プロセッサのパフォーマンスが制限されることがあります。

仮想マシンを実行する ESX CPU スケジューラによって各プロセッサ コアの各論理プロセッサを独立して使用できるため、
SMP システムと同様のパフォーマンスが得られます。たとえば、2 方向の仮想マシンは、仮想プロセッサを同じコアに属
する論理プロセッサ上で実行することも、異なる物理コア上の論理プロセッサで実行することもできます。

ESX CPU スケジューラは、プロセッサ トポロジと、そのプロセッサ コアと論理プロセッサとの関係を検出します。この
情報を使用して、仮想マシンをスケジュール設定し、パフォーマンスを最適化します。

ESX CPU スケジューラは、ソケット、コア、および論理プロセッサ間の関係も含め、プロセッサ トポロジを認識できます。
スケジューラはトポロジ情報を使用して、さまざまなソケットへの仮想 CPU の配置を最適化します。これにより、キャッ
シュ全体の使用率が最大化され、仮想 CPU の移行が最小化されるために、キャッシュのアフィニティが向上します。
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アンダーコミットされているシステムでは、ESX CPU スケジューラはデフォルトですべてのソケットに負荷を分散します。
これにより、稼働中の仮想 CPU が使用できるキャッシュの合計量が最大になり、パフォーマンスが向上します。その結果、
単一の SMP 仮想マシンの複数の仮想 CPU が複数のソケットに分散されます （ただし、各ソケットが NUMA ノードでも
ある場合は除きます。その場合、NUMA スケジューラは仮想マシンのすべての仮想 CPU が同じソケット上に存在するよ
う制限します）。

場合によっては、たとえば、SMP 仮想マシンが仮想 CPU 間での顕著なデータ共有を示している場合は、このデフォルト
の動作は次善の策になる可能性があります。そのようなワークロードでは、ESX/ESXi ホストがアンダーコミットされて
いても、同じソケット上にあるすべての仮想 CPU を最終レベルの共有キャッシュ付きでスケジュール設定した方がメリッ
トがある場合があります。そのようなシナリオでは、仮想 CPU を複数のパッケージにわたって分散するデフォルト動作は、
仮想マシンの .vmx 構成ファイルに次の構成オプションを組み込むことによってオーバーライドできます。
sched.cpu.vsmpConsolidate="TRUE"

ハイパースレッド

ハイパースレッド テクノロジーを使用すると、単一の物理プロセッサ コアを 2 つの論理プロセッサのように機能させる
ことができます。プロセッサは、同時に 2 つの異なるアプリケーションを実行できます。論理プロセッサと物理プロセッ
サの混同を避けるために、Intel は物理プロセッサをソケットと呼んでおり、このセクションの説明でもこの用語を使用し
ます。

Intel Corporation は、Pentium IV および Xeon のプロセッサ ラインのパフォーマンスを向上させるハイパースレッド
テクノロジーを開発しました。ハイパースレッド テクノロジーにより、単一のプロセッサ コアが 2 つの独立したスレッ
ドを同時に実行できます。

ハイパースレッドはシステムのパフォーマンスを 2 倍にするわけではありませんが、アイドル リソースを有効に活用する
ことによってパフォーマンスを向上でき、特定の重要なワークロード タイプについてスループットを向上させます。ビ
ジーなコアの 1 つの論理プロセッサ上で実行中のアプリケーションは、非ハイパースレッド プロセッサ上で単独で実行さ
れる場合に取得するスループットの半分よりわずかに多いスループットを期待できます。ハイパースレッドのパフォーマ

ンス向上はアプリケーションに強く依存し、アプリケーションによっては、ハイパースレッドを使用するとパフォーマン

スが低下する場合があります。これは、両方の論理プロセッサ間で多くのプロセッサ リソース （キャッシュなど） が共
有されるためです。

注意   Intel ハイパースレッド テクノロジーを使用するプロセッサでは、メモリ キャッシュや機能単位など、コアのリソー
スの大部分を共有する 2 つの論理プロセッサを、1 つのコアに担当させることができます。このような論理プロセッサを、
通常、スレッドと呼びます。

多くのプロセッサはハイパースレッドをサポートしておらず、その結果、1 つのコアにつき 1 つのスレッドだけを備えて
います。それらのプロセッサの場合、コアの数も論理プロセッサの数に一致します。次の各プロセッサはハイパースレッ

ドをサポートしており、1 つのコアにつき 2 つのスレッドを備えています。

n Intel Xeon 5500 プロセッサ マイクロアーキテクチャに基づいたプロセッサ

n Intel Pentium 4 （HT 有効）

n Intel Pentium EE 840 （HT 有効）

ハイパースレッドと ESX/ESXi ホスト

ハイパースレッドが有効な ESX/ESXi ホストは、ハイパースレッドがないホストと同様に機能する必要があります。しかし、
ハイパースレッドを有効にする場合は、特定の要素について検討する必要があることがあります。

ESX/ESXi ホストは、プロセッサ時間をインテリジェントに管理して、システム内のプロセッサ コア間で負荷が円滑に分
散されるように保証します。CPU 0 と 1 はともに第 1 のコア上にあり、CPU 2 と 3 は第 2 のコア上にあるといったように、
同じコア上の論理プロセッサは、連続した CPU 番号を持ちます。仮想マシンは、同じコアの 2 つの論理プロセッサ上よりも、
2 つの異なるコア上に優先的にスケジュール設定されます。
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論理プロセッサの作業がない場合、論理プロセッサは停止状態になり、論理プロセッサの実行リソースが解放されて、同

じコア上のほかの論理プロセッサ上で実行中の仮想マシンが、コアの実行リソース全体を使用できます。VMware スケ
ジューラは、この停止時間を適切に捕捉し、コアのリソース全体を使用して実行中の仮想マシンを、半分のコア上で実行

されている仮想マシンよりも多くチャージします。このプロセッサ管理方法により、標準の ESX/ESXi リソース割り当て
ルールにサーバが違反しないようにします。

ハイパースレッドを使用するホストでは、CPU アフィニティを有効にする前にリソース管理の必要性を検討してください。
たとえば、優先順位の高い仮想マシンを CPU 0 にバインドしていて、別の優先順位の高い仮想マシンを CPU 1 にバイン
ドしている場合、この 2 台の仮想マシンは同じ物理コアを共有する必要があります。この場合、これらの仮想マシンのリ
ソース要求を満たせないことがあります。カスタム アフィニティ設定が、ハイパースレッド システムにとって意味があ
ることを確認してください。

ハイパースレッドの有効化

ハイパースレッドを有効にするには、最初に使用するシステムの BIOS 設定でハイパースレッドを有効にし、vSphere Client
でオンにする必要があります。ハイパースレッドは、デフォルトで有効になっています。

一部の Intel プロセッサ、たとえば、Xeon 5500 プロセッサまたは P4 マイクロアーキテクチャに基づいた Xeon 5500
プロセッサは、ハイパースレッドをサポートしています。使用している CPU がハイパースレッドをサポートしているか
どうかを確認するには、システムのドキュメントを参照してください。ESX/ESXi には 64 個の CPU という論理的な制限
があるので、物理コアの数が 32 個を上回るシステムでは、ESX/ESXi はハイパースレッドを有効にできません。

手順

1 システムがハイパースレッド テクノロジーをサポートしていることを確認します。

2 システムの BIOS でハイパースレッドを有効にします。

メーカーによって、このオプションは  [論理プロセッサ]  と呼ばれることもあれば、 [ハイパースレッドの有効化]  と
呼ばれることもあります。

3 必ず、ESX/ESXi ホスト用にハイパースレッドをオンにしてください。

a vSphere Client でホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

b [プロセッサ]  を選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

c ダイアログ ボックスでハイパースレッドの状態を確認して、ハイパースレッドをオフまたはオン （デフォルト）
にすることができます。

これで、ハイパースレッドが有効になりました。

仮想マシンのハイパースレッド共有オプションの設定

ハイパースレッド システム上の物理コアを仮想マシンの仮想 CPU がどのように共有できるかを指定できます。

2 つの仮想 CPU がコアの論理 CPU 上で同時に実行されている場合、それらの仮想 CPU はコアを共有します。これは、
個々の仮想マシンについて設定できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブをクリックして、 [CPU の詳細]  をクリックします。

3 [モード]  ドロップダウン メニューから、この仮想マシンのハイパースレッド モードを選択します。

ハイパースレッド コア共有オプション

vSphere Client を使用して、仮想マシンにハイパースレッド コア共有モードを設定できます。

表 2-1 に、このモードに指定できるオプションを示します。
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表 2-1.  ハイパースレッド コア共有モード

オプション 説明

任意 ハイパースレッド システムのすべての仮想マシンに対するデフォルトです。この設定の仮想マシンの仮想 CPU は、
この仮想マシンまたはほかの仮想マシンの仮想 CPU と、いつでも自由にコアを共有できます。

なし 仮想マシンの仮想 CPU は、互いに、またはほかの仮想マシンの仮想 CPU とコアを共有できません。つまり、その
コア上のほかの論理 CPU を停止状態にして、この仮想マシンからの各仮想 CPU が、常にコア全体を取得する必要
があります。

内部 このオプションは、 [なし]  に似ています。この仮想マシンからの仮想 CPU は、ほかの仮想マシンからの仮想 CPU
とコアを共有することはできません。同じ仮想マシンの別の仮想 CPU とは、コアを共有できます。
このオプションは、SMP 仮想マシンについてのみ選択できます。ユニプロセッサ仮想マシンに適用された場合、シ
ステムのオプションを  [なし]  に変更します。

これらのオプションは、公平性または CPU 時間の割り当てには影響しません。仮想マシンのハイパースレッド設定にか
かわらず、CPU シェアに比例する CPU 時間を受け取り、CPU 予約と CPU 制限の値によって制約されます。

通常のワークロードの場合、カスタム ハイパースレッド設定は不要のはずです。これらのオプションは、ハイパースレッ
ドと不適切に対話する異常なワークロードの場合に役に立ちます。たとえば、キャッシュ スラッシングの問題があるアプ
リケーションは、物理コアを共有するアプリケーションの速度を低下させる場合があります。アプリケーションを実行中

の仮想マシンのハイパースレッド状態を  [なし]  または  [内部]  にして、ほかの仮想マシンから隔離できます。

仮想 CPU に、別の仮想 CPU とのコアの共有を許可しないハイパースレッドの制約がある場合、システムは、ほかの仮想 CPU
がプロセッサ時間を消費する資格を与えられた場合にそのスケジュール設定を解除します。ハイパースレッドの制約がな

い場合は、同じコア上の両方の仮想 CPU をスケジュール設定できます。

（仮想マシンあたりの） コア数が制限されているシステムでは、問題がさらに悪化します。そのような場合、スケジュー
ル設定が解除された仮想マシンを移行できるコアがない場合があります。結果的に、ハイパースレッドが  [なし]  または  [内部]
に設定された仮想マシンのパフォーマンスが、特にコア数の制限されたシステム上で、低下する可能性があります。

隔離

まれにですが、特定の環境では、ESX/ESXi ホストがアプリケーションと Pentium IV ハイパースレッド テクノロジーと
の対話の不良を検出する場合があります （これは、Intel Xeon 5500 プロセッサ マイクロアーキテクチャに基づいたシ
ステムには当てはまりません）。このような場合、ユーザーに対して透過的な隔離が必要になる場合があります。

たとえば、特定のタイプの自己修正コードが Pentium IV トレース キャッシュの正常な動作を妨害し、問題のあるコード
とコアを共有しているアプリケーションの速度を大きく （最大 90 パーセント） 低下させることがあります。このような
場合、ESX/ESXi ホストは、このコードを実行している仮想 CPU を隔離して、仮想マシンを適宜、 [なし]  モードまたは  [内部]
モードにします。

隔離を無効にするには、ホストの Cpu.MachineClearThreshold の詳細設定を  [0]  に設定します。

CPU アフィニティの使用

各仮想マシンに CPU アフィニティ設定を指定することにより、仮想マシンの割り当てをマルチプロセッサ システム内の
使用可能なプロセッサのサブセットに制限できます。この機能を使用することで、各仮想マシンを指定したアフィニティ

セットのプロセッサに割り当てることができます。

ここでの CPU という用語は、ハイパースレッド システム上の論理プロセッサのことであり、また、非ハイパースレッド
システム上のコアのことでもあります。

仮想マシンの CPU アフィニティ設定は、その仮想マシンに関連付けられているすべての仮想 CPU に適用されるだけでは
なく、その仮想マシンに関連付けられているその他のすべてのスレッド （ワールドとも呼ばれる） にも適用されます。
これらの仮想マシン スレッドは、マウス、キーボード、画面、CD-ROM、およびその他のレガシー デバイスのエミュレー
ションに必要な処理を実行します。
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表示を多用するワークロードなど、一部のケースでは、仮想 CPU とその他の仮想マシン スレッドの間で大量の通信が発
生することがあります。仮想マシンのアフィニティ設定によって、仮想マシンの仮想 CPU と同時に追加のスレッドをス
ケジュール設定できないようになっていると （たとえば、単一 CPU とのアフィニティが設定されているユニプロセッサ
仮想マシンや、2 つの CPU とだけアフィニティが設定されている 2 方向の SMP 仮想マシンなど）、パフォーマンスが低
下します。

最大のパフォーマンスを得るために、手動アフィニティ設定を使用する場合は、少なくとも 1 つの仮想マシン スレッドを仮想
CPU として同時にスケジュール設定できるように、アフィニティ設定に少なくとも 1 つの物理 CPU を含めることをお勧
めします （たとえば、2 つ以上の CPU とのアフィニティが設定されているユニプロセッサ仮想マシンや、3 つ以上の CPU
とのアフィニティが設定されている 2 方向の SMP 仮想マシンなど）。

注意   CPU アフィニティは仮想マシンのプロセッサへの配置の制約を指定します。これは、仮想マシンの仮想マシン ホス
トへの配置の制約を指定する DRS ルールに基づくアフィニティとは異なります。

特定のプロセッサへの仮想マシンの割り当て

CPU アフィニティを使用すると、特定のプロセッサに仮想マシンを割り当てることができます。これにより、仮想マシン
の割り当てをマルチプロセッサ システム内で使用可能な特定のプロセッサだけに制限できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルで仮想マシンを選択し、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブを選択して、 [CPU の詳細]  を選択します。

3 [次のプロセッサで実行します]  ボタンをクリックします。

4 仮想マシンを実行するプロセッサを選択し、 [OK]  をクリックします。

CPU アフィニティでの潜在的な問題

CPU アフィニティを使用する前に、いくつかの問題について検討する必要がある場合があります。

CPU アフィニティでの潜在的な問題には、次のようなものがあります。

n マルチプロセッサ システムの場合、ESX/ESXi システムは自動ロード バランシングを実行します。仮想マシン アフィ
ニティを手動で指定しないようにすると、プロセッサ間の負荷を均衡させるためのスケジューラの機能が向上します。

n アフィニティは、仮想マシンに指定された予約とシェアを満たす ESX/ESXi ホストの機能を妨害する場合があります。

n CPU アドミッション コントロールはアフィニティを考慮しないので、手動のアフィニティ設定を持つ仮想マシンは、
予約を完全に受け取るとはかぎりません。

手動のアフィニティ設定がない仮想マシンは、手動のアフィニティ設定がある仮想マシンから不都合な影響を受けま

せん。

n あるホストから別のホストへ仮想マシンを移動する場合、新しいホストの持つプロセッサの数が異なる場合があるので、

アフィニティが適用しなくなることがあります。

n NUMA スケジューラは、アフィニティを使用してすでに特定のプロセッサに割り当て済みの仮想マシンを管理でき
ない場合があります。

n アフィニティは、マルチコア プロセッサまたはハイパースレッド プロセッサ上の仮想マシンをスケジュール設定する
ESX/ESXi の機能に影響を及ぼすため、そういったプロセッサで共有されるリソースを最大限に活用できます。

第 2 章 CPU リソースの管理
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CPU 電力管理

CPU 電力効率を向上させるために、ワークロードの需要に基づいて CPU 周波数を動的に切り替えるように ESX/ESXi ホ
ストを構成できます。このタイプの電力管理は、Dynamic Voltage and Frequency Scaling （DVFS） と呼ばれます。
これは、ACPI インターフェイスを通じて VMkernel で使用可能になるプロセッサ パフォーマンス状態 （P- 状態） を使
用します。

ESX/ESXi は、Enhanced Intel SpeedStep および Enhanced AMD PowerNow! の CPU 電力管理テクノロジーをサ
ポートしています。これらのテクノロジーによって提供される電力管理機能を VMkernel で利用するには、最初に、BIOS
内で Demand-Based Switching （DBS） とも呼ばれる電力管理機能を有効にする必要がある場合があります。

CPU 電力管理ポリシーを設定するには、ホストの詳細属性 Power.CpuPolicy を使用します。この属性設定はホスト構成
内に保存され、ブート時に再使用できますが、いつでも変更ができ、サーバの再起動を必要としません。この属性には、

次の値を設定できます。

スタティック デフォルトです。VMkernel はホスト上で使用可能な電力管理機能を検出しますが、パ
ワー キャッピング イベントまたは熱イベントで BIOS から要求されないかぎり、その
機能を積極的には使用しません。

動的 VMkernel はパフォーマンスに影響を及ぼさずに電力効率を向上させるために、各 CPU
の周波数を需要に合わせて最適化します。CPU の需要が増加すると、このポリシー設
定では CPU 周波数も増加します。

vSphere リソース管理ガイド
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メモリ リソースの管理 3
現代のすべてのオペレーティング システムは、仮想メモリをサポートして、マシンに物理的に存在する量以上のメモリを
ソフトウェアが使用できるようにしています。同様に、ESX/ESXi ハイパーバイザーは、仮想マシン メモリのオーバーコ
ミットに対応します。これによって、すべての仮想マシン用に構成されたゲスト メモリの量が、物理ホスト メモリの量
よりも多くなる場合があります。

メモリ仮想化を使用する場合は、ESX/ESXi ホストによるメモリの割り当て、課税、解放の方法について理解する必要が
あります。また、仮想マシンによるメモリ オーバーヘッドについても認識しておく必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n メモリ仮想化の基礎 (P. 23)

n メモリ リソースの管理 (P. 26)

メモリ仮想化の基礎

メモリ リソースを管理する前に、メモリ リソースが ESX/ESXi によってどのように仮想化され、使用されるかを理解して
おく必要があります。

VMkernel は、すべてのマシン メモリを管理します （ただし、ESX のサービス コンソールに割り当てられたメモリは例
外です）。VMkernel は、この管理対象マシン メモリの一部を自身専用にします。残りが、仮想マシン用に使用可能にな
ります。仮想マシンは、マシン メモリを 2 つの目的で使用します。各仮想マシンは、自身のメモリを必要とし、VMM は、
コードとデータ用にいくらかのメモリと動的オーバーヘッド メモリを必要とします。

仮想メモリ スペースは、ページと呼ばれるブロック （通常は 4KB） に区分されます。物理メモリも （これも通常は 4KB
である） ブロックに区分されます。物理メモリが一杯になった場合、物理メモリ内に存在しない仮想ページのデータは、
ディスクに格納されます。ESX/ESXi も大きなページ （2MB） に対応します。「メモリの詳細属性 (P. 98)」 を参照し
てください。

仮想マシンのメモリ

各仮想マシンは、構成されたサイズに基づいてメモリを消費し、加えて仮想化のためのオーバーヘッド メモリを消費します。

構成済みサイズ

構成済みサイズは、仮想マシンの仮想化レイヤーで管理される構造です。これはゲスト OS に提供されるメモリの合計で
すが、後述のリソース設定 （シェア、予約、制限） に依存し、仮想マシンに割り当てられる物理 RAM の量とは異なります。
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たとえば、構成済みサイズが 1GB の仮想マシンについて考えます。ゲスト OS は起動するときに、物理メモリが 1GB の
専用マシンで実行していると考えています。この仮想マシンに割り当てられる物理ホスト メモリの実際の容量は、ESX/ESXi
ホストのメモリ リソース設定およびメモリの競合に依存します。場合によっては、仮想マシンに 1GB が完全に割り当て
られます。別の場合には、より小さな割り当てを受けることがあります。実際の割り当てにかかわらず、ゲスト OS は、
物理メモリが 1GB の専用マシンで実行している場合と同じ動作を続けます。

シェア 予約以外に指定可能な場合、ここで仮想マシンの相対的な優先順位を指定します。

予約 メモリがオーバーコミットされる場合でも、ホストが仮想マシン用に予約する物理メモ

リ容量の、保証された下限です。過大なページングがなく効率的に動作するのに十分な

メモリを仮想マシンが確実に利用できるよう、予約のレベルを設定します。

仮想マシンは、予約分全体にアクセスしたあと、たとえアイドル状態になった場合でも、

その量のメモリを保持することができ、そのメモリは解放されません。たとえば、一部

のゲスト OS （Linux など） は、起動直後に構成済みメモリの全部にはアクセスでき
ない場合があります。仮想マシンがその予約分全体にアクセスするまで、VMkernel は
その予約の任意の未使用部分をほかの仮想マシンに割り当てることができます。しかし、

ゲストのワークロードが増加し、ゲストの予約分全体が消費された場合、ゲストはその

メモリを保持できます。

制限 ホストが仮想マシンに割り当てることができる物理メモリ容量の上限です。仮想マシン

のメモリ割り当ては、構成済みサイズでも暗黙的に制限されます。

オーバーヘッド メモリには、仮想マシンのフレーム バッファと各種の仮想化データ構
造のために予約されたスペースが含まれます。

メモリのオーバーコミット

システムは実行中の仮想マシンごとに、仮想マシンの予約 （ある場合） と、仮想マシンの仮想化オーバーヘッド用の物
理メモリを予約します。

ESX/ESXi ホストのメモリ管理手法のおかげで、仮想マシンは、物理マシン （ホスト） で利用可能なメモリより多いメモ
リを使用できます。たとえば、2GB のメモリを持つホストがある場合に、それぞれ 1GB のメモリを持つ 4 台の仮想マシ
ンを実行できます。この場合、メモリがオーバーコミットされます。

オーバーコミットが有用なのは、一般に、仮想マシンには負荷の軽いものと負荷の重いものがあり、相対的な動作レベル

が時間とともに変動するためです。

メモリの使用率を向上させるために、ESX/ESXi ホストは、アイドル状態の仮想マシンから、より多くのメモリを必要と
する仮想マシンにメモリを移動します。予約またはシェアのパラメータを使用して、重要な仮想マシンにメモリを優先的

に割り当てます。このメモリは、使用されていない場合にほかの仮想マシンで利用できます。

メモリの共有

仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供するワークロードは、いくつもあります。

たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンスを実行していたり、同じアプリケーションまたはコ
ンポーネントをロードしていたり、共通のデータを含んでいたりすることがあります。ESX/ESXi システムは、専用のペー
ジ共有技法を使用して、メモリ ページの冗長コピーを安全に削除します。

メモリの共有により、複数の仮想マシンからなるワークロードが消費するメモリが、物理マシン上で実行する場合の消費

量よりも少なくなることがよくあります。結果的に、システムは、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポー

トできます。

メモリの共有によって節約されるメモリの量は、ワークロードの特性に依存します。ほとんど同一な多数の仮想マシンの

ワークロードでは、30 パーセントを超えるメモリが解放される場合がある一方、より多様なワークロードでは、メモリの 5
パーセント未満しか節約されないことがあります。

vSphere リソース管理ガイド
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ソフトウェア ベースのメモリ仮想化

ESX/ESXi は、特別なレベルのアドレス変換を追加することによってゲスト物理メモリを仮想化します。

n 各仮想マシンの VMM は、ゲスト OS の物理メモリ ページから、基盤となるマシン上の物理メモリ ページへのマッ
ピングを保持します （VMware は、基盤となるホスト物理ページを 「マシン」 ページとして参照し、ゲスト OS の
物理ページを 「物理」 ページとして参照します）。

各仮想マシンは、ゼロ ベースの連続したアドレス可能物理メモリ スペースを参照します。各仮想マシンによって使
用される、サーバの基盤となるマシン メモリは、必ずしも連続しません。

n VMM は、プロセッサ上の実際の MMU （メモリ管理ユニット） が仮想マシンによって直接更新されないように、ゲスト
OS のメモリ管理構造を操作する仮想マシン命令を妨害します。

n ESX/ESXi ホストは、（VMM によって保持される） 物理とマシンとのマッピングを使用して最新に保たれるシャドウ
ページ テーブルに、仮想とマシンとのページ マッピングを保持します。

n シャドウ ページ テーブルがプロセッサのページング ハードウェアによって直接使用されます。

このアドレス変換方法により、シャドウ ページ テーブルが設定されたあと、アドレス変換オーバーヘッドが追加される
ことなく、仮想マシン内での通常のメモリ アクセスが実行可能になります。プロセッサ上の TLB （変換索引バッファ） は、
シャドウ ページ テーブルから読み取られた仮想とマシンとの直接マッピングをキャッシュするので、VMM によってオー
バーヘッドが追加されることなく、メモリにアクセスできます。

パフォーマンスについての考慮事項

2 つのページ テーブルを使用した場合、次のようなパフォーマンスへの影響があります。

n 通常のゲスト メモリ アクセスの場合、オーバーヘッドはありません。

n 仮想マシン内のメモリをマッピングする追加の時間が必要です。これは、次のことを意味する場合があります。

n 仮想マシン オペレーティング システムが、仮想アドレスと物理アドレスとのマッピングを設定または更新している。

n 仮想マシン オペレーティング システムが、アドレス スペース間で切り替えを行なっている （コンテキスト ス
イッチ）。

n CPU の仮想化と同様に、メモリの仮想化オーバーヘッドはワークロードに依存します。

ハードウェア アシストによるメモリ仮想化

AMD SVM-V や Intel Xeon 5500 シリーズなどの一部の CPU は、ページ テーブルの 2 つのレイヤーを使用することで、
ハードウェアからメモリ仮想化をサポートする機能を提供しています。

ページ テーブルの 1 番目のレイヤーには、ゲストの仮想メモリから物理メモリへの変換が格納されています。ページ テー
ブルの 2 番目のレイヤーには、ゲストの物理メモリからマシンへの変換が格納されています。TLB （変換索引バッファ） は、
プロセッサの MMU （メモリ管理ユニット） ハードウェアが維持する変換のキャッシュです。TLB ミスはこのキャッシュ
のミスであり、ハードウェアはメモリに （おそらく複数回） アクセスして必要な変換を検索する必要があります。TLB
でゲストの仮想アドレスが参照できない場合、ハードウェアが両方のページ テーブルを検索し、ゲストの仮想アドレスを
ホストの物理アドレスに変換します。

図 3-1 の図は、ESX/ESXi でのメモリ仮想化の実装を示しています。

第 3 章 メモリ リソースの管理
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図 3-1.  ESX/ESXi のメモリ マッピング
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n ボックスはページを表し、矢印はそれぞれメモリ マッピングを表します。

n ゲスト仮想メモリからゲスト物理メモリへの矢印は、ゲスト OS 内のページ テーブルが保持するマッピングを表します
（仮想メモリから x86 アーキテクチャ プロセッサのリニア メモリへのマッピングは示していません）。

n ゲスト物理メモリからマシン メモリへの矢印は、VMM が保持するマッピングを表します。

n 点線の矢印は、ゲストの仮想メモリから、シャドウ ページ テーブル （これも VMM が保持） のマシン メモリへの
マッピングを表します。仮想マシンを実行している基盤となるプロセッサは、シャドウ ページ テーブルのマッピン
グを使用します。

仮想化によって導入される特別なレベルのメモリ マッピングのため、ESX/ESXi は、すべての仮想マシン間でメモリを効
率的に管理できます。仮想マシンの物理メモリの一部は、共有ページ、またはマッピング解除されるかスワップ アウトさ
れるページにマッピングされる場合があります。

ESX/ESXi ホストは、ゲスト OS を認識せずに、かつゲスト OS 自身のメモリ管理サブシステムに影響せずに、仮想メモ
リ管理を実行します。

パフォーマンスについての考慮事項

ハードウェア アシストを使用すると、ソフトウェア メモリ仮想化のオーバーヘッドをなくすことができます。特に、ハー
ドウェア アシストによって、シャドウ ページ テーブルをゲスト ページ テーブルと同期させておくために必要なオーバー
ヘッドがなくなります。ただし、ハードウェア アシストを使用すると、TLB ミスの遅延が大幅に増えます。結果として、
ハードウェア アシストを使用することによってワークロードにメリットがあるかどうかは、ソフトウェアによるメモリ仮
想化を使用した場合に発生するメモリ仮想化のオーバーヘッドに大きく依存します。ワークロードに含まれるページ テーブル
アクティビティ （プロセス作成、メモリのマッピング、コンテキスト スイッチなど） が少ない場合、ソフトウェアの仮
想化では、大きなオーバーヘッドは発生しません。逆に、ワークロードに大量のページ テーブル アクティビティが含ま
れている場合は、ハードウェア アシストを使用すると有益です。

メモリ リソースの管理

vSphere Client を使用して、メモリ割り当ての設定に関する情報を表示し、それらの設定を変更できます。メモリ リソー
スを効果的に管理するには、メモリ オーバーヘッド、アイドル メモリ税、および ESX/ESXi ホストがメモリをどのように
解放するかについて、よく理解しておく必要もあります。

メモリ リソースを管理する場合、メモリ割り当てを指定できます。メモリ割り当てをカスタマイズしない場合、ESX/ESXi
ホストは、ほとんどの状況で良好に機能するデフォルトを使用します。

メモリ割り当てを指定する方法は、いくつかあります。

n vSphere Client 通じて使用可能な属性と特殊な機能を使用します。vSphere Client の GUI により、ESX/ESXi ホス
トまたは vCenter Server システムに接続できます。

n 詳細設定を使用します。

n スクリプト化したメモリ割り当てに vSphere SDK を使用します。

vSphere リソース管理ガイド
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メモリ割り当て情報の表示

vSphere Client を使用して、現在のメモリ割り当てに関する情報を表示できます。

合計メモリ、および仮想マシンに使用できるメモリに関する情報が表示されます。ESX では、サービス コンソールに割り
当てられているメモリも表示されます。

手順

1 vSphere Client でホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

2 [メモリ]  をクリックします。

「ホスト メモリの情報 (P. 27)」 に表示される情報を確認できます。

ホスト メモリの情報

vSphere Client は、ホスト メモリの割り当てに関する情報を表示します。

ホスト メモリ フィールドについては、表 3-1 に説明があります。

表 3-1.  ホスト メモリの情報

フィールド 説明

合計 このホストの物理メモリ合計。

システム ESX/ESXi システムが使用しているメモリ。
ESX/ESXi は、少なくとも VMkernel 用に 50MB のシステム メモリとデバイス ドライバ用の追加メモリを
使用します。このメモリは、ESX/ESXi がロードされて構成可能でない場合に、割り当てられます。
仮想レイヤーに実際に必要なメモリは、ホスト上の PCI （Peripheral Component Interconnect） デバ
イスの数とタイプに依存します。一部のドライバは 40MB を必要とし、ベース システム メモリがほぼ 2 倍
になります。

ESX/ESXi ホストは、動的割り当て要求を効率的に処理するために、一部のメモリを常に空けておくことも
試みます。ESX/ESXi は、このレベルを、仮想マシンの実行に使用できるメモリの約 6 パーセントに設定します。
ESXi ホストは、ESX ホストのサービス コンソールで実行される管理エージェント用に追加システム メモリ
を使用します。

仮想マシン 選択したホスト上で実行中の仮想マシンが使用しているメモリ。

ホストのメモリのほとんどは、仮想マシンの実行に使用されます。ESX/ESXi ホストは、このメモリの仮想
マシンへの割り当てを管理パラメータとシステム負荷に基づいて管理します。

仮想化レイヤーがある程度のリソースを消費するため、仮想マシンが使用できる物理メモリの容量は、物理

ホスト内にある容量よりも常に少なくなります。たとえば、3.2GHz のデュアル CPU と 2GB のメモリを持
つホストでは、6GHz の CPU パワーと 1.5GB のメモリが、仮想マシンで使用可能になります。

サービス コンソール サービス コンソール用に予約されたメモリ。
[プロパティ]  をクリックしてサービス コンソールに利用可能なメモリ量を変更します。このフィールドは ESX
でのみ表示されます。ESXi には、サービス コンソールがありません。

メモリ オーバーヘッドについて

メモリ リソースの仮想化には、関連するいくつかのオーバーヘッドがあります。

ESX/ESXi 仮想マシンは、2 種類のメモリ オーバーヘッドを被ることがあります。

n 仮想マシン内のメモリにアクセスするための追加の時間。

n ESX/ESXi ホスト自身のコードとデータ構造のために ESX/ESXi ホストが必要とする、各仮想マシンに割り当てられ
たメモリを超える余分のスペース。

ESX/ESXi のメモリ仮想化では、メモリ アクセスへの時間のオーバーヘッドはほとんど追加されません。プロセッサのペー
ジング ハードウェアがページ テーブル （ソフトウェア ベースのアプローチ用のシャドウ ページ テーブルまたはハードウェア
アシストによるアプローチ用のネストしたページ テーブル） を直接使用するので、仮想マシン内のほとんどのメモリ ア
クセスは、アドレス変換のオーバーヘッドをせずに実行できます。
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メモリ スペース オーバーヘッドには、2 つの構成要素があります。

n VMkernel とサービス コンソール （ESX のみ） の、固定されたシステム全体のオーバーヘッド

n 各仮想マシンの追加のオーバーヘッド

ESX の場合、サービス コンソールは通常 272MB を使用し、VMkernel はより少ない量のメモリを使用します。この量は、
使用されているデバイス ドライバの数とサイズに依存します。

オーバーヘッド メモリには、仮想マシンのフレーム バッファと、シャドウ ページ テーブルなどの各種の仮想化データ構
造のために予約されたスペースが含まれます。オーバーヘッド メモリは、仮想 CPU の数とゲスト OS 用に構成されたメ
モリに依存します。

ESX/ESXi は、メモリ共有などの最適化も提供して、基盤となるサーバ上で使用される物理メモリの量を減らします。こ
れらの最適化により、オーバーヘッドによって占められるよりも多くのメモリを節約できます。

仮想マシン上のオーバーヘッド メモリ

仮想マシンはオーバーヘッド メモリを被ります。このオーバーヘッドの量を認識しておく必要があります。

表 3-2 に、各 VCPU 数のオーバーヘッド メモリを示します （MB 単位）。

表 3-2.  仮想マシン上のオーバーヘッド メモリ

メモリ

（MB） 1 VCPU 2 VCPU 3 VCPU 4 VCPU 5 VCPU 6 VCPU 7 VCPU 8 VCPU

256 113.17 159.43 200.53 241.62 293.15 334.27 375.38 416.50

512 116.68 164.96 206.07 247.17 302.75 343.88 385.02 426.15

1024 123.73 176.05 217.18 258.30 322.00 363.17 404.34 445.52

2048 137.81 198.20 239.37 280.53 360.46 401.70 442.94 484.18

4096 165.98 242.51 283.75 324.99 437.37 478.75 520.14 561.52

8192 222.30 331.12 372.52 413.91 591.20 632.86 674.53 716.19

16384 334.96 508.34 550.05 591.76 900.44 942.98 985.52 1028.07

32768 560.27 863.41 906.06 948.71 1515.75 1559.42 1603.09 1646.76

65536 1011.21 1572.29 1616.19 1660.09 2746.38 2792.30 2838.22 2884.14

131072 1912.48 2990.05 3036.46 3082.88 5220.24 5273.18 5326.11 5379.05

262144 3714.99 5830.60 5884.53 5938.46 10142.83 10204.79 10266.74 10328.69

ESX/ESXi ホストによるメモリ割り当ての方法

ESX/ESXi ホストは、メモリがオーバーコミットされていないかぎり、制限 パラメータによって指定されたメモリを各仮
想マシンに割り当てます。ESX/ESXi ホストは、指定された物理メモリ サイズを上回るメモリを仮想マシンに割り当てる
ことはしません。

たとえば、1GB の仮想マシンには、デフォルトの制限 （制限なし） またはユーザー指定の制限 （たとえば 2GB） があ
る場合があります。このどちらの場合も、ESX/ESXi ホストは、1GB （仮想マシン用に指定された物理メモリ サイズ）
を上回るメモリは割り当てません。

メモリがオーバーコミットされる場合、各仮想マシンには、 [予約]  によって指定された量と  [制限]  によって指定された
量の間のメモリを割り当てられます。仮想マシンの予約を超えて仮想マシンに与えられるメモリの量は、通常、現在のメ

モリ負荷とともに変動します。
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ESX/ESXi ホストは、仮想マシンに割り当てられたシェアの数と最新の作業セット サイズの概算に基づいて、各仮想マシ
ンへの割り当てを決定します。

n シェア： ESX/ESXi ホストは、修正された比例的なシェアのメモリ割り当てポリシーを使用します。メモリ シェアは、
使用可能な物理メモリの一部を仮想マシンに割り当てます。

n 作業セット サイズ： ESX/ESXi ホストは、仮想マシン実行時間の連続的な期間にわたってメモリの動作を監視するこ
とによって、仮想マシンの作業セットを見積もります。見積もりは、いくつかの期間にわたって平滑化されます。こ

れには、作業セット サイズの拡大にすばやく対応し、作業セット サイズの縮小にゆっくりと対応する技法が使用さ
れます。

この方法により、アイドル メモリを解放した仮想マシンがメモリをより有効に使用し始めた場合、共有ベースの割
り当てすべてを短時間のうちに確実に獲得できます。

作業セットのサイズを見積もるために、デフォルトで 60 秒間、メモリの動作が監視されます。このデフォルトを変
更するには、Mem.SamplePeriod 詳細設定を調整します。「ホストの詳細属性の設定 (P. 97)」 を参照してください。

アイドル仮想マシンのメモリ税

現在割り当てられているメモリのすべてを仮想マシンが有効に使用していない場合、ESX/ESXi は、使用中のメモリに対
してより、アイドル メモリに対してより多くのコストを課します。これは、仮想マシンがアイドル メモリを蓄えないよ
うにするのに役立ちます。

アイドル メモリ税は、累進的に課税されます。仮想マシンのアクティブなメモリに対するアイドル メモリの割合が大き
くなるにつれて、実効税率も増加します （以前のバージョンの ESX は階層リソース プールをサポートしておらず、仮想
マシンのすべてのアイドル メモリには均一に課税されていました）。

アイドル メモリの税率は、Mem.IdleTax オプションで変更できます。このオプションを Mem.SamplePeriod 詳細属
性とともに使用して、仮想マシンのターゲット メモリ割り当ての決定方法を制御します。「ホストの詳細属性の設
定 (P. 97)」 を参照してください。

注意   ほとんどの場合、Mem.IdleTax の変更は必要ないか、適切ではありません。

メモリの解放

ESX/ESXi ホストは、仮想マシンからメモリを解放できます。

ESX/ESXi ホストは、予約によって指定された量のメモリを、仮想マシンに直接割り当てます。予約を超えるメモリは、
ホストの物理リソースを使用して割り当てられるか、物理リソースを使用できない場合は、バルーニングやスワップなど

の特別な方法を使用して処理されます。ホストは、2 つの方法を使用して、仮想マシンに割り当てられたメモリの量を動
的に拡大または縮小します。

n ESX/ESXi システムは、仮想マシン内で実行中のゲスト OS にロードされたメモリ バルーン ドライバ （vmmemctl）
を使用します。「メモリ バルーン ドライバ (P. 29)」 を参照してください。

n ESX/ESXi システムは、ゲスト OS による関与なしに仮想マシンからサーバ スワップ ファイルにページングします。
各仮想マシンには、独自のスワップ ファイルがあります。

メモリ バルーン ドライバ

メモリ バルーン ドライバ （vmmemctl） は、サーバと協同して、ゲスト OS によって最も価値がないと見なされたペー
ジを解放します。

このドライバは、同様のメモリ制約下のネイティブ システムの動作と緊密に一致する、予測可能なパフォーマンスを提供
する専用のバルーニング技法を使用します。この技法は、ゲスト OS に対するメモリ プレッシャーを増減して、ゲスト独
自のネイティブ メモリ管理アルゴリズムをゲストに使用させます。メモリが十分ではない場合、ゲスト OS は、どのペー
ジを解放するかを決定し、必要に応じて、それらのページを自身の仮想ディスクにスワップします。図 3-2 を参照してく
ださい。

第 3 章 メモリ リソースの管理

VMware, Inc.  29



図 3-2.  ゲスト OS のメモリ バルーニング
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注意   十分なスワップ スペースを持つゲスト OS を構成する必要があります。ゲスト OS によっては、追加の制限があります。

必要な場合は、特定の仮想マシンについて  [sched.mem.maxmemctl]  パラメータを設定することによって、vmmemctl
が解放するメモリの量を制限できます。このオプションは、仮想マシンから解放できるメモリの最大量をメガバイト （MB）
単位で指定します。「仮想マシンの詳細属性の設定 (P. 99)」 を参照してください。

スワップ ファイルの使用

スワップ ファイルの場所の指定、メモリがオーバーコミットされている場合のスワップ スペースの予約、およびスワップ
ファイルの削除が可能です。

ESX/ESXi ホストは、次のように vmmemctl ドライバが使用できない場合、または反応しない場合、スワップを使用して
仮想マシンからメモリを強制的に解放します。

n インストールされていない。

n 明示的に無効にされている。

n 実行されていない （たとえば、ゲスト OS の起動中）。

n 現在のシステム要求を十分に満たすほど迅速にメモリを解放することが、一時的にできない。

n 適切に機能しているが、最大バルーン サイズに達している。

標準の要求ページング技法は、仮想マシンにページが必要な場合、ページをスワップ バックします。

注意   パフォーマンスを最適化するために、ESX/ESXi ホストは、可能な場合は常に （vmmemctl ドライバによって実装
される） バルーニングの方法を使用します。スワップは、ホストがメモリを解放するのに必要な場合にだけ使用する、最
終的で確実なメカニズムです。
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スワップ ファイルの場所

デフォルトでは、スワップ ファイルは仮想マシンの構成ファイルと同じ場所に作成されます。

スワップ ファイルは、仮想マシンをパワーオンしたときに、ESX/ESXi ホストによって作成されます。スワップ ファイル
を作成できない場合、仮想マシンをパワーオンできません。デフォルトを使用せずに、次のように操作することもできます。

n 仮想マシンごとの構成オプションを使用して、データストアを別の共有ストレージの場所に変更する。

n ホストのローカル スワップを使用して、データストアをホスト上にローカルで格納するように指定する。このよう
に指定すると、ホスト レベルでスワップするため、SAN の容量を節約できます。ただし、これによって
VMware VMotion のパフォーマンスがわずかに低下する場合があります。その理由は、ソース ホスト上のローカル
スワップ ファイルへスワップされたページは、ネットワークを介してターゲット ホストへ転送される必要があるか
らです。

DRS クラスタでのホストのローカル スワップの有効化

ホストのローカル スワップを使用すると、ホスト上にローカルに格納されているデータストアをスワップ ファイルの場
所として指定できます。DRS クラスタで、ホストのローカル スワップを有効にすることができます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルでクラスタを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 表示されるクラスタの設定ダイアログ ボックスの左側のペインで、 [スワップファイルの場所]  をクリックします。

3 [ホストが指定するデータストアにスワップファイルを格納する]  オプションを選択し、 [OK]  をクリックします。

4 vSphere Client のインベントリ パネルで、クラスタのホストのいずれかを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

5 [仮想マシン スワップファイルの場所]  を選択します。

6 [スワップファイル データストア]  タブをクリックします。

7 表示されるリストから、使用するローカルのデータストアを選択し、 [OK]  をクリックします。

8 クラスタ内の各ホストについて、手順 4 から 手順 7 を繰り返します。

これで、ホストのローカル スワップが DRS クラスタで有効になりました。

スタンドアロン ホストでのホストのローカル スワップの有効化

ホストのローカル スワップを使用すると、ホスト上にローカルに格納されているデータストアをスワップ ファイルの場
所として指定できます。スタンドアロン ホストで、ホストのローカル スワップを有効にすることができます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルでホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

2 [仮想マシン スワップファイルの場所]  を選択します。

3 表示される仮想マシン スワップファイルの場所ダイアログ ボックスの  [スワップファイルの場所]  タブで、 [スワッ
プファイル データストアにスワップファイルを格納]  オプションを選択します。

4 [スワップファイル データストア]  タブをクリックします。

5 表示されるリストから、使用するローカルのデータストアを選択し、 [OK]  をクリックします。

これで、ホストのローカル スワップがスタンドアロン ホストで有効になりました。

スワップ スペースとメモリのオーバーコミット

仮想マシンごとのスワップ ファイルで、予約されていない仮想マシン メモリ （これは予約されたメモリ サイズと構成済
みメモリ サイズの差です） に対して、スワップ スペースを予約する必要があります。

このスワップ予約は、どのような状況下でも ESX/ESXi ホストが仮想マシン メモリを維持できるようにするのに必要です。
実際には、ホスト レベルのスワップ スペースのごく一部分だけが使用されます。
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バルーニングによって生じるゲスト内スワップをサポートするために、ESX/ESXi でメモリをオーバーコミットする場合は、
必ず、ゲスト OS にも十分なスワップ スペースが存在することを確認してください。このゲスト レベルのスワップ スペー
スは、仮想マシンの構成済みメモリ サイズと仮想マシンの  [予約]  の差以上である必要があります。

注意   メモリがオーバーコミットされ、ゲスト OS に構成されたスワップ スペースが不十分な場合、仮想マシン内のゲスト OS
は起動に失敗します。

仮想マシンの障害を防ぐには、仮想マシン内のスワップ スペースのサイズを拡大します。

n Windows ゲスト OS： Windows オペレーティング システムでは、スワップ スペースをページング ファイルと呼
びます。一部の Windows オペレーティング システムは、十分な空きディスク領域がある場合、ページング ファイ
ルのサイズを自動的に拡大しようとします。

Microsoft Windows のドキュメントを参照するか、Windows のヘルプ ファイルで 「ページング ファイル」 を検
索します。仮想メモリ ページング ファイルのサイズを変更する手順に従ってください。

n Linux ゲスト OS： Linux オペレーティング システムでは、スワップ スペースをスワップ ファイルと呼びます。スワップ
ファイルの拡大については、次の Linux マニュアル ページを参照してください。

n mkswap： Linux スワップ領域を設定します。

n swapon： ページングとスワップのためのデバイスとファイルを有効にします。

メモリが大量にあり、仮想ディスクが小さいゲスト OS （たとえば、8GB の RAM と 2GB の仮想ディスクを持つ仮想マシン）
は、スワップ スペースが不十分な場合の影響を受けやすくなります。

スワップ ファイルの削除

ESX/ESXi ホスト システムに障害が起き、スワップ ファイルを使用していた実行中の仮想マシンがそのホストにあった場合、
それらのスワップ ファイルは存在し続け、ESX/ESXi システムが再起動したあともディスク領域を占有します。これらの
スワップ ファイルは何ギガバイトものディスク領域を消費することがあるので、適切に削除してください。

手順

1 障害のあったホスト上の仮想マシンを再起動します。

2 仮想マシンを停止します。

仮想マシンのスワップ ファイルが削除されます。

仮想マシン間でのメモリ共有

多くの ESX/ESXi ワークロードでは、複数の仮想マシン間で （単一の仮想マシン内でも） メモリを共有する機会があります。

たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンスを実行していたり、同じアプリケーションまたはコ
ンポーネントをロードしていたり、共通のデータを含んでいたりすることがあります。このような場合、ESX/ESXi ホス
トは、専用の透過なページ共有技法を使用してメモリ ページの冗長コピーを安全に削除します。メモリの共有により、仮
想マシンで実行しているワークロードが消費するメモリが、物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなること

がよくあります。結果的に、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートできます。

Mem.ShareScanTime と Mem.ShareScanGHz の詳細設定を使用すると、メモリ共有の機会を特定するためにシステム
がメモリをスキャンする速度を制御できます。

sched.mem.pshare.enable オプション （デフォルトは  [TRUE] ） を  [FALSE]  に設定することで、個々の仮想マシ
ンの共有を無効にすることもできます。「仮想マシンの詳細属性の設定 (P. 99)」 を参照してください。

ESX/ESXi のメモリ共有は、時間の経過とともに共有の機会をスキャンするバックグラウンド動作として実行されます。
節約されるメモリの量は、時間とともに変動します。ある程度一定のワークロードの場合、共有のすべての機会が利用さ

れるまで、量は一般にゆっくりと増加します。

特定のワークロードについてのメモリ共有の有効性を判定するには、ワークロードを実行してみて、resxtop または
esxtop を使用して実際の節約を観察します。その情報は、メモリ ページの対話モードの PSHARE フィールドにあります。
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メモリ使用量の測定とタイプの識別

vSphere Client の  [パフォーマンス]  タブに、メモリ使用量の分析に使用できる、いくつかのメトリックが表示されます。

これらのメモリ メトリックには、ゲストの物理メモリを測定するものと、マシン メモリを測定するものがあります。た
とえば、パフォーマンス メトリックを使用して検査できるメモリ使用量の 2 つのタイプは、ゲスト物理メモリとマシン
メモリです。ゲスト物理メモリを測定するには、 [与えられたメモリ]  メトリック （仮想マシンの場合） または  [共有メモリ]
（ESX/ESXi ホストの場合） を使用します。しかし、マシン メモリを測定するには、 [消費されたメモリ]  （仮想マシンの
場合） または  [一般共有メモリ]  （ESX/ESXi ホストの場合） を使用します。これらのメトリックが何を測定し、これら
のメトリックをどのように解釈すべきかを知るためには、これらのタイプのメモリ使用量について、概念上の違いを理解

することが重要です。

VMkernel はゲスト物理メモリをマシン メモリにマッピングしますが、必ずしも常に 1 対 1 でマッピングされるわけで
はありません。ゲスト物理メモリの複数の領域が、マシン メモリの同じ領域にマッピングされることもあれば （メモリ
共有の場合）、ゲスト物理メモリの特定の領域がマシン メモリにマッピングされないこともあります （VMkernel がゲス
ト物理メモリをスワップ アウトするかバルーニングする場合）。そうした状況では、個々の仮想マシンや ESX/ESXi ホス
トについてのゲスト物理メモリの使用量およびマシン メモリの使用量の計算が異なります。

次の図の例を考えてみます。2 台の仮想マシンが ESX/ESXi ホスト上で実行されています。各ブロックは 4KB のメモリを
表しており、それぞれの色または文字は、ブロック上の異なるデータ セットを表しています。

図 3-3.  メモリ使用量の例
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仮想マシンのパフォーマンス メトリックは、次のようにして判別できます。

n 仮想マシン 1 の  [与えられたメモリ]  （マシン メモリにマッピングされたゲスト物理メモリの量） は、マシン メモ
リへ向かう矢印を持つ、仮想マシン 1 のゲスト物理メモリのブロック数をカウントし、それに 4KB を乗算します。
矢印を持つブロックは 5 つあるので、 [与えられたメモリ]  は 20KB になります。

n [消費されたメモリ]  は、仮想マシンに割り当てられたマシン メモリの量で、共有メモリから差し引かれる量を示し
ています。最初に、仮想マシン 1 のゲスト物理メモリからの矢印を持つ、マシン メモリ内のブロックの数をカウン
トします。そのようなブロックは 3 つありますが、1 ブロックは仮想マシン 2 と共有されています。したがって、2
つの完全なブロックと、3 番目のブロックの半分をカウントし、それに 4KB を乗算し、合計 10KB が  [消費されたメモリ]
になります。

これら 2 つのメトリックの重要な違いは、 [与えられたメモリ]  がゲスト物理メモリ レベルで矢印を持つブロックの数を
カウントし、 [消費されたメモリ]  はマシン メモリ レベルで矢印を持つブロックの数をカウントすることです。ブロック
の数は、メモリ共有のために 2 つのレベル間で異なり、したがって、 [与えられたメモリ]  と  [消費されたメモリ]  に違い
が出ます。これは問題にはならず、メモリが共有またはその他の解放の技法によって節約されていることを示しています。

ESX/ESXi ホストの  [共有メモリ]  および  [一般共有メモリ]  の判別でも、同様な結果が得られます。

n ホストの  [共有メモリ]  は、各仮想マシンの  [共有メモリ]  の合計です。これを計算するには、各仮想マシンのゲス
ト物理メモリに注目し、マシン メモリ ブロックを指す矢印を持ち、それ自体も複数の矢印で指されているブロック
の数を数えます。例では、そのようなブロックが 6 つあるので、このホストの  [共有メモリ]  は 24KB です。

n [一般共有メモリ]  は、複数の仮想マシンによって共有されているマシン メモリの量です。これを判別するには、マシン
メモリに注目し、複数の矢印で指されているブロックの数をカウントします。そのようなブロックは 3 つあるので、
[一般共有メモリ]  は 12KB です。
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[共有メモリ]  は、ゲスト物理メモリに関するもので、矢印の起点に注目します。しかし、 [一般共有メモリ]  はマシン メ
モリに関するもので、矢印の宛先に注目します。

ゲスト物理メモリとマシン メモリを測定するメモリ メトリックは、矛盾して見える場合があります。これらのメトリックは、
実際には仮想マシンのメモリ使用量の異なる局面を測定しています。これらのメトリックの違いを理解することにより、

これらのメトリックをより上手に利用して、パフォーマンスの問題を診断できます。

vSphere リソース管理ガイド
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リソース プールの管理 4
リソース プールは、リソースを柔軟に管理するための論理上の抽象概念です。リソース プールは階層にグループ化する
ことができ、使用可能な CPU リソースとメモリ リソースを階層状にパーティショニングするために使用できます。

各スタンドアロン ホストと各 DRS クラスタには、（非表示の） ルート リソース プールがあり、そのホストまたはクラス
タのリソースがグループ分けされています。ホスト （またはクラスタ） のリソースとルート リソース プールのリソース
は常に同じであるため、ルート リソース プールは表示されません。

ユーザーは、ルート リソース プールの子リソース プール、またはユーザーが作成した任意の子リソース プールの子リソース
プールを作成できます。それぞれの子リソース プールは、親のリソースの一部を保持し、これによって、連続した小さな
単位のコンピュータ機能を表す子リソース プールの階層構造が形成されます。

リソース プールには、子リソース プール、仮想マシン、またはその両方を格納できます。共有リソースの階層を形成で
きます。より上位にあるリソース プールを親リソース プールと呼びます。同じレベルにあるリソース プールと仮想マシ
ンを兄弟と呼びます。クラスタ自体は、ルート リソース プールを表します。子リソース プールを作成しない場合は、ルート
リソース プールだけが存在します。

図 4-1 の RP-QA は、RP-QA-UI の親リソース プールです。RP- マーケティングと RP-QA は兄弟です。RP- マーケティ
ングのすぐ下にある 3 台の仮想マシンも兄弟です。

図 4-1.  リソース プール階層での親、子、および兄弟

ルート リソース
 プール

兄弟

兄弟

親リソース プール
子リソース プール

各リソース プールに対し、予約、制限、シェア、予約拡張の可否を指定します。リソース プールのリソースは、その子
リソース プールと仮想マシンからも使用できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n リソース プールを使用する理由 (P. 36)

n リソース プールの作成 (P. 37)

n リソース プールへの仮想マシンの追加 (P. 38)

n リソース プールからの仮想マシンの削除 (P. 39)

n リソース プールのアドミッション コントロール (P. 39)
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リソース プールを使用する理由

リソース プールを使用すると、ホスト （またはクラスタ） のリソース管理を委任できます。リソース プールを使用して、
クラスタ内のすべてのリソースを区分化する場合にメリットがあります。ホストまたはクラスタの直接の子として、複数

のリソース プールを作成し、構成できます。その後、リソース プールの管理をほかの個人または組織に委任できます。

リソース プールを使用すると、次のメリットを得られる場合があります。

n 柔軟な階層型編成： 必要に応じて、リソース プールを追加、削除、再編成し、リソース割り当てを変更します。

n プール間での分離とプール内での共有： 最上位レベルの管理者は、リソース プールを部門レベルの管理者が使用で
きるようにすることができます。1 つの部門のリソース プールの内部的な割り当ての変更が、ほかの無関係なリソース
プールに不当な影響を及ぼすことはありません。

n アクセス コントロールと委任： 最上位レベルの管理者が、リソース プールを部門レベルの管理者が使用できるよう
にした場合、部門レベルの管理者は、現在の設定 （シェア、予約、制限） によってリソース プールに割り当てられ
るリソースの限度内で、すべての仮想マシンの作成と管理を実行できます。委任は、通常、権限の設定と結び付けて

行われます。

n リソースとハードウェアとの分離： DRS が有効に設定されているクラスタを使用している場合、すべてのホストの
リソースは、常にそのクラスタに割り当てられます。これは、リソースを提供する実際のホストと無関係に管理者が

リソース管理を実行できることを意味します。たとえば 3 台の 2GB ホストを 2 台の 3GB ホストに置き換える場合、
リソース割り当てを変更する必要はありません。

このように切り離して考えることで、管理者は個々のホストというより、コンピューティング能力全体に注意を払え

るようになります。

n 多層サービスを実行する一連の仮想マシンの管理： リソース プール内で多層サービス用に仮想マシンをグループ化
します。それぞれの仮想マシン上でリソースを設定する必要はありません。代わりに、それらの仮想マシンを含むリ

ソース プール上で設定を変更することで、仮想マシンのセットに対するリソースの全体的な割り当てを制御できます。

たとえば、ホストにいくつかの仮想マシンがあるとします。マーケティング部門は 3 台の仮想マシンを使用し、QA 部門は 2
台の仮想マシンを使用します。QA 部門は、より多くの CPU とメモリを必要とするため、管理者は、グループごとに 1
つのリソース プールを作成します。QA 部門のユーザーは自動化されたテストを実行するため、管理者は QA 部門のプールの
[CPU シェア]  を  [高]  に設定し、マーケティング部門のプールを  [標準]  に設定します。CPU とメモリのリソースがより少ない
2 番目のリソース プールでも、マーケティング スタッフの負荷は軽いので十分です。QA 部門が割り当て分のすべてを使
用していない場合、マーケティング部門はいつでも使用可能リソースを使用できます。

このシナリオを 図 4-2 に示します。数値は、リソース プールに対する実際の割り当てを示しています。

図 4-2.  リソース プールへのリソースの割り当て
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リソース プールの作成

任意の ESX/ESXi ホスト、リソース プール、または DRS クラスタの子リソース プールを作成できます。

注意   ホストがクラスタに追加された場合、そのホストの子リソース プールは作成できません。クラスタが DRS に対し
て有効である場合は、そのクラスタの子リソース プールを作成できます。

子リソース プールを作成するとき、リソース プールの属性情報を入力するプロンプトが表示されます。システムは、ア
ドミッション コントロールを使用して、使用できないリソースが割り当てられないようにします。

手順

1 該当する親を選択し、 [ファイル]  -  [新規]  -  [リソース プール]  を選択 （または  [サマリ]  タブのコマンド パネルで
[新規リソース プール]  をクリック） します。

2 リソース プールの作成ダイアログ ボックスに、リソース プールに関する必要な情報が表示されます。

3 すべての項目を選択したら、 [OK]  をクリックします。

vCenter Server は、リソース プールを作成し、インベントリ パネルに表示します。使用可能な CPU とメモリの合
計の制限が原因で、選択した値のいずれかが正当な値でない場合は、黄色い三角形が表示されます。

リソース プールが作成されたあと、仮想マシンをそのリソース プールに追加できます。仮想マシンのシェアは、同じ親
リソース プールを持つほかの仮想マシン （またはリソース プール） に対して相対的です。

リソース プールの属性

リソース割り当て設定を使用して、リソース プールを管理できます。

表 4-1 に、リソース プールに指定できる属性の要約を示します。

表 4-1.  リソース プールの属性

フィールド 説明

名前 新しいリソース プールの名前。

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持する CPU シェアまたはメモリ シェアの数。兄弟
のリソース プールは、予約と制限の範囲内で、相対的シェア値に従ってリソースを共有します。
[低] 、 [標準] 、 [高]  を選択するか、 [カスタム]  を選択して数値を指定し、シェア値を割り当てます。

予約 このリソース プール用に確保されている CPU またはメモリの割り当て。0 以外の予約は、親 （ホ
ストまたはリソース プール） の未予約のリソースから差し引かれます。リソースは、仮想マシン
がリソース プールに関連付けられているかどうかに関係なく、予約済みとみなされます。デフォルトは
0 です。

拡張可能な予約 アドミッション コントロール中に拡張可能な予約が考慮されるかどうかを示します。このリソース
プール内の仮想マシンをパワーオンすると仮想マシンの予約の合計がリソース プールの予約よりも
大きくなる場合、このチェック ボックスが選択されている （デフォルト） と、リソース プールは
親または先祖のリソースを使用できます。

制限 ホストがこのリソース プールで使用可能な CPU またはメモリの量の上限。デフォルトは  [制限なし]
です。制限を指定するには、 [制限なし]  チェック ボックスを選択解除します。

リソース プールの作成の例

この手順では、ESX/ESXi ホストを親リソースとするリソースの作成方法の例を示します。

マーケティング部門と QA 部門の間で共有する必要がある、6GHz の CPU と 3GB のメモリを備えた ESX/ESXi ホストが
あると仮定します。また、リソースを均一に共有するのではなく、一方の部門 （QA） に高い優先順位を与えたいものと
します。これは、各部門でリソース プールを作成し、 [シェア]  属性を使用してリソース割り当ての優先順位を設定する
ことで実現できます。

この例の手順では、ESX/ESXi ホストを親リソースとするリソースの作成方法を説明します。
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手順

1 リソース プールの作成ダイアログ ボックスで、QA 部門のリソース プールの名前を入力します （例： RP-QA）。

2 RP-QA の CPU リソースとメモリ リソースについて、 [シェア]  を  [高]  に指定します。

3 2 番目のリソース プールの RP- マーケティングを作成します。

CPU とメモリの  [シェア]  は、 [標準]  のままにします。

4 [OK]  をクリックして、終了します。

リソースの競合がある場合、RP-QA は 4GHz および 2GB のメモリを受け取り、RP- マーケティングは 2GHz および 1GB
を受け取ります。競合がない場合は、どちらも前述の値を上回る割り当てを受け取ります。その後、これらのリソースは

それぞれのリソース プール内の仮想マシンで使用できます。

リソース プールの属性の変更

リソース プールを作成したあとで、その属性を変更できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルでリソース プールを選択します。

2 [サマリ]  タブのコマンド パネルで  [設定の編集]  を選択します。

3 選択したリソース プールのすべての属性を設定の編集ダイアログ ボックスで変更できます。

リソース プールへの仮想マシンの追加

仮想マシンを作成すると、作成プロセスの一部として、[新規仮想マシン] ウィザードでリソース プールの場所を指定でき
ます。既存の仮想マシンをリソース プールに追加することもできます。

新しいリソース プールに移動した仮想マシンは、次のような状態になります。

n 仮想マシンの予約と制限は変更されません。

n 仮想マシンのシェアが  [高] 、 [標準] 、または  [低]  の場合、 [シェア率]  は、新規リソース プールで使用されている
シェア数の合計に合わせて調整されます。

n 仮想マシンにカスタム シェアが割り当てられている場合は、そのシェア値が維持されます。

注意   シェアの割り当てはリソース プールに対して相対的なので、仮想マシンをリソース プールに移動する場合は、
新規リソース プール内の相対的な値と仮想マシンのシェアが一致するように、仮想マシンのシェアを手動で変更し
なければならない場合があります。合計シェアに対して非常に大きい （または非常に小さい） 割合が仮想マシンに
割り当てられると、警告が表示されます。

n [リソース割り当て]  タブに表示される、リソース プールの予約済みおよび未予約の CPU とメモリのリソースに関す
る情報は、仮想マシンに関連付けられた予約 （ある場合） に合わせて変更されます。

注意   仮想マシンがパワーオフまたはサスペンド状態の場合、その仮想マシンを移動することはできますが、リソース
プール全体で使用可能なリソース （予約済みおよび未予約の CPU とメモリなど） は変更されません。

手順

1 インベントリの任意の場所から、すでに存在する仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、スタンドアロン ホスト、クラスタ、または別のリソース プールと関連付けることができます。

2 仮想マシン （複数可） を目的のリソース プール オブジェクトにドラッグします。

仮想マシンがパワーオン状態で、ターゲットのリソース プールに仮想マシンの予約を確保するだけの十分な CPU または
メモリがない場合、仮想マシンの移動はアドミッション コントロールによって許可されないため、失敗します。このとき、
エラー ダイアログ ボックスに状況説明が表示されます。エラー ダイアログ ボックスには、使用可能なリソースと要求さ
れたリソースの比較が表示されるので、調整することで問題が解決されるかどうかを判断できます。
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リソース プールからの仮想マシンの削除

仮想マシンを別のリソース プールへ移動するか、仮想マシンを削除することにより、仮想マシンをリソース プールから
削除できます。

別のリソース プールへの仮想マシンの移動

仮想マシンを別のリソース プールへドラッグできます。仮想マシンを移動するだけの場合、仮想マシンをパワーオフする
必要はありません。

仮想マシンをリソース プールから削除すると、リソース プールに関連付けられたシェアの総数が減り、残りの各シェアが、
より多くのリソースを表すようになります。たとえば、シェアを  [標準]  に設定した 3 台の仮想マシンを含み、6GHz を
割り当てられたプールがあるとします。仮想マシンが CPU バインドであったとすると、各仮想マシンは、均等に 2GHz
を割り当てられます。仮想マシンの 1 台を別のリソース プールに移動した場合、残りの 2 台の仮想マシンは、それぞれ均等に
3GHz を割り当てられます。

仮想マシンのインベントリからの削除、またはディスクからの削除

仮想マシンを右クリックし、 [インベントリから削除]  または  [ディスクから削除]  を選択します。

仮想マシンを完全に削除するには、事前に仮想マシンをパワーオフする必要があります。

リソース プールのアドミッション コントロール

リソース プール内の仮想マシンをパワーオンする場合、または子リソース プールの作成を試みる場合、システムは追加
のアドミッション コントロールを実行して、リソース プールの制限に違反しないことを確認します。

仮想マシンをパワーオンする前に、またはリソース プールを作成する前に、リソース プールの  [リソース割り当て]  タブで
CPU の  [未予約]  フィールドとメモリの  [未予約]  フィールドを確認して、十分なリソースが利用可能であるかどうかを
判断します。

[未予約]  の CPU とメモリの計算方法および実行されるアクションは、 [予約タイプ]  に依存します。

表 4-2.  予約タイプ

予約タイプ 説明

[固定] 選択されたリソース プールに十分な未予約リソースがあるかどうかをシステムが確認します。ある
場合、アクションを実行できます。ない場合、メッセージが表示され、アクションを実行すること

はできません。

[拡張可能]
（デフォルト）

システムは、選択されたリソース プールおよび直接の親のリソース プール内で使用可能なリソース
を考慮します。親のリソース プールでも  [拡張可能な予約]  オプションが選択されている場合は、
その親のリソース プールからリソースを借りることができます。 [拡張可能な予約]  オプションが
選択されているかぎり、リソースの借用は、現在のリソース プールの先祖から繰り返し発生します。
このオプションを選択しておくと、柔軟性が高まりますが、同時に保護が弱くなります。子リソース

プールの所有者は、予想以上のリソースを予約することがあります。

事前構成された  [予約]  または  [制限]  の設定に違反することはできません。リソース プールを再構成するごとに、また
は仮想マシンをパワーオンするごとに、システムはすべてのパラメータを検証して、すべてのサービス レベルを保証でき
るようにします。

拡張可能な予約の例 1
この例では、拡張可能な予約を持つリソース プールの機能を示します。

管理者が、プール P を管理し、2 人の異なるユーザー （または 2 つの異なるグループ） 用に 2 つの子リソース プール S1 と S2
を定義するとします。
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管理者は、予約を持つ仮想マシンをユーザーがパワーオンしたいことを知っていますが、各ユーザーがどれだけの量を予

約する必要があるかは知りません。S1 と S2 の予約を拡張可能にすると、管理者は、プール P の共通の予約をより柔軟に
共有および継承できます。

拡張可能な予約を使用しない場合、管理者は、特定の量を明示的に S1 と S2 に割り当てる必要があります。このような特
定の割り当ては、特に深いリソース プール階層において柔軟性がなくなる場合があり、リソース プール階層での予約設
定が複雑になる場合があります。

拡張可能な予約では、厳密な分離がなくなります。つまり、S1 は、P の予約をすべて使い始めることができ、S2 が直接
使用できるメモリまたは CPU がなくなります。

拡張可能な予約の例 2
この例では、拡張可能な予約を持つリソース プールの機能を示します。

次のシナリオを仮定します （図 4-3 を参照）。

n 親プールの RP-MOM に、6GHz の予約と、1GHz を予約する実行中の 1 台の仮想マシン VM-M1 があります。

n 2GHz の予約を持ち、 [拡張可能な予約]  が選択された子リソース プール RP-KID を作成します。

n それぞれ 2GHz の予約を持つ 2 台の仮想マシン VM-K1 と VM-K2 を子リソース プールに追加し、これらの仮想マシ
ンのパワーオンを試みます。

n VM-K1 は、（2GHz を持つ） RP-KID からリソースを直接予約できます。

n VM-K2 が使用できるローカル リソースはないので、VM-K2 は親リソース プール RP-MOM からリソースを借ります。
RP-MOM は、6GHz マイナス 1GHz （仮想マシンによる予約） マイナス 2GHz （RP-KID による予約） を持ち、3GHz
が未予約として残ります。3GHz が使用可能なので、2GHz の仮想マシンをパワーオンできます。

図 4-3.  拡張可能なリソース プールを使用したアドミッション コントロール： 正常にパワーオンされた場合

VM-K1、2GHz VM-K2、2GHz

2GHz

6GHz

RP-KID

VM-M1、1GHz

RP-MOM

次に、VM-M1 と VM-M2 を使用した別のシナリオについて考えます （図 4-4 を参照）。

n 予約の合計が 3GHz である、RP-MOM 内の 2 台の仮想マシンをパワーオンします。

n この場合でも、2GHz はローカルで使用可能なので、RP-KID 内の VM-K1 をパワーオンできます。

n VM-K2 をパワーオンするとき、RP-KID には未予約の CPU 容量がないため、親を確認します。RP-MOM には未予
約で使用可能な容量が 1GHz しかありません （RP-MOM 用に 5GHz が使用済みで、ローカル仮想マシンが 3GHz
を予約し、RP-KID が 2GHz を予約しています）。その結果、2GHz の予約が必要な VM-K2 をパワーオンできません。
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図 4-4.  拡張可能なリソース プールを使用したアドミッション コントロール： 正常にパワーオンされなかった場合
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DRS クラスタの作成 5
DRS クラスタは、ESX/ESXi ホストと、共有リソースおよび共有管理インターフェイスで関連付けられた仮想マシンの集
まりです。クラスタ レベルのリソース管理の利点を得る前に、DRS クラスタを作成する必要があります。

ある DRS クラスタにホストを追加すると、ホストのリソースはクラスタのリソースの一部になります。このリソースの
集約に加えて、DRS クラスタを使用すると、クラスタ全体のリソース プールをサポートし、クラスタ レベルのリソース
割り当てポリシーを実施できます。次のクラスタ レベルのリソース管理機能も使用できます。

n ロード バランシング： クラスタ内にあるすべてのホストおよび仮想マシンの CPU およびメモリ リソースの配分と
使用率を継続的に監視します。DRS は、これらのメトリックを、クラスタのリソース プールと仮想マシンの属性に
設定すべき理想的なリソース使用率、現在の需要、および不均衡なターゲットと比較します。次に、それに応じて仮

想マシンへの移行を実行 （または推奨） します。「仮想マシンの移行 (P. 45)」 を参照してください。クラスタ内
ではじめて仮想マシンをパワーオンしたときに、DRS は仮想マシンを適切なホストに配置するか、推奨を行なって、
適切なロード バランシングを維持しようとします。「アドミッション コントロールと初期配置 (P. 44)」 を参照し
てください。

n 電力管理： VMware Distributed Power Management の機能が有効になっている場合、DRS はクラスタ レベル
およびホスト レベルの容量と、クラスタの仮想マシンに必要な容量 （最近の需要履歴を含む） とを比較します。十
分な超過容量がある場合は、ホストの電源モードをスタンバイにするか、そうするよう推奨し、容量が必要な場合は

ホストをパワーオンするよう推奨します。ホストの電源状態に関する推奨に応じて、仮想マシンをホスト間で移行す

る必要があることがあります。「電力リソースの管理 (P. 61)」 を参照してください。

n DRS ルール： DRS （アフィニティまたは非アフィニティ） ルールを割り当てることで、クラスタ内のホストの仮想
マシン配置を制御できます。「DRS ルールの使用 (P. 51)」 を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n アドミッション コントロールと初期配置 (P. 44)

n 仮想マシンの移行 (P. 45)

n DRS クラスタの前提条件 (P. 47)

n DRS クラスタの作成 (P. 48)

n 仮想マシンのカスタム自動化レベルの設定 (P. 49)

n DRS の無効化 (P. 49)
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アドミッション コントロールと初期配置

DRS が有効なクラスタ内の単一の仮想マシンまたは仮想マシンのグループをパワーオンしようとすると、vCenter Server
はアドミッション コントロールを実行します。アドミッション コントロールによって、クラスタ内に仮想マシンをサポー
トするだけの十分なリソースがあるかどうかが確認されます。

単一の仮想マシンまたはグループ内の任意の仮想マシンをパワーオンするために十分なリソースがクラスタにない場合、

メッセージが表示されます。十分なリソースがある場合は、各仮想マシンに対して、DRS は仮想マシンを実行するホスト
の推奨を生成し、次のアクションのいずれかを行います。

n 配置の推奨を自動実行する。

n 配置の推奨を表示し、ユーザーは承諾するか変更するかを選択できる。

注意   スタンドアロン ホストまたは非 DRS クラスタの仮想マシンには、初期配置の推奨は表示されません。パワー
オンしたときに、現在存在しているホストに配置されます。

DRS 推奨の詳細については、「DRS の推奨ページ (P. 67)」 を参照してください。

1 台の仮想マシンのパワーオン

DRS クラスタで、単一仮想マシンをパワーオンし、初期配置の推奨を取得します。

単一仮想マシンをパワーオンする場合、2 種類の初期配置の推奨があります。

n 単一仮想マシンをパワーオンし、前提条件となる手順は必要ない。

ユーザーには、相互に排他的な仮想マシンの初期配置の推奨のリストが表示されます。1 つだけを選択できます。

n 単一仮想マシンをパワーオンし、前提条件となる操作が必要である。

これらの操作には、スタンバイ モードのホストのパワーオン、別の仮想マシンのホスト間の移行が含まれます。こ
の場合、推奨は複数行で表示され、必要な各操作が示されます。ユーザーは、この推奨全体を受け入れるか、仮想マ

シンのパワーオンをキャンセルできます。

グループのパワーオン

複数の仮想マシンを同時にパワーオンできます （グループ パワーオン）。

グループのパワーオンの試行に選択する仮想マシンは、同じ DRS クラスタにある必要はありません。クラスタをまたがっ
て選択できますが、同じデータ センターにある必要があります。また、DRS 以外のクラスタまたはスタンドアロン ホス
トにある仮想マシンを含めることもできます。これらは自動的にパワーオンされますが、初期配置の推奨には含まれません。

グループ パワーオンの試行の初期配置に関する推奨は、クラスタ単位で提供されます。グループのパワーオンの試行に関
する配置関連のすべてのアクションが自動モードの場合、初期配置の推奨は表示されずに、仮想マシンがパワーオンされ

ます。仮想マシンの配置関連のアクションのいずれかが手動モードの場合、すべての仮想マシン （自動モードの仮想マシ
ンを含む） は手動でパワーオンされ、初期配置の推奨に含まれます。

パワーオンする仮想マシンが属する DRS クラスタごとに、必要なすべての前提条件が含まれた単一の推奨が作成されます
（または、推奨は作成されません）。すべてのクラスタ固有の推奨が、 [パワーオン推奨]  タブにまとめて表示されます。

グループの非自動パワーオンの試行が発生し、初期配置の推奨の対象でない仮想マシン （スタンドアロン ホストまたは非 DRS
クラスタの仮想マシン） が含まれている場合、vCenter Server はこれらの仮想マシンを自動的にパワーオンしようとし
ます。パワーオンが成功すると、 [パワーオン開始]  タブに一覧表示されます。パワーオンに失敗した仮想マシンは、 [パ
ワーオン失敗]  タブに一覧表示されます。

vSphere リソース管理ガイド

44  VMware, Inc.



グループのパワーオンの例

ユーザーが、グループのパワーオンを試行するために、同じデータ センターにある 3 台の仮想マシンを選択します。最初の 2
台の仮想マシン （VM1 と VM2） は、同じ DRS クラスタ （Cluster1） にあり、3 番目の仮想マシン （VM3） はスタン
ドアロン ホストにあります。VM1 は自動モードで、VM2 は手動モードです。このシナリオでは、VM1 と VM2 をパワー
オンするアクションで構成された Cluster1 の初期配置の推奨が （ [パワーオン推奨]  タブに） 表示されます。VM3 のパ
ワーオン試行は自動的に行われ、成功した場合、 [パワーオン開始]  タブに表示されます。この試行が失敗した場合は、
[パワーオン失敗]  タブに一覧表示されます。

仮想マシンの移行

DRS が初期配置を実行するため、クラスタ間の負荷は均衡になりますが、仮想マシンの負荷やリソースの可用性が変化す
ると、クラスタがアンバランスになります。このようなアンバランスを調整するには、DRS が移行の推奨を作成します。

クラスタで DRS が有効な場合は、負荷をより均一に分散し、前述の不均衡を軽減できます。たとえば、図 5-1 を参照し
てください。この図の左側にある 3 台のホストは、不均衡です。ホスト 1、ホスト 2、ホスト 3 の容量が同一であり、す
べての仮想マシンが同じ構成と負荷 （予約が設定されている場合はそれも含む） を持つとします。しかし、ホスト 1 には 6
台の仮想マシンがあるので、ホスト 1 のリソースは使用過剰になる場合があるのに対し、ホスト 2 とホスト 3 では、使用
可能なリソースが十分にあります。DRS は、仮想マシンをホスト 1 からホスト 2 とホスト 3 に移行します （または移行
を推奨します）。図の右側に、適切にロード バランシングされたあとのホストの構成を示します。

図 5-1.  ロード バランシング
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クラスタが不均衡になった場合、DRS はデフォルトの自動化レベルに応じて、推奨を行うか仮想マシンを移行します。

n クラスタまたはいずれかの仮想マシンが手動または一部自動化の場合、vCenter Server はリソースのバランスをと
るための自動的なアクションを実行しません。代わりに、移行の推奨が使用可能であることがサマリ ページに表示され、
クラスタ内で最も効率的にリソースを使用できる変更の推奨が DRS 推奨ページに表示されます。

n クラスタおよび仮想マシンが完全自動化の場合、vCenter Server は、実行中の仮想マシンを必要に応じてホスト間
で移行して、クラスタ リソースが効率的に使用できるようにします。

注意   自動移行設定であっても、ユーザーが個々の仮想マシンを明示的に移行できますが、vCenter Server は、クラスタ
リソースを最適化するためにそれらの仮想マシンをほかのホストに移動する場合があります。

デフォルトでは、自動化レベルはクラスタ全体に対して指定されます。個々の仮想マシンについてカスタム自動化レベル

を指定することもできます。

DRS 移行のしきい値

DRS 移行のしきい値を使用すると、どの推奨を生成して適用するか （推奨に関与する仮想マシンが完全自動化モードの
場合）、または表示するか （手動モードの場合） を指定できます。このしきい値は、ホスト （CPU およびメモリ） の負
荷全体で許容可能なクラスタの不均衡の尺度でもあります。

しきい値スライダを移動して、 [保守的]  から  [積極的]  までの 5 つの設定のうち、1 つを使用できます。5 つの移行設定は、
割り当てられている優先順位レベルに基づいて、推奨を生成します。設定ごとにスライダを右に移動すると、1 段階低い
優先順位レベルを含めることができます。 [保守的]  設定は、優先順位 1 の推奨 （必須の推奨） のみを生成し、その右に
ある次のレベルは、優先順位 2 以上の推奨を生成します。以後、同様に生成し、 [積極的]  レベルは優先順位 5 以上の推
奨を生成します （つまり、すべての推奨を生成します）。

移行の推奨ごとの優先順位レベルは、クラスタの負荷不均衡のメトリックを使用して計算されます。このメトリックは、

vSphere Client にあるクラスタの  [サマリ]  タブに現在のホストの負荷標準偏差として表示されます。負荷不均衡が大き
いほど、高い優先順位の移行の推奨が行われます。このメトリックと推奨の優先順位レベルの計算方法の詳細については、

当社のナレッジ ベースで関連する記事 「Calculating the priority level of a VMware DRS migration recommendation
（VMware DRS による移行の推奨の優先順位レベルの算出）」 を参照してください。

推奨が優先順位レベルを取得したあと、そのレベルは設定した移行のしきい値と比較されます。優先順位レベルがしきい

値の設定以下の場合、推奨が適用される （関連する仮想マシンが完全自動化モードの場合） か、ユーザーの確認のため
に表示されます （手動モードまたは一部自動化モードの場合）。

移行の推奨

デフォルトが手動または一部自動化モードのクラスタを作成した場合、vCenter Server は DRS 推奨ページに移行の推奨
を表示します。

システムは、ルールを実施してクラスタのリソースのバランスをとるのに必要なだけの推奨を行います。各推奨には、移

動する仮想マシン、現在の （ソース） ホストとターゲット ホスト、および推奨の理由が含まれます。理由は次のいずれ
かです。

n CPU 負荷または予約を均衡化する。

n メモリ負荷または予約を均衡化する。

n リソース プールの予約に従う。

n DRS （アフィニティまたは非アフィニティ） ルールに従う。

n ホストがメンテナンス モードまたはスタンバイ モードに切り替えている最中である。

注意   VMware Distributed Power Management の機能を使用している場合、DRS は移行の推奨のほかに、ホストの
電源状態の推奨を提供します。
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DRS クラスタの前提条件

DRS クラスタの機能を正しく使用するには、DRS クラスタに追加するすべてのホストが、特定の前提条件を満たしてい
る必要があります。

共有ストレージ

管理対象ホストが共有ストレージを使用している必要があります。共有ストレージは、ストレージ エリア ネットワーク
（SAN） 上にあるのが一般的ですが、NAS の共有ストレージを使用しても実装できます。

SAN の詳細については、『iSCSI SAN 構成ガイド』 および 『ファイバ チャネル SAN 構成ガイド』、その他の共有ストレー
ジについては、『ESX 構成ガイド』 または 『ESXi 構成ガイド』 を参照してください。

共有 VMFS ボリューム

共有 VMFS ボリュームを使用するようにすべての管理対象ホストを構成します。

n ソース ホストとターゲット ホストからアクセスできる VMFS ボリューム上に、全仮想マシンのディスクを設置します。

n 共有 VMFS のアクセス モードを  [パブリック]  に設定します。

n VMFS ボリュームが、仮想マシンのすべての仮想ディスクを保存するのに十分なサイズであることを確認します。

n ソース ホストとターゲット ホスト上のすべての VMFS ボリュームがボリューム名を使用すること、およびすべての
仮想マシンがそれらのボリューム名を使用して仮想ディスクを指定することを確認します。

注意   仮想マシン スワップ ファイルも （.vmdk 仮想ディスク ファイルと同様に）、ソース ホストとターゲット ホストが
アクセスできる VMFS 上にある必要があります。すべてのソース ホストとターゲット ホストが ESX Server 3.5 以降で、
ホストのローカル スワップを使用している場合、この要件は適用されません。この場合は、非共有ストレージのスワップ
ファイルを使用する VMotion がサポートされます。スワップ ファイルはデフォルトで VMFS 上に配置されますが、管理
者は、仮想マシンの詳細構成オプションを使用してファイルの場所をオーバーライドできます。

プロセッサの互換性

DRS の機能が制限されないようにするためには、クラスタ内のソース ホストとターゲット ホストのプロセッサの互換性
を最大にする必要があります。

VMotion は、実行中の仮想マシンのアーキテクチャ状態を、基盤となる ESX/ESXi ホスト間で移行します。VMotion の
互換性とは、ソース ホストのプロセッサのサスペンドに用いたのと同等の命令を使用して、ターゲット ホストのプロセッ
サが実行をレジュームできなければならないことを意味します。VMotion での移行に必要な互換性を保つためには、プ
ロセッサのクロック速度とキャッシュ サイズは異なっていてもかまいませんが、プロセッサが同じクラスのベンダー （Intel
と AMD） 製で、同じプロセッサ ファミリでなければなりません。

Xeon MP や Opteron などのプロセッサ ファミリは、プロセッサ ベンダーによって定義されます。同じファミリ内の異
なるプロセッサ バージョンは、プロセッサのモデル、ステッピング レベル、拡張機能を比較することで区別できます。

場合によっては、プロセッサ ベンダーが、同じプロセッサ ファミリ内で大幅なアーキテクチャ変更 （64 ビット拡張や SSSE3
など） を行うことがあります。VMotion での正常な移行を保証できない場合、これらの例外を確認します。
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vCenter Server は、VMotion で移行した仮想マシンがプロセッサの互換性要件を確実に満たすようにする機能を提供し
ます。これには、次の機能が含まれます。

n Enhanced VMotion Compatibility （EVC）： EVC を使用して、クラスタ内のホストの VMotion 互換性を確保で
きます。ホスト上の実際の CPU が異なる場合でも、EVC によって 1 つのクラスタ内のすべてのホストが確実に同じ CPU
機能セットを仮想マシンに提供するようになります。これにより、互換性のない CPU が原因で VMotion での移行
が失敗することがなくなります。

EVC は、クラスタ設定ダイアログ ボックスで構成します。クラスタで EVC を使用するためには、クラスタ内のホス
トが特定の要件を満たす必要があります。EVC と EVC の要件の詳細については、『基本システム管理』 を参照して
ください。

n CPU 互換性マスク： vCenter Server は仮想マシンで使用できる CPU 機能をターゲット ホストの CPU 機能と比較
して、VMotion での移行が可能かどうかを判断します。個々の仮想マシンに CPU 互換性マスクを適用することにより、
特定の CPU 機能を仮想マシンから隠し、互換性のない CPU が原因で VMotion での移行が失敗する可能性を減らす
ことができます。

VMotion の要件

DRS 移行の推奨を使用できるようにする場合は、クラスタ内のホストが VMotion ネットワークの一部である必要があり
ます。ホストが VMotion ネットワーク内にない場合でも、DRS は初期配置の推奨を行うことができます。

VMotion 用に構成するためには、クラスタ内の各ホストが次の要件を満たしている必要があります。

n ESX/ESXi ホストの仮想マシン構成ファイルは、VMFS （VMware vStorage Virtual Machine File System） 上に
存在する必要があります。

n VMotion は、Raw ディスク、または MSCS （Microsoft Cluster Service） でクラスタリングしたアプリケーショ
ンの移行をサポートしていません。

n VMotion では、VMotion に対応したすべての管理対象ホスト間に、プライベートなギガビット イーサネット移行
ネットワークが必要になります。管理対象ホスト上で VMotion を有効にする場合は、管理対象ホストに固有のネッ
トワーク ID オブジェクトを構成し、これをプライベートな移行用ネットワークに接続します。

DRS クラスタの作成

vSphere Client で[新規クラスタ] ウィザードを使用して、DRS クラスタを作成します。

開始する前に

クラスタを作成するのに特別なライセンスは必要ありませんが、クラスタで DRS （または VMware HA） を有効にする
にはライセンスが必要です。

手順

1 vSphere Client でデータ センターまたはフォルダを右クリックして、 [新規クラスタ]  を選択します。

2 [名前]  フィールドでクラスタの名前を指定します。

この名前は、vSphere Client のインベントリ パネルに表示されます。

3 DRS 機能を有効にするには、 [VMware DRS]  ボックスをクリックします。

[VMware HA]  をクリックして、VMware HA 機能を有効にすることもできます。

4 [次へ]  をクリックします。

5 DRS のデフォルトの自動化レベルを選択します。

6 DRS の移行のしきい値を設定します。

7 [次へ]  をクリックします。
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8 クラスタのデフォルトの電力管理設定を指定します。

電力管理が有効になっている場合、DPM しきい値の設定を選択します。

9 [次へ]  をクリックします。

10 適切と思われる場合は、EVC （Enhanced VMotion Compatibility） 機能を有効にし、この機能を操作するモード
を選択します。

11 [次へ]  をクリックします。

12 仮想マシンのスワップ ファイルの場所を選択します。

スワップファイルは、その仮想マシンと同じディレクトリに保存することも、ホストによって指定されたデータスト

アに保存することもできます （ホストのローカル スワップ）。

13 [次へ]  をクリックします。

14 サマリ ページで選択したオプションのリストを確認します。

15 [終了]  をクリックし、クラスタの作成を完了します。または  [戻る]  をクリックして戻り、クラスタの設定を修正します。

新規クラスタにはホストや仮想マシンは含まれていません。

ホストおよび仮想マシンをクラスタに追加するには、「クラスタへのホストの追加 (P. 53)」 および 「クラスタからの仮
想マシンの削除 (P. 56)」 を参照してください。

仮想マシンのカスタム自動化レベルの設定

DRS クラスタを作成したあとで、個々の仮想マシンの自動化レベルをカスタマイズして、クラスタのデフォルト自動化レ
ベルをオーバーライドできます。

手順

1 vSphere Client のインベントリでクラスタを選択します。

2 右クリックして  [設定の編集]  を選択します。

3 クラスタ設定ダイアログ ボックスの  [VMware DRS]  の下で、 [仮想マシンのオプション]  を選択します。

4 [各仮想マシンの自動化レベルを有効にする]  チェック ボックスを選択します。

5 個々の仮想マシンまたは複数の仮想マシンを選択します。

6 右クリックして  [自動化モード]  を選択します。

7 [OK]  をクリックします。

注意   ほかの当社製品または機能 （VMware vApp および VMware Fault Tolerance など） が、DRS クラスタ内の仮想
マシンの自動化レベルをオーバーライドする場合があります。詳細については、個別の製品ドキュメントを参照してください。

DRS の無効化

クラスタの DRS をオフにできます。

DRS を無効化すると、DRS を再度オンにしたときに、クラスタのリソース プールの階層および DRS ルール （「DRS ルー
ルの使用 (P. 51)」 を参照） が再構築されません。したがって、DRS を無効にすると、リソース プールはクラスタから
削除されます。リソース プールが失われないようにするには、DRS を無効にするのではなく、DRS 自動化レベルを手動
に変更し （また、仮想マシンによるオーバーライドを無効にして）、DRS をサスペンドしてください。これにより、自動の
DRS アクションは実行されませんが、リソース プールの階層は保存されます。

手順

1 vSphere Client のインベントリでクラスタを選択します。

2 右クリックして  [設定の編集]  を選択します。
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3 左側のパネルで、 [クラスタ機能]  を選択し、 [VMware DRS をオンにする]  チェック ボックスを選択解除します。

4 [OK]  をクリックして DRS をオフにします。
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DRS クラスタを使用したリソース管理 6
DRS クラスタを作成したあとで、それをカスタマイズしたり、それを使用してリソースを管理したりできます。

DRS クラスタおよびそれに含まれるリソースをカスタマイズするには、DRS ルールを構成し、ホストおよび仮想マシン
を追加または削除します。クラスタの設定とリソースを定義したら、そのクラスタが有効なクラスタであり、有効であり

続けるようにする必要があります。ユーザーは有効な DRS クラスタを使用して電力リソースを管理し、VMware HA と
相互運用できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n DRS ルールの使用 (P. 51)

n クラスタへのホストの追加 (P. 53)

n クラスタへの仮想マシンの追加 (P. 54)

n クラスタからのホストの削除 (P. 55)

n クラスタからの仮想マシンの削除 (P. 56)

n DRS クラスタの妥当性 (P. 56)

n 電力リソースの管理 (P. 61)

DRS ルールの使用

DRS アフィニティおよび非アフィニティ ルールを使用することで、クラスタ内のホストへの仮想マシンの配置を制御で
きます。アフィニティ ルールでは、2 台以上の仮想マシンを同じホストに配置するように指定します。非アフィニティ
ルールは、2 台の仮想マシンに制限され、これら 2 台の仮想マシンが同じホストに配置されないように命じます。

2 つのルールで矛盾が生じる場合、古いほうのルールが優先され、新しいルールは無効となります。ルール間で違反があ
る場合でも、DRS は有効になったルールに応じようとするだけです。無効なルールは無視されます。DRS は、アフィニティ
ルールの違反よりも、非アフィニティ ルールの違反を防ぐことを優先させます。

有効な DRS ルールが違反しているか確認するには、vSphere Client のインベントリ パネルでクラスタを選択し、DRS
タブを選択します。そして、 [障害]  をクリックします。現在違反があるすべてのルールについて、それに対応する障害が
このページに表示されます。障害を読んで、DRS がこの特定のルールに応じることができない理由を判断してください。

注意   DRS ルールは、個々のホストの CPU アフィニティ ルールとは別のものです。
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DRS ルールの作成

DRS ルールを作成して、仮想マシンのアフィニティまたは非アフィニティを指定できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリでクラスタを選択します。

2 右クリックして  [設定の編集]  を選択します。

3 左側のパネルで、 [VMware DRS]  の下の  [ルール]  を選択します。

4 [追加]  をクリックします。

5 仮想マシンのルール ダイアログ ボックスで、ルールの名前を指定します。

6 ポップアップ メニューからいずれかのオプションを選択します。

n [仮想マシンの包括]

1 台の仮想マシンに対し、このタイプのルールを複数適用することはできません。

n [仮想マシンの分割]

このタイプのルールに、3 台以上の仮想マシンを含めることはできません。

7 [追加]  をクリックし、 [OK]  をクリックします。

ルールが作成されます。

DRS ルールの編集

DRS ルールを編集できます。

手順

1 インベントリにクラスタを表示します。

2 クラスタを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

クラスタの設定ダイアログ ボックスが表示されます。

3 [VMware DRS]  の下の左側のパネルで、 [ルール]  を選択します。

4 右側のペインでルールを選択し、 [編集]  をクリックします。

5 ダイアログ ボックスで変更を加え、 [OK]  をクリックします。

DRS ルールの無効化

DRS ルールを無効化できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリでクラスタを選択します。

2 右クリック メニューから  [設定の編集]  を選択します。

3 左側のパネルで、 [VMware DRS]  の下の  [ルール]  を選択します。

4 ルールの左側のチェック ボックスを選択解除して、 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

チェック ボックスを再選択すると、あとでルールを有効にできます。
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DRS ルールの削除

DRS ルールを削除できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリでクラスタを選択します。

2 右クリック メニューから  [設定の編集]  を選択します。

3 左側のパネルで、 [VMware DRS]  の下の  [ルール]  を選択します。

4 削除するルールを選択し、 [削除]  をクリックします。

ルールが削除されます。

クラスタへのホストの追加

クラスタにホストを追加する手順は、同じ vCenter Server によって管理されているホスト （管理対象ホスト） と、その
サーバによって管理されていないホストとで異なります。

ホストを追加すると、そのホストにデプロイされている仮想マシンはクラスタの一部になり、DRS は、一部の仮想マシン
をクラスタ内の別のホストへ移行するよう推奨する場合があります。

クラスタへの管理対象ホストの追加

すでに vCenter Server によって管理されているスタンドアロン ホストを DRS クラスタに追加すると、そのホストのリ
ソースがクラスタに関連付けられます。

ユーザーは、既存の仮想マシンとリソース プールをクラスタのルート リソース プールと関連付けるか、それともリソース
プール階層を移動するかを決定できます。

注意   ホストに子のリソース プールまたは仮想マシンがない場合、ホストのリソースがクラスタに追加されますが、最上
位レベルのリソース プールを持つリソース プール階層は作成されません。

手順

1 インベントリまたはリストのビューからホストを選択します。

2 ホストをターゲット クラスタ オブジェクトにドラッグします。

3 ホストの仮想マシンとリソース プールをどうするかを選択します。

n [このホストの仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに入れます]

vCenter Server はホストの既存のリソース プールをすべて削除し、ホストの階層内にあるすべての仮想マシンは、
ルートに接続されます。シェア割り当てはリソース プールに対して相対的なので、リソース プール階層を破棄
するこのオプションを選択したあとで、手動で仮想マシンのシェアを変更する必要が生じることがあります。

n [このホストの仮想マシンとリソース プール用のリソース プールを作成します]

vCenter Server は、クラスタの直接の子になる最上位レベルのリソース プールを作成し、ホストのすべての子
をその新規リソース プールに追加します。この新しい最上位レベルのリソース プールの名前を指定できます。
デフォルトは、 [<ホスト名> から移動]  です。

ホストがクラスタに追加されます。
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管理されていないホストのクラスタへの追加

管理されていないホストをクラスタに追加できます。現在、そのクラスタと同じ vCenter Server システムによって管理
されておらず、vSphere Client に認識されていないホストを追加できます。

手順

1 ホストの追加先のクラスタを選択して、右クリック メニューから  [ホストの追加]  を選択します。

2 ホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入力して、 [次へ]  をクリックします。

3 概要情報を確認して、 [次へ]  をクリックします。

4 ホストの仮想マシンとリソース プールをどうするかを選択します。

n [このホストの仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに入れます]

vCenter Server はホストの既存のリソース プールをすべて削除し、ホストの階層内にあるすべての仮想マシンは、
ルートに接続されます。シェア割り当てはリソース プールに対して相対的なので、リソース プール階層を破棄
するこのオプションを選択したあとで、手動で仮想マシンのシェアを変更する必要が生じることがあります。

n [このホストの仮想マシンとリソース プール用のリソース プールを作成します]

vCenter Server は、クラスタの直接の子になる最上位レベルのリソース プールを作成し、ホストのすべての子
をその新規リソース プールに追加します。この新しい最上位レベルのリソース プールの名前を指定できます。
デフォルトは、 [<ホスト名> から移動]  です。

ホストがクラスタに追加されます。

クラスタへの仮想マシンの追加

次の 3 つの方法で、仮想マシンをクラスタに追加できます。

n クラスタにホストを追加すると、そのホスト上のすべての仮想マシンがクラスタに追加されます。

n 仮想マシンを作成すると、[新規仮想マシン] ウィザードは、その仮想マシンを配置する場所を尋ねてきます。スタン
ドアロン ホストまたはクラスタを選択でき、そのホストまたはクラスタの内部にある任意のリソース プールを選択
できます。

n [仮想マシンの移行]ウィザードを使用して、仮想マシンをスタンドアロン ホストからクラスタに、またはあるクラス
タから別のクラスタに移行できます。このウィザードを開始するには、仮想マシン オブジェクトをクラスタ オブジェ
クトの上へドラッグするか、仮想マシン名を右クリックして、 [移行]  を選択します。

注意   クラスタ内のリソース プールへ仮想マシンを直接ドラッグできます。この場合、[仮想マシンの移行]ウィザー
ドが起動しますが、リソース プール選択ページは表示されません。リソース プールがリソースを制御するので、ク
ラスタ内のホストに直接移行することはできません。
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クラスタからのホストの削除

ホストをクラスタから削除できます。

開始する前に

DRS クラスタからホストを削除する前に、関連する問題を考慮してください。

n リソース プールの階層： ホストをクラスタから削除すると、ホストをクラスタに追加した時点で DRS クラスタを使
用してホストのリソース プールを移動した場合でも、ホストが保持するのはルート リソース プールだけになります。
この場合、階層はクラスタで保持されます。ホスト固有のリソース プール階層を作成できます。

注意   最初にホストをメンテナンス モードにすることで、クラスタからホストを確実に削除できます。メンテナンス
モードにせずに、クラスタからホストを削除する前にホストを切断すると、ホストはクラスタ階層を反映したリソース

プールを保持します。

n 仮想マシン： クラスタから削除する前にホストをメンテナンス モードにしておく必要があり、ホストをメンテナンス
モードにするには、パワーオン状態の仮想マシンをすべてそのホストから移行する必要があります。また、ホストを

メンテナンス モードに切り替えることを要求する場合、そのホストにあるパワーオフ状態のすべての仮想マシンを、
クラスタ内の別のホストに移行するか尋ねられます。

n 無効なクラスタ： クラスタからホストを削除すると、クラスタで使用可能なリソースが減少します。クラスタ内の
すべての仮想マシンとリソース プールの予約を満たすのに十分なリソースがまだクラスタにある場合、クラスタは、
リソース割り当てを調整して、減少後のリソース量を反映させます。クラスタに、すべてのリソース プールの予約
を満たすのに十分なリソースはないが、すべての仮想マシンの予約を満たす十分なリソースはある場合は、アラーム

が発行され、クラスタが黄色で表示されます。DRS は、実行を続けます。

手順

1 ホストを選択し、右クリック メニューから  [メンテナンス モードへの切り替え]  を選択します。

2 ホストがメンテナンス モードになったあと、そのホストを別のインベントリの場所 （最上位レベルのデータ センター、
または別のクラスタ） にドラッグしてください。

ホストを移動すると、そのホストのリソースがクラスタから削除されます。ホストのリソース プール階層をクラス
タに移動した場合、その階層はクラスタで保持されます。

ホストを移動したあと、次のことができます。

n vCenter Server から、そのホストを削除します （右クリック メニューから  [削除]  を選択します）。

n そのホストをスタンドアロン ホストとして vCenter Server の下で稼働させます （右クリック メニューから  [メン
テナンス モードの終了]  を選択します）。

n ホストを別のクラスタに移動できます。

メンテナンス モードの使用

メモリの増設など、ホストの保守作業を行う必要がある場合は、ホストをメンテナンス モードにします。ホストは、ユー
ザーの要求があった場合のみ、メンテナンス モードを開始または終了します。

メンテナンス モードに切り替えるホストで実行中の仮想マシンは、別のホストに （手動で、または DRS によって自動的に）
移行するか、シャットダウンする必要があります。ホストは、稼働中のすべての仮想マシンがパワーオフされるか別のホ

ストへ移行されるまで、 [メンテナンス モードに切り替えています]  と表示された状態になります。メンテナンス モード
のホストで仮想マシンをパワーオンしたり、そのホストに仮想マシンを移行したりすることはできません。
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ホスト上に実行中の仮想マシンがなくなると、ホストのアイコンが変化して  [メンテナンス中]  が組み込まれ、ホストのサマリ
パネルに新しい状態が表示されます。メンテナンス モードでは、ホストは仮想マシンをデプロイしたり、パワーオンした
りすることはできません。

注意   DRS は、要求されたモードにホストが切り替わると VMware HA のフェイルオーバー レベルに違反することにな
る場合、メンテナンス モードまたはスタンバイ モードに切り替わるホストからの仮想マシンの移行を推奨 （完全自動モー
ドの場合は実行） しません。

スタンバイ モードの使用

ホスト マシンがスタンバイ モードになると、パワーオフされます。

通常、電力の使用を最適にするために、ホストは VMware DPM 機能によってスタンバイ モードになります。手動でホ
ストをスタンバイ モードにすることもできます。ただし、次に実行するときに、DRS が変更を取り消す （または取り消
すように推奨する） ことがあります。ホストを強制的にオフのままにするには、メンテナンス モードにして、パワーオ
フします。

クラスタからの仮想マシンの削除

仮想マシンをクラスタから削除できます。

次の 2 つの方法で、仮想マシンをクラスタから削除できます。

n ホストをクラスタから削除すると、ほかのホストに移行していないパワーオフ状態の仮想マシンもすべて削除されます。

ホストを削除できるのは、ホストがメンテナンス モードになっているか、切断されている場合だけです。DRS クラ
スタからホストを削除した場合、クラスタは、オーバーコミットされるために黄色で表示されることがあります。

n [仮想マシンの移行]ウィザードを使用して、仮想マシンをクラスタからスタンドアロン ホストに、またはあるクラス
タから別のクラスタに移行できます。このウィザードを開始するには、仮想マシン オブジェクトをクラスタ オブジェ
クトの上へドラッグするか、仮想マシン名を右クリックして、 [移行]  を選択します。

仮想マシンが DRS クラスタのルール グループのメンバーである場合、vCenter Server は、移行の続行を許可する
前に警告を表示します。この警告は、従属仮想マシンの移行が自動的には実行されないことを示します。移行を続行

するには、警告を了承する必要があります。

DRS クラスタの妥当性

vSphere Client には、DRS クラスタが有効か、オーバーコミットされているか （黄色）、あるいは無効か （赤） が示さ
れます。

DRS クラスタは、いくつかの理由でオーバーコミットまたは無効になります。

n クラスタは、ホストに障害が起きた場合にオーバーコミットされる可能性があります。

n クラスタは、vCenter Server が使用不能で、ESX/ESXi ホストに直接接続した vSphere Client を使用して仮想マシ
ンをパワーオンした場合に、無効になります。

n クラスタは、仮想マシンのフェイルオーバーの最中にユーザーが親リソース プール上で予約を減らした場合に、無
効になります。

n vCenter Server が使用不能なときに、ESX/ESXi ホストに接続した vSphere Client を使用してホストまたは仮想マ
シンに変更を加えた場合、それらの変更は有効です。しかし、vCenter Server が再び使用可能になると、クラスタ
要件がもはや満たされていないためにクラスタが赤または黄色で表示されることがあります。
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クラスタの妥当性のシナリオについて考える場合、次の用語を理解する必要があります。

予約 ユーザーが入力した、固定で保証されたリソース プールの割り当て。

使用済みの予約 それぞれの子リソース プールの予約または使用済みの予約 （いずれか大きな方） の合
計。再帰的に加算されます。

未予約 負でない値で、リソース プールのタイプによって異なります。

表 6-1.  予約されていないリソース プールの数

リソース プール タイプ 使用数

拡張不能なリソース プール 予約 - 使用済み予約

拡張可能なリソース プール （予約 - 使用済み予約） + 先祖のリソース プールから借用できる予
約されていないリソース

有効な DRS クラスタ

有効なクラスタには、すべての予約を満たして、実行中のすべての仮想マシンをサポートするのに十分なリソースがあります。

図 6-1 に、固定リソース プールを持つ有効なクラスタの例と、その CPU およびメモリ リソースの計算方法を示します。

図 6-1.  固定リソース プールを持つ有効なクラスタ

クラスタ
合計容量： 12G

予約済みの容量： 11G
使用可能な容量： 1G

RP1
予約： 4G

使用済みの予約： 4G
未予約： 0G

RP2
予約： 4G

使用済みの予約： 3G
未予約： 1G

RP3
予約： 3G

使用済みの予約： 3G
未予約： 0G

VM1、2G

VM7、2G

VM2、2G

VM4、1G VM8、2G

VM3、3G VM5、2GVM6、2G

このクラスタの特性は次のとおりです。

n クラスタのリソースは、合計 12GHz です。

n それぞれタイプ  [固定]  （ [拡張可能な予約]  が選択されていない） の 3 つのリソース プールがあります。

n 3 つのリソース プールを統合した予約の合計は、11GHz （4+4+3 GHz） です。合計は、クラスタの  [予約済みの容量]
フィールドに示されます。

n RP1 は、4GHz の予約を使用して作成されています。それぞれ 2GHz の 2 台の仮想マシン （VM1 および VM 7）
がパワーオンされます （ [使用済みの予約] ： 4GHz）。追加の仮想マシンをパワーオンするリソースは、残っていま
せん。VM6 は、パワーオンされていないものとして表示されます。VM6 は予約を消費しません。
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n RP2 は、4GHz の予約を使用して作成されています。1GHz と 2GHz の 2 台の仮想マシンがパワーオンされています
（ [使用済みの予約] ： 3GHz）。1GHz が未予約で残っています。

n RP3 は、3GHz の予約を使用して作成されています。3GHz を持つ 1 台の仮想マシンがパワーオンされています。さ
らに仮想マシンをパワーオンするのに使用可能なリソースはありません。

図 6-2 に、予約タイプ  [拡張可能]  を使用した一部のリソース プール （RP1 および RP3） を持つ有効なクラスタの例を
示します。

図 6-2.  拡張可能なリソース プールを持つ有効なクラスタ

クラスタ
合計容量： 16G

予約済みの容量： 16G
使用可能な容量： 0G

RP1 （拡張可能）
予約： 4G

使用済みの予約： 6G
未予約： 0G

RP2
予約： 5G

使用済みの予約： 3G
未予約： 2G

RP3 （拡張可能）
予約： 5G

使用済みの予約： 5G
未予約： 0G

VM1、2G

VM7、2G

VM2、2G

VM4、1G VM8、2G

VM3、3G VM5、2GVM6、2G

有効なクラスタを次のように構成できます。

n クラスタのリソースは、合計 12GHz です。

n RP1 および RP3 はタイプ  [拡張可能]  で、RP2 はタイプ固定です。

n 3 つのリソース プールを統合した使用済みの予約の合計は、16GHz です （RP1 の 6GHz、RP2 の 5GHz、および RP3 の
5GHz）。16GHz は、最上位レベルのクラスタの  [予約済みの容量]  として表示されます。

n RP1 は、4GHz の予約を使用して作成されています。それぞれ 2GHz の 3 台の仮想マシンがパワーオンされています。
これらの仮想マシンのうちの 2 台 （たとえば、VM1 と VM7） は、RP1 の予約を使用でき、3 台目の仮想マシン
（VM6） は、クラスタのリソース プールから予約を使用できます （このリソース プールのタイプが  [固定]  の場合、
追加の仮想マシンはパワーオンできません）。

n RP2 は、5GHz の予約を使用して作成されています。1GHz と 2GHz の 2 台の仮想マシンがパワーオンされています
（ [使用済みの予約] ： 3GHz）。2GHz が未予約で残っています。

RP3 は、5GHz の予約を使用して作成されています。3GHz と 2GHz の 2 台の仮想マシンがパワーオンされています。
このリソース プールのタイプが  [拡張可能]  であっても、親の余分なリソースがすでに RP1 によって使用されてい
るので、追加の 2GHz の仮想マシンをパワーオンすることはできません。
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オーバーコミットされた DRS クラスタ

クラスタがオーバーコミット （黄色） で表示されるのは、リソース プールと仮想マシンのツリーが内部的に整合性があるが、
子リソース プールによって予約されるすべてのリソースをサポートする容量がクラスタにない場合です。

ホストが使用不能になると、そのすべての仮想マシンが使用不能になるので、実行中のすべての仮想マシンをサポートす

るのに十分なリソースが常に存在するようになります。通常、クラスタは、クラスタの容量が突然減少した場合、たとえば、

クラスタ内のホストが使用不能になった場合に黄色になります。クラスタが黄色にならないように、十分な追加クラスタ

リソースを残すことを推奨します。

図 6-3 で示す、次の例について考えます。

図 6-3.  黄色のクラスタ

X
クラスタ

合計容量： 12G 8G
予約済みの容量： 12G
使用可能な容量： 0G

RP1 （拡張可能）
予約： 4G

使用済みの予約： 4G
未予約： 0G

RP2
予約： 5G

使用済みの予約： 3G
未予約： 2G

RP3 （拡張可能）
予約： 3G

使用済みの予約： 3G
未予約： 0G

VM1、2G

VM7、0G

VM2、2G

VM4、1G

VM3、3G VM5、5GVM6、2G

この例では、次のようになります。

n クラスタのリソースは、それぞれ 4GHz の 3 台のホストから合計 12GHz です。

n 3 つのリソース プールが合計で 12GHz を予約します。

n 統合した 3 つのリソース プールによって使用される予約の合計は、12GHz （4+5+3 GHz） です。これは、クラス
タ内の  [予約済みの容量]  として表示されます。

n 4GHz ホストの 1 台が使用不能になり、合計リソースが 8GHz に減ります。

n 同時に、障害の起きたホスト上で実行されていた VM4 （1GHz） および VM3 （3GHz） は、すでに実行されてい
ません。

n クラスタは、合計で 6GHz を必要とする仮想マシンを実行中です。クラスタではまだ 8GHz が使用可能であり、これは、
仮想マシンの要件を満たすのに十分です。

リソース プールの 12GHz の予約を満たすことはすでにできないので、クラスタは黄色で表示されます。
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無効な DRS クラスタ

DRS が有効に設定されているクラスタは、ツリーが内部的に整合性がない、すなわち、リソース制約が遵守されていない
場合に無効 （赤） になります。

クラスタ内のリソースの合計量は、クラスタが赤になるかどうかに影響を与えません。クラスタは、ルート レベルに十分
なリソースが存在しても、子レベルで不整合があると、赤で表示される場合があります。

赤の DRS クラスタの問題は、1 台以上の仮想マシンをパワーオフするか、十分なリソースがあるツリーの一部に仮想マシ
ンを移動するか、あるいは赤い部分のリソース プール設定を編集することによって解決できます。一般的に、リソースの
追加は、黄色の状態のときにのみ役立ちます。

仮想マシンのフェイルオーバーの最中にリソース プールを再構成した場合も、クラスタが赤で表示されることがあります。
フェイルオーバー中の仮想マシンは、切断され、親リソース プールによって使用される予約の計算に含まれません。フェ
イルオーバーが完了する前に、親リソース プールの予約を減らすことができます。フェイルオーバーが完了したら、仮想
マシンのリソースが親リソース プールに再びチャージされます。プールの使用量が新しい予約よりも多くなった場合、ク
ラスタは赤になります。

図 6-4 の例で示すように、ユーザーがリソース プール 2 の下で、3GHz の予約で仮想マシンを （サポートされていない
方法で） 起動した場合、クラスタは赤になります。

図 6-4.  赤のクラスタ

クラスタ
合計容量： 12G

予約済みの容量： 12G 15G
使用可能な容量： 0G

RP1 （拡張可能）
予約： 4G

使用済みの予約： 4G
未予約： 0G

RP2
予約： 2G

使用済みの予約： 2G  5G
未予約： 0G

RP3 （拡張可能）
予約： 6G

使用済みの予約： 2G
未予約： 4G  0G

VM1、1G

VM7、3G

VM2、3G VM3、1G VM4、1G VM5、1G VM6、1G
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電力リソースの管理

VMware Distributed Power Management （DPM） の機能を使用すると、クラスタのリソース使用状況に応じてホス
トの電源をオン、オフにするために、クラスタの電力消費量を削減できます。

VMware DPM は、クラスタにあるすべての仮想マシンのメモリ リソース、および CPU リソースの度重なる需要を監視し、
この需要と、クラスタのすべてのホストで使用可能なリソース キャパシティの総量とを比較します。余剰キャパシティが
十分にある場合、VMware DPM は 1 台以上のホストをスタンバイ モードにし、それらの仮想マシンを別のホストに移行
したあとでパワーオフします。逆に、容量が不足しそうな場合、DRS はホストのスタンバイ モードを終了し （パワーオ
ンし）、VMotion を使用して仮想マシンをそれらのホストに移行します。これらの計算を行う場合、VMware DPM は現
在の需要だけではなく、ユーザーが指定した仮想マシンのリソース予約についても考慮します。

注意   ESX/ESXi ホストは、vCenter Server が管理するクラスタ内で実行されている場合を除き、自動的にスタンバイ
モードを終了することはできません。

VMware DPM では、Intelligent Platform Management Interface （IPMI）、Hewlett-Packard Integrated Lights-
Out （iLO）、Wake-On-LAN （WOL） の 3 つの電力管理プロトコルを使用して、ホストのスタンバイ モードを終了さ
せることができます。各プロトコルで独自のハードウェア サポートおよび構成が必要です。ホストがこれらのプロトコル
のいずれもサポートしていない場合、VMware DPM はそのホストをスタンバイ モードにできません。ホストが複数のプ
ロトコルをサポートしている場合、IPMI、iLO、WOL の順に使用されます。

注意   初回のパワーオンを行わずに、スタンバイ モードのホストを切断したり、DRS クラスタの外に移動したりしないで
ください。vCenter Server はそのホストを再びパワーオンできなくなります。

VMware DPM 用の IPMI 設定または iLO 設定の構成

IPMI はハードウェア レベルの仕様であり、Hewlett-Packard iLO は組み込みのサーバ管理テクノロジーです。どちらも、
コンピュータをリモートで監視および制御するためのインターフェイスを記述および提供します。

各ホストで次の手順を行う必要があります。

開始する前に

IPMI および iLO は、ハードウェア制御機能にアクセスするためのゲートウェイを提供するためにハードウェア Baseboard
Management Controller （BMC） を必要とします。また、これらはそのインターフェイスにシリアル接続または LAN
接続を使用してリモート システムからアクセスできるようにします。ホスト自体がパワーオフされている場合でも、BMC
はパワーオンされた状態です。適切に有効にすると、BMC はリモート パワーオン コマンドに応答できます。

IPMI または iLO を Wake プロトコルとして使用する場合は、BMC を構成する必要があります。BMC の構成手順は、モ
デルによって異なります。詳細については、ベンダーのドキュメントを参照してください。IPMI を使用する場合は、BMC
LAN チャネルが常時使用可能で、オペレータ特権コマンドを許可するように構成する必要もあります。一部の IPMI シス
テムでは、「IPMI over LAN」 を有効にする場合は、BIOS 内でこれを構成し、特定の IPMI アカウントを指定する必要が
あります。

IPMI のみを使用している VMware DPM は、MD5 認証およびプレーンテキスト ベースの認証をサポートしていますが、
MD2 ベースの認証はサポートされていません。MD5 がサポートされており、オペレータ ロールでそれを使用可能であ
ることをホストの BMC が報告している場合、vCenter Server は MD5 を使用します。または、プレーンテキスト ベー
スの認証がサポートされており、使用可能であることを BMC が報告している場合、プレーンテキスト ベースの認証を使
用します。MD5 認証もプレーンテキスト認証も使用できない場合、ホストで IPMI を使用できません。vCenter Server は
Wake-on-LAN を使用しようとします。

手順

1 vSphere Client のインベントリでホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックします。

3 [電力管理]  をクリックします。
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4 [プロパティ]  をクリックします。

5 次の情報を入力します。

n BMC アカウントのユーザー名とパスワード （このユーザー名は、リモート側からホストをパワーオンできる必
要があります）。

n BMC に関連付けられている NIC の IP アドレス （ホストの IP アドレスとは異なるため）。この IP アドレスは、
静的アドレスまたはリース期間に制限のない DHCP アドレスにします。

n BMC に関連付けられている NIC の MAC アドレス。

6 [OK]  をクリックします。

VMware DPM 用の Wake-On-LAN のテスト

VMware DPM 機能に対する Wake-On-LAN （WOL） の使用は、この機能を VMware ガイドラインに従って構成し、
テストが成功した場合、完全にサポートされます。クラスタの VMware DPM をはじめて有効にする前に、または、
VMware DPM を使用しているクラスタに追加された任意のホストで、次の手順を実行する必要があります。

開始する前に

WOL をテストする前に、クラスタが前提条件を満たしていることを確認します。

n クラスタに少なくとも 2 台の ESX 3.5 （または ESX 3i バージョン 3.5） 以降のホストが含まれている必要があります。

n 各ホストの VMotion ネットワーク リンクが正しく機能している必要があります。また、VMotion ネットワークは、
ルータによって分離された複数のサブネットでなく、単一の IP サブネットであることが必要です。

n 各ホスト上の VMotion NIC は、WOL をサポートしている必要があります。WOL のサポートを確認するには、はじめに
VMkernel ポートに対応する物理ネットワーク アダプタの名前を突き止めます。vSphere Client のインベントリ パ
ネルでホストを選択し、 [構成]  タブを選択して、 [ネットワーク]  をクリックします。この情報を取得したあと、
[ネットワーク アダプタ]  をクリックし、そのネットワーク アダプタに対応する登録情報を探します。関連するアダプタの
[Wake on LAN 対応]  列が 「はい」 になっているはずです。

n ホスト上の各 NIC の WOL 互換ステータスを表示するには、vSphere Client のインベントリ パネルでホストを選択し、
[構成]  タブを選択してから、 [ネットワーク アダプタ]  をクリックします。NIC は、 [Wake on LAN 対応]  列で 「はい」
になっている必要があります。

n 各 WOL 対応 VMotion NIC が接続しているスイッチ ポートは、リンク速度が固定速度 （たとえば 1,000 Mb/s など）
でなく、自動ネゴシエートするように設定されている必要があります。多くの NIC は、ホストがパワーオフ状態のときに
100 Mb/s 以下に切り替えることができる場合にのみ、WOL をサポートします。

これらの前提条件を確認したあと、VMware DPM のサポートに WOL を使用する予定の各 ESX/ESXi ホストをテストし
ます。これらのホストをテストするときは、VMware DPM 機能がクラスタに対して無効になっていることを確認します。

注意   WOL を Wake プロトコルとして使用する VMware DPM クラスタに追加されるすべてのホストをテストし、テス
トに合格しないホストは電力管理の使用を無効にしてください。これをしなかった場合、VMware DPM はあとでパワー
オンに戻すことができないホストをパワーオフする可能性があります。

手順

1 vSphere Client のホストの  [サマリ]  タブで、 [スタンバイ モードへの切り替え]  コマンドをクリックします。

この操作により、ホストはパワーオフされます。

2 ホストのスタンバイ モードの終了を試行するには、ホストの  [サマリ]  タブで  [パワーオン]  コマンドをクリックします。

3 ホストが正常にパワーオンしたかどうかを観察します。

4 スタンバイ モードが正常に終了されないホストがある場合、クラスタの設定ダイアログ ボックスの  [ホスト オプション]
ページでそのホストを選択し、 [電力管理]  設定を無効に変更します。

これを実行すると、VMware DPM はそのホストをパワーオフする候補と見なさなくなります。
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DRS クラスタ用の VMware DPM の有効化

各ホスト上で使用している Wake プロトコルに必要な構成手順またはテスト手順を実行したあと、VMware DPM を有効
にすることができます。

これを行うには、電力管理自動化レベル、しきい値、およびホスト レベルのオーバーライドを構成します。これらの設定は、
クラスタの[設定]ダイアログ ボックスの  [電力管理]  で構成されます。

自動化レベル

VMware DPM によって作成されたホストの電源状態および移行の推奨が自動的に実行されるかどうかは、その機能につ
いて選択された電力管理自動化レベルによって決まります。

自動化レベルは、クラスタの[設定]ダイアログ ボックスの  [電力管理]  で構成できます。次のオプションを使用できます。

n オフ： 機能は無効で、推奨は作成されません。

n 手動： ホストの電源操作および関連する仮想マシン移行の推奨は作成されますが、自動的には実行されません。こ
れらの推奨は、vSphere Client のクラスタの  [DRS]  タブに表示されます。

n 自動： 関連する仮想マシンの移行をすべて自動的に実行できる場合、ホストの電源操作は自動的に実行されます。

注意   電力管理自動化レベルは、DRS 自動化レベルと同じものではありません。

VMware DPM しきい値

VMware DPM 機能によって生成される電源状態 （ホストのパワーオンまたはオフ） の推奨には、優先順位 1 の推奨か
ら優先順位 5 の推奨までの優先順位が割り当てられます。

これらの優先順位の評価は、DRS クラスタ内で検出された高いまたは低い使用率と、ホストの電源状態の意図的な変更か
ら予想される改善の程度に基づいています。優先順位 1 の推奨は必須である一方、優先順位 5 の推奨はわずかな改善のみ
をもたらします。

しきい値は、クラスタの[設定]ダイアログ ボックスの  [電力管理]  で構成されます。VMware DPM しきい値のスライダを右へ
1 レベル移動するごとに、1 つ下のレベルの優先順位を、自動的に実行される推奨セットに含めたり、または手動で実行
する推奨として表示したりできます。 [保守的]  設定では、VMware DPM は優先順位 1 の推奨のみを作成し、その右に
ある次のレベルは、優先順位 2 以上の推奨を作成します。以後、同様に作成し、 [積極的]  レベルは優先順位 5 以上の推奨
（つまり、すべての推奨） を作成します。

注意   DRS しきい値と VMware DPM しきい値は、基本的に独立しています。ユーザーは移行の積極性と、そのそれぞれ
が提供するホストの電源状態の推奨を区別できます。

ホスト レベルのオーバーライド

DRS クラスタで VMware DPM を有効にすると、デフォルトでクラスタのすべてのホストが VMware DPM の自動化レ
ベルを継承します。

クラスタの[設定]ダイアログ ボックスの  [ホスト オプション]  ページでホストを選択し、 [電力管理]  設定をクリックする
ことで、各ホストにあわせてこのデフォルト値をオーバーライドできます。この設定を次のオプションに変更できます。

n 無効

n 手動

n 自動

注意   スタンバイ モードの終了テストに失敗したためにホストの電力管理設定が無効になっている場合は、この設定を変
更しないでください。
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VMware DPM を有効にして実行したあと、それが正しく機能しているかどうかを確認するには、クラスタの設定ダイアログ
ボックスの  [ホスト オプション]  ページ、および各クラスタの  [ホスト]  タブに表示される、各ホストの  [前回のスタン
バイ終了]  情報を参照します。このフィールドには、vCenter Server が前回、ホストのスタンバイ モードを終了させよ
うと試みたときのタイム スタンプと、その試みが  [成功しました]  または  [失敗しました]  のどちらであるかが表示されます。
その試みが行われなかった場合、このフィールドには  [実行しない]  と表示されます。

注意    [前回のスタンバイ終了]  フィールドの時刻は、vCenter Server イベント ログから生成されます。このログが消去
された場合、時刻は  [実行しない]  にリセットされます。

VMware DPM の監視

vCenter Server でイベント ベースのアラームを使用し、VMware DPM を監視できます。

VMware DPM の使用時に発生する可能性がある最も深刻なエラーは、DRS クラスタがホストの容量を必要としたときに、
ホストがスタンバイ モードを終了できないことです。このエラーが発生していないかどうかを監視するために、事前構成
された  [スタンバイの終了エラー]  アラームを vCenter Server で使用できます。VMware DPM がホストのスタンバイ
モードを終了できない場合 （vCenter Server イベント DrsExitStandbyModeFailedEvent）、このアラームを構成
して、管理者にアラート E メールを送信するか、SNMP トラップを使用して通知を送信できます。デフォルトでは、この
アラームは vCenter Server がそのホストに正常に接続できるようになると消去されます。

VMware DPM のアクティビティを監視するために、次の vCenter Server イベントのアラームも作成できます。

表 6-2.  vCenter Server イベント

イベント タイプ イベント名

スタンバイ モードに切り替えています （ホストをパワーオフしようと
している）

DrsEnteringStandbyModeEvent

正常にスタンバイ モードに入りました （ホストのパワーオフが成功し
た）

DrsEnteredStandbyModeEvent

スタンバイ モードを終了しています （ホストをパワーオンしようとし
ている）

DrsExitingStandbyModeEvent

正常にスタンバイ モードを終了しました （パワーオンが成功した） DrsExitedStandbyModeEvent

アラームの作成と編集の詳細については、『基本システム管理』 ガイドを参照してください。

vCenter Server 以外の監視ソフトウェアを使用しており、そのソフトウェアが物理ホストの予想外のパワーオフ時にア
ラームを起動する場合は、VMware DPM がホストをスタンバイ モードにするときに、誤ったアラームが生成される可能
性があります。そのようなアラームを受信しないようにする場合は、ベンダーと協力し、vCenter Server に統合したバー
ジョンの監視ソフトウェアを導入してください。また、vCenter Server 自体を監視ソリューションとして使用すること
もできます。vSphere 4.x 以降では、vCenter Server は VMware DPM を本質的に認識でき、そうした誤ったアラーム
を起動しないからです。
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DRS クラスタ情報の表示 7
vSphere Client でクラスタの  [サマリ]  タブおよび  [DRS]  タブを使用して、DRS クラスタに関する情報を表示できます。
また、 [DRS]  タブに表示される DRS 推奨を適用することもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n クラスタの サマリ タブの表示 (P. 65)

n DRS タブの使用 (P. 66)

クラスタの  [サマリ]  タブの表示

クラスタの  [サマリ]  タブには、vSphere Client のインベントリ パネルからアクセスできます。

このタブの全般、VMware DRS、および VMware DRS リソース展開セクションには、クラスタの構成と操作に関する有
益な情報が表示されます。次の各セクションでは、これらのセクションに表示されるフィールドについて説明します。

クラスタの  [サマリ]  タブの全般セクション

クラスタの  [サマリ]  タブの全般セクションに、クラスタの全般的な情報が表示されます。

表 7-1.  全般セクション

フィールド 説明

VMware DRS VMware DRS が有効か無効かを示します。

VMware HA VMware HA が有効か無効かを示します。

VMware EVC モード Enhanced VMotion Compatibility が有効か無効かを示します。

合計 CPU リソース このクラスタに割り当てられた合計 CPU リソース。

合計メモリ このクラスタに割り当てられた合計メモリ リソース。

ホスト数 このクラスタ内のホストの数。

合計プロセッサ数 このクラスタ内にあるすべてのホストのプロセッサの数。

仮想マシンの数 このクラスタ内の仮想マシンの数。

VMotion を使用した合計移行回数 クラスタ内で実行された移行の数。

VMware, Inc.  65



クラスタの  [サマリ]  タブの VMware DRS セクション

VMware DRS セクションは、VMware DRS が有効になっている場合のみ、クラスタの  [サマリ]  タブに表示されます。

表 7-2.  VMware DRS セクション

フィールド 説明

移行の自動化レベル 手動、一部自動化、完全自動化。

電力管理の自動化レベル オフ、手動、自動。

DRS 推奨 ユーザーの確認を待っている DRS 移行の推奨の数。この値がゼロでない場合は、クラスタの
[DRS]  タブの推奨ページを開きます。

DRS 障害 現在未解決の DRS 障害の数。この値がゼロでない場合は、クラスタの  [DRS]  タブの障
害ページを開きます。

移行のしきい値 適用または生成する移行の推奨の優先順位レベルを示します。

ターゲット ホストの負荷標準偏差 移行のしきい値の設定から生成される値で、負荷不均衡をこの値未満に維持する必要があ

ることを示します。

現在のホストの負荷標準偏差 クラスタ内の現在の負荷不均衡を示す値。この値は、ターゲット ホストの負荷標準偏差
未満でなければなりません。ただし、未適用の DRS 推奨または制約によって、そのレベ
ルの達成が妨げられている場合は除きます。

リソース展開チャートを表示 CPU およびメモリの使用率の情報を示すリソース展開チャートを開きます。

VMware DRS リソース展開チャート

VMware DRS リソース展開チャートには、CPU とメモリの使用率情報が表示されます。

このチャートを表示するには、VMware DRS クラスタの  [サマリ]  タブで、 [リソース展開チャートを表示]  リンクをク
リックします。

CPU 使用率

CPU 使用率は、ホスト別にグループ化して、仮想マシンごとに表示されます。図は、各仮想マシンの情報を色付きのボッ
クスとして示しています。このボックスは、その仮想マシンに配布された、使用確保済みのリソースのパーセンテージ （DRS
によって計算されたもの） を記号化したものです。仮想マシンにその使用資格が割り当てられている場合、このボックス
は緑色になります。このボックスが長時間にわたって緑でない場合は、この不足の原因 （たとえば、未適用の推奨など）
を調査する必要があります。

仮想マシンのボックス上にポインタを置いたままにすると、そのマシンの使用率情報 （ [消費]  と  [使用確保] ） が表示
されます。

CPU リソースの表示は、該当するボタンをクリックすることにより、% と MHz を切り替えることができます。

メモリ使用率

メモリ使用率は、ホスト別にグループ化して、仮想マシンごとに表示されます。

仮想マシンのボックス上にポインタを置いたままにすると、そのマシンの使用率情報 （ [消費]  と  [使用確保] ） が表示
されます。

メモリ リソースの表示は、該当するボタンをクリックすることにより、% と MB を切り替えることができます。

[DRS]  タブの使用

[DRS]  タブは、vSphere Client のインベントリ パネルから DRS クラスタ オブジェクトを選択した場合に使用できます。

このタブには、クラスタについて作成された DRS 推奨、そのような推奨を適用する際に発生した障害、および DRS アク
ションの履歴に関する情報が表示されます。このタブから、3 つのページにアクセスできます。それらのページは、推奨、
障害、履歴の 3 つです。
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DRS の推奨ページ

[DRS]  タブの  [推奨]  ボタンをクリックすると、このページに移動できます。

[DRS]  タブの推奨ページには、次のクラスタ プロパティが表示されます。

表 7-3.  DRS の推奨ページ

フィールド 説明

移行の自動化レベル DRS 仮想マシンの移行推奨の自動化レベル。 [完全自動化] 、 [一部自動化] 、および  [手動]  があ
ります。

電力管理の自動化レベル VMware DPM 推奨の自動化レベル。 [オフ] 、 [手動] 、および  [自動]  があります。

移行のしきい値 適用する DRS 推奨の優先順位レベル （またはそれ以上）。

電力管理のしきい値 適用する VMware DPM 推奨の優先順位レベル （またはそれ以上）。

さらに、このページの DRS 推奨セクションには、移行または電力管理によってクラスタのリソース使用率を最適化する
ために生成された現在の推奨のセットが表示されます。このリストには、ユーザーの確認を待っている手動の推奨のみが

表示されます。

このページから実行できる操作は、次のとおりです。

n 推奨を最新表示するには、 [DRS の実行]  をクリックして推奨を更新します。このコマンドは、3 つの DRS ページの
すべてに表示されます。

n すべての推奨を適用するには、 [推奨の適用]  をクリックします。

n 推奨のサブセットを適用するには、 [DRS 推奨のオーバーライド]  チェック ボックスを選択します。これにより、各
推奨の横にある  [適用]  チェック ボックスが有効になります。目的の各推奨の横にあるチェック ボックスを選択し、
[推奨の適用]  をクリックしてください。

表 7-4 に、DRS が各推奨に関して提供する情報が示されています。
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表 7-4.   DRS 推奨情報

列 説明

優先順位 推奨の優先順位レベル （1 ～ 5）。優先順位 1 が最高で、これはホストがメンテナンス モードまたはスタンバイ
モードに入るための、またはアフィニティ ルール違反のための、必須の移動を表します。その他の優先順
位の評価は、その推奨によってクラスタのパフォーマンスがどの程度向上するかを表し、優先順位 2 （大
幅な向上） から優先順位 5 （わずかな向上） まであります。ESX/ESXi 4.0 より前では、推奨には優先順
位レベルでなく星印の評価 （1 つ星～ 5 つ星まで） が付けられていました。星印の評価が高いほど、移動
がより望ましいことを示しています。優先順位レベルの計算の詳細については、当社のナレッジ ベースで
関連する記事 （http://kb.vmware.com/kb/1007485） を参照してください。

推奨 DRS によって推奨されるアクション。この列に表示されるものは、推奨のタイプによって異なります。
n 仮想マシンの移行： 移行する仮想マシンの名前、ソース ホスト （仮想マシンが現在実行されているホ

スト）、ターゲット ホスト （仮想マシンの移行先ホスト）。
n ホストの電源状態の変更： パワーオンまたはパワーオフするホストの名前。

理由 推奨の理由。DRS が仮想マシンの移行またはホストの電源状態の遷移を推奨する理由。理由は、次のいず
れかに関連します。

n 平均 CPU またはメモリ負荷分散を均衡させる。
n DRS （アフィニティまたは非アフィニティ） ルールに従う。
n ホストがメンテナンス モードに入る。
n 電力消費を減らす。

n 特定のホストをパワーオフする。

n クラスタ容量を増加させる

n CPU またはメモリの予約のバランスを取る。
n 予約されていない容量の維持。

DRS 推奨は、vCenter Server を使用した場合にのみ、構成が可能です。移行は、vSphere Client を ESX/ESXi ホストに
直接接続した場合には使用できません。移行機能を使用するには、vCenter Server でホストを管理してください。

DRS 障害ページ

[DRS]  タブの  [障害]  ページには、DRS アクションの推奨 （手動モードの場合）、または DRS 推奨の適用 （自動モード
の場合） を阻止した障害が表示されます。

[DRS]  タブの  [障害]  ボタンをクリックすると、このページに移動できます。

問題の表示は、含むテキスト ボックスを使用してカスタマイズできます。テキスト ボックスの横にあるドロップダウン
ボックスから検索基準 （ [時刻] 、 [問題] 、 [ターゲット] ） を選択し、関連するテキスト文字列を入力します。

問題をクリックすると、具体的な障害やそれにより阻止した推奨事項など、問題の詳細を表示できます。障害の名前をク

リックすると、DRS トラブルシューティング ガイドで、障害の詳細な説明が表示されます。また、 [DRS トラブルシュー
ティング ガイドの表示]  をクリックすると、 [障害]  ページからこのガイドにアクセスできます。

それぞれの障害ごとに、DRS は 表 7-5 に示す情報を提供します。

表 7-5.  DRS の障害ページ

フィールド 説明

時刻 障害が発生した時点のタイムスタンプ。

問題 推奨の作成または適用を阻止した条件についての説明。このフィールドを選択すると、関連する障

害の詳細が問題の詳細ボックスに表示されます。

ターゲット 意図されたアクションのターゲット。

DRS の履歴ページ

[DRS]  タブの履歴ページには、DRS 推奨の結果として実行された最近のアクションが表示されます。

[DRS]  タブの  [履歴]  ボタンをクリックすると、このページに移動できます。

それぞれのアクションごとに、DRS は 表 7-6 に示す情報を提供します。
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表 7-6.  DRS の履歴ページ

フィールド 説明

DRS アクション 実行されたアクションの詳細。

時刻 アクションが発生した時点のタイムスタンプ。

デフォルトでは、このページの情報は 4 時間保持され、セッション間で保持されます （一度ログアウトしてから再度ログ
インした場合も、この情報は利用可能です）。

最近のアクションの表示は、含むテキスト ボックスを使用してカスタマイズできます。テキスト ボックスの横にあるド
ロップダウン ボックスから、検索基準 （ [DRS アクション] 、 [時刻] ） を選択し、関連するテキスト文字列を入力して
ください。
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NUMA システムと ESX/ESXi の併用 8
ESX/ESXi は、NUMA （Non-Uniform Memory Access） をサポートするサーバ アーキテクチャで、Intel と AMD
Opteron のプロセッサのメモリ アクセス最適化をサポートします。

ESX/ESXi における NUMA のスケジュール設定の実行方法と VMware NUMA アルゴリズムの機能を理解すれば、NUMA
制御を指定して、仮想マシンのパフォーマンスを最適化できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n NUMA とは (P. 71)

n ESX/ESXi の NUMA スケジュール設定の機能 (P. 72)

n VMware NUMA 最適化のアルゴリズムと設定 (P. 73)

n NUMA アーキテクチャでのリソース管理 (P. 74)

n NUMA 制御の指定 (P. 75)

NUMA とは

NUMA システムは、複数のシステム バスを持つ高度なサーバ プラットフォームです。単一のシステム イメージ内で多数
のプロセッサを利用でき、コスト パフォーマンスに優れています。

この 10 年間、プロセッサのクロック速度は劇的に上昇しました。しかし、マルチギガヘルツ CPU は、その処理能力を効
果的に使用するために、大量のメモリ バンド幅とともに提供されなければなりません。科学計算アプリケーションなどの
メモリ集約型のワークロードを実行する単一 CPU でさえ、メモリ バンド幅によって制約される場合があります。

この問題は、対称型マルチプロセシング （SMP） システムで深刻になり、同じシステム バス上で多くのプロセッサがバ
ンド幅を奪い合うことになります。一部のハイエンド システムでは、高速データ バスの構築によってこの問題を解決し
ようとします。しかし、そのような解決策は高価であり、スケーラビリティが制限されます。

NUMA は、高性能接続を使用してコスト効率の高いいくつかの小型のノードをリンクする別の方法です。各ノードには、
小型の SMP システムのように、プロセッサとメモリが含まれます。ただし、高度なメモリ コントローラにより、ノード
はほかのすべてのノード上のメモリを使用でき、単一のシステム イメージを作成します。プロセッサ自身のノード内にな
いメモリ （リモート メモリ） にプロセッサがアクセスする場合、ローカル メモリのアクセスよりも低速な NUMA 接続
を通じてデータを転送する必要があります。テクノロジーの名前が示唆するように、メモリ アクセスの時間は一定ではなく、
メモリの場所およびメモリにアクセスするノードによって異なります。

オペレーティング システムについての課題

NUMA アーキテクチャは、単一のシステム イメージを提供するので、特別な最適化を行わずにオペレーティング システ
ムを実行できることがよくあります。たとえば、Windows 2000 は IBM x440 上で完全にサポートされますが、NUMA
とともに使用するようには設計されていません。
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このようなオペレーティング システムを NUMA プラットフォーム上で使用することには、多くの欠点があります。リモート
メモリ アクセスの遅延が大きいと、データがローカル ノードに転送されるのを常に待つため、プロセッサの使用率が低
いままになることがあり、メモリ バンド幅の要求の高いアプリケーションにとって NUMA 接続がボトルネックになるこ
とがあります。

さらに、そのようなシステムでのパフォーマンスは、変動が大きくなる場合があります。たとえば、1 回のベンチマーク
実行においてローカルに配置されたメモリがアプリケーションにあるが、以後の実行ではそのすべてのメモリがリモート

ノード上に配置される場合、パフォーマンスが変動します。この現象により、キャパシティ プランニングが困難になるこ
とがあります。最後に、プロセッサのクロックが複数のノード間で同期しない場合があるので、クロックを直接読み取る

アプリケーションが正しく動作しないことがあります。

一部のハイエンド UNIX システムは、コンパイラとプログラミング ライブラリ内で NUMA 最適化のサポートを提供します。
このサポートでは、ソフトウェア開発者が、最適なパフォーマンスのためにプログラムをチューニングおよび再コンパイ

ルする必要があります。1 つのシステムを最適化しても、同じシステムの次の世代において適切に機能することは保証さ
れません。ほかのシステムでは、アプリケーションを実行するノードを管理者が明示的に決定することが許可されています。

これは、メモリの 100 パーセントがローカルであることを要求する特定のアプリケーションにとっては許容可能かもしれ
ませんが、管理の負担が発生し、ワークロードが変化した場合にノード間で不均衡が発生することがあります。

理想的なのは、修正を行うことなくただちにアプリケーションが利益を得られるように、システム ソフトウェアが透過な
NUMA サポートを提供することです。システムは、管理者が常に介入する必要がなく、ローカル メモリを最大限に使用し、
プログラムをインテリジェントにスケジュール設定する必要があります。最後に、公平性またはパフォーマンスを阻害す

ることなく、状態の変化に適切に対応する必要があります。

ESX/ESXi の NUMA スケジュール設定の機能

ESX/ESXi は、高度な NUMA スケジューラを使用して、プロセッサの負荷とメモリの局所性またはプロセッサの負荷バ
ランスを動的に均衡させます。

1 NUMA スケジューラによって管理される各仮想マシンは、ホーム ノードに割り当てられます。ホーム ノードは、シ
ステム リソース割り当てテーブル （SRAT） に示されたとおりにプロセッサとローカル メモリを含む、システムの
NUMA ノードの 1 つです。

2 メモリが仮想マシンに割り当てられる場合、ESX/ESXi ホストは、ホーム ノードから優先的にメモリを割り当てます。

3 NUMA スケジューラは、システム負荷の変化に対応するために、仮想マシンのホーム ノードを動的に変更できます。
NUMA スケジューラは、プロセッサの負荷不均衡を減らすために、新しいホーム ノードに仮想マシンを移行するこ
とがあります。このためにより多くのメモリがリモートになる場合があるので、NUMA スケジューラは、仮想マシ
ンのメモリを動的に新しいホーム ノードに移行して、メモリの局所性を向上させることがあります。NUMA スケ
ジューラは、ノード間で仮想マシンをスワップすると全体的なメモリの局所性が高まる場合、そのようなスワップを

行うこともあります。

一部の仮想マシンは、ESX/ESXi の NUMA スケジューラによって管理されません。たとえば、仮想マシンのプロセッサ
アフィニティを手動で設定する場合、NUMA スケジューラがその仮想マシンを管理できないことがあります。1 つのハー
ドウェア ノード上で使用可能な物理プロセッサ コアの数よりも多くの仮想プロセッサを持つ仮想マシンは、自動的に管
理できません。NUMA スケジューラによって管理されない仮想マシンであっても、正常に動作します。ただし、それら
の仮想マシンは ESX/ESXi の NUMA 最適化の利点を得られません。

ESX/ESXi における NUMA のスケジュール設定とメモリ配置のポリシーは、すべての仮想マシンを透過的に管理できるため、
管理者は、ノード間で仮想マシンのバランスをとることの複雑さを明示的に処理する必要はありません。

最適化は、ゲスト OS のタイプにかかわらずにシームレスに機能します。ESX/ESXi は、NUMA ハードウェアをサポート
しない仮想マシン （Windows NT 4.0 など） にも、NUMA サポートを提供します。結果的に、レガシー オペレーティング
システムであっても新しいハードウェアを利用できます。
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VMware NUMA 最適化のアルゴリズムと設定

このセクションでは、アプリケーションのパフォーマンスを最大化しながらリソース保証を維持するために ESX/ESXi が
使用するアルゴリズムと設定について説明します。

ホーム ノードと初期配置

仮想マシンがパワーオンされると、ESX/ESXi がその仮想マシンにホーム ノードを割り当てます。仮想マシンはホーム
ノード内のプロセッサ上でのみ実行され、新しく割り当てられるメモリもホーム ノードから得られます。

仮想マシンのホーム ノードが変化しないかぎり、仮想マシンはローカル メモリだけを使用して、ほかの NUMA ノードへ
のリモート メモリ アクセスに伴うパフォーマンス上のペナルティを回避します。

新しい仮想マシンは最初にラウンド ロビン方式でホーム ノードに割り当てられ、最初の仮想マシンが最初のノードに行き、2
番目の仮想マシンが 2 番目のノードに行くといった具合に続きます。このポリシーにより、システムのすべてのノード間
でメモリが均等に使用されることが保証されます。

一部のオペレーティング システム （Windows Server 2003 など） では、初期配置と呼ばれるこのレベルの NUMA サ
ポートを提供します。ベンチマーク構成などの単一のワークロードだけを実行するシステムでは、それで十分な場合があり、

これは、システムのアップタイムの経過とともに変化することはありません。ただし、初期配置は、ワークロードの変化

をサポートすることが期待されるデータ センター クラスのシステムの優れたパフォーマンスと公平性を保証するほど十
分に高度なものではありません。

初期配置のみのシステムの弱点を理解するには、管理者が 4 台の仮想マシンを起動し、システムがそのうちの 2 台を最初
のノードに配置する例を考慮してください。2 番目の 2 台の仮想マシンは、2 番目のノードに配置されます。2 番目のノー
ド上の 2 台の仮想マシンが両方とも停止した場合、またはそれらの仮想マシンがアイドルになった場合、すべての負荷が
最初のノードに置かれ、システムが完全に不均衡になります。残りの仮想マシンの 1 台を 2 番目のノード上でリモートで
実行することをシステムが許可したとしても、そのすべてのメモリが元のノード上に残るので、システムは深刻なパフォー

マンスのペナルティを被ります。

動的ロード バランシングとページの移行

ESX/ESXi は、従来の初期配置方法を動的な再バランシング アルゴリズムと統合します。システムは、定期的に （デフォ
ルトでは 2 秒ごとに） さまざまなノードの負荷を調べて、仮想マシンをあるノードから別のノードに移動することによっ
て負荷を再バランシングするべきかどうかを判定します。

公平性またはリソース資格に違反しないでパフォーマンスを向上させるために、この計算では、仮想マシンとリソース

プールのリソース設定が考慮されます。

リバランサは、適切な仮想マシンを選択して、そのホーム ノードを負荷が最小のノードに変更します。可能な場合、リバ
ランサは、すでに一部のメモリがターゲット ノード上に配置されている仮想マシンを移動します。そこから先は （仮想
マシンが再び移動されないかぎり）、仮想マシンがその新しいホーム ノード上にメモリを割り当てて、新しいホーム ノー
ド内のプロセッサ上でのみ実行されます。

再バランシングは、公平性を維持して、すべてのノードが完全に使用されるようにするための効果的な解決策です。リバ

ランサは、メモリをほとんどまたはまったく割り当てなかったノードに仮想マシンを移動しなければならない場合があり

ます。その場合、仮想マシンは、大量のリモート メモリ アクセスに伴うパフォーマンス上のペナルティを被ります。ESX/
ESXi は、仮想マシンの元のノードから新しいホーム ノードへメモリを透過に移行することによって、このペナルティを
排除できます。

1 システムは、元のノード上のページ （連続するメモリの 4KB） を選択し、そのデータをターゲット ノード内のペー
ジにコピーします。

2 システムは、ターゲット ノード上のページを以後のすべての参照に使用してリモート メモリ アクセスのペナルティ
を排除するように、仮想マシン監視レイヤーとプロセッサのメモリ管理ハードウェアを使用して仮想マシンのメモリ

ビューをシームレスに再マッピングします。
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仮想マシンが新しいノードに移動するとき、ESX/ESXi ホストはすぐに、この方法によるメモリの移行を開始します。仮
想マシンのリモート メモリの残りがほとんどない場合やターゲット ノードの使用可能な空きメモリがほとんどない場合
は特に、ESX/ESXi ホストは、この速度を管理してシステムに過度な負担をかけないようにします。このメモリ移行アル
ゴリズムは、仮想マシンが短期間だけ新しいノードに移動される場合は ESX/ESXi ホストがメモリを不必要に移動しない
ことも保証します。

初期配置、動的再バランシング、およびインテリジェントなメモリ移行が共同で動作する場合、ワークロードの変化があっ

ても、NUMA システム上での良好なメモリ パフォーマンスがそれらの動作によって保証されます。主要なワークロード
の変化が発生した場合、たとえば、新しい仮想マシンが起動された場合、システムは再調整に時間をかけて、仮想マシン

とメモリを新しい場所に移行します。短期間 （通常は数秒または数分） でシステムは再調整を完了し、安定状態に達します。

NUMA 用に最適化された透過的なページ共有

仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供する ESX/ESXi ワークロードは、いくつもあります。

たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンスを実行していたり、同じアプリケーションまたはコ
ンポーネントをロードしていたり、共通のデータを含んでいたりすることがあります。このような場合、ESX/ESXi シス
テムは、専用の透過的なページ共有技法を使用してメモリ ページの冗長コピーを安全に削除します。メモリの共有により、
仮想マシンで実行しているワークロードが消費するメモリが、物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなるこ

とがよくあります。結果的に、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートできます。

ESX/ESXi システムの透過的なページ共有も、NUMA システム上で使用するために最適化されています。NUMA システ
ムでは、ページはノードごとに共有されるので、各 NUMA ノードは、数多く共有されたページの独自のローカル コピー
を持ちます。仮想マシンは、共有ページを使用する場合、リモート メモリにアクセスする必要がありません。

NUMA ノード間および NUMA ノード内でのメモリ ページの共有

VMkernel.Boot.sharePerNode オプションは、メモリ ページを単一の NUMA ノードの中でのみ共有 （デデュープ） で
きるか、それとも複数の NUMA ノードにわたって共有できるかを制御します。

VMkernel.Boot.sharePerNode はデフォルトでオンになり、同一ページは同じ NUMA ノード内でのみ共有されます。
これにより、共有ページへのすべてのアクセスがローカル メモリを使用するので、メモリの局所性が向上します。

注意   デフォルトの動作は、以前の ESX のすべてのバージョンと同じです。

VMkernel.Boot.sharePerNode オプションをオフにすると、同一ページを異なる NUMA ノード間で共有できます。こ
れにより、共有とデデュープの量が増え、メモリの局所性を犠牲として全体的なメモリ消費を低減できます。メモリが制

約された環境、たとえば VMware View が導入された環境などでは、多数の類似した仮想マシンがデデュープの機会を提
示し、NUMA ノード間でのページ共有が非常にメリットがある場合があります。

NUMA アーキテクチャでのリソース管理

さまざまなタイプの NUMA アーキテクチャでリソース管理を行うことができます。NUMA プラットフォームを備え、業
界標準のオペレーティング システムをサポートするシステムには、AMD CPU または IBM Enterprise X-Architecture
に基づくシステムがあります。

IBM Enterprise X-Architecture
NUMA をサポートするアーキテクチャの 1 つに、IBM Enterprise X-Architecture があります。

IBM Enterprise X-Architecture は、4 つまでのノードを持つサーバをサポートします （IBM の用語では、CEC または
SMP Expansion Complex とも呼ばれます）。各ノードは最大 4 つの Intel Xeon MP プロセッサを持つことができます
（合計で 16 個の CPU）。次世代の IBM eServer x445 は、Enterprise X-Architecture の強化バージョンを使用し、最大 4
つの Xeon MP プロセッサを持つ 8 つのノード （合計で 32 個の CPU） を持てるように拡張されています。第 3 世代の
IBM eServer x460 は、同様のスケーラビリティを提供しますが、64 ビット Xeon MP プロセッサもサポートします。こ
れらのすべてのシステムの高いスケーラビリティは、IBM のハイエンドの POWER4 ベース pSeries サーバと共有される、
Enterprise X-Architecture の NUMA 設計に由来します。
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AMD Opteron ベースのシステム

AMD Opteron ベースのシステム （HP ProLiant DL585 Server など） も、NUMA サポートを提供します。

ノード インタリービングの BIOS 設定は、システムが NUMA システムのように動作するか、Uniform Memory
Architecture （UMA） システムのように動作するかを決定します。テクノロジー サマリを説明した 『HP ProLiant
DL585 Server』 を参照してください。また、HP Web サイトで 『HP ROM-Based Setup Utility User Guide』 も参照
してください。

デフォルトではノード インタリービングは無効なので、各プロセッサが自身のメモリを持ちます。BIOS はシステム リ
ソース割り当てテーブル （SRAT） を構築するので、ESX/ESXi ホストはシステムを NUMA として検出し、NUMA 最適
化を適用します。ノード インタリービング （インタリーブ メモリとも呼びます） を有効にした場合、BIOS は SRAT を
構築しないので、ESX/ESXi ホストはシステムを NUMA として検出しません。

現在供給されている Opteron プロセッサは、ソケットあたり 4 つまでのコアを持ちます。ノード メモリが有効な場合、
Opteron プロセッサ上のメモリは、各ソケットがいくらかのローカル メモリを持つように分割されますが、ほかのソケッ
トのメモリはリモートです。シングルコア Opteron システムは、NUMA ノードあたり 1 つのプロセッサを持ち、デュア
ルコア Opteron システムは、NUMA ノードあたり 2 つのプロセッサを持ちます。

（2 つの仮想プロセッサを持つ） SMP 仮想マシンは、シングルコアを持つ NUMA ノード （シングルコア Opteron プロ
セッサなど） 内には常駐できません。これは、ESX/ESXi NUMA スケジューラがそれらの仮想マシンを管理できないこ
とも意味します。NUMA スケジューラによって管理されない仮想マシンであっても、正常に動作します。ただし、それ
らの仮想マシンは ESX/ESXi の NUMA 最適化の利点を得られません。（単一の仮想プロセッサを持つ） ユニプロセッサ
仮想マシンは、単一の NUMA ノード内に常駐でき、ESX/ESXi NUMA スケジューラによって管理されます。

注意   小型の Opteron システムの場合、NUMA 再バランシングは、スケジューる設定の公平性を確保するためにデフォ
ルトで無効になっています。Numa.RebalanceCoresTotal と Numa.RebalanceCoresNode の各オプションを使用して、
この動作を変更します。

NUMA 制御の指定

メモリを大量に使用するアプリケーションがある場合、または仮想マシンの台数が少ない場合、仮想マシンの CPU とメ
モリの配置を明示的に指定することによってパフォーマンスを最適化できます。

これは、仮想マシンがメモリ集約型のワークロード （メモリ内データベース、または大きいデータ セットを持つ科学計
算アプリケーションなど） を実行する場合に役に立ちます。システムのワークロードが単純で変化しないことがわかって
いる場合も、NUMA の配置を手動で最適化できます。たとえば、同様のワークロードを持つ 8 台の仮想マシンを実行する 8
プロセッサ システムは、明示的に簡単に最適化できます。

注意   ほとんどの状況において、ESX/ESXi ホストの自動 NUMA 最適化で良好なパフォーマンスが得られます。

ESX/ESXi には NUMA 配置用のコントロールが 2 セット備わっているため、管理者が仮想マシンのメモリとプロセッサ
の配置を操作できます。

vSphere Client では、2 つのオプションを指定できます。

CPU アフィニティ 仮想マシンが特定のノード上のプロセッサだけを使用します。

メモリ アフィニティ サーバが特定のノード上のメモリだけを割り当てます。

仮想マシンの起動前に両方のオプションを設定した場合、仮想マシンは選択されたノード上でのみ実行され、そのすべて

のメモリはローカルに割り当てられます。

管理者は、仮想マシンの実行が始まったあとで仮想マシンを手動で別のノードに移動することもできます。この場合、仮

想マシンの前のノードからのメモリを新しいノードに移動できるように、仮想マシンのページ移行速度も手動で設定する

必要があります。
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手動の NUMA 配置は、システムのプロセッサ リソースの公平なシェアを各仮想マシンに与えることを試みる ESX/ESXi
のリソース管理アルゴリズムを妨害することがあります。たとえば、プロセッサ集約型のワークロードを持つ 10 台の仮
想マシンを 1 つのノードに手動で配置し、2 台の仮想マシンだけを手動で別のノードに配置した場合、システムは、12
台の仮想マシンすべてに均等にシステムのリソースのシェアを与えることはできません。

注意   resxtop （または esxtop） ユーティリティのメモリ パネルに、NUMA 構成情報を表示できます。

CPU アフィニティを使用した、仮想マシンと単一の NUMA ノードとの関連付け

仮想マシンを単一の NUMA ノード上の CPU 番号に関連付けることによって、仮想マシン上のアプリケーションのパフォー
マンスを向上できることがあります （手動 CPU アフィニティ）。

手順

1 vSphere Client を使用し、仮想マシンを右クリックして、 [設定の編集]  を選択します。

2 仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスで、 [リソース]  タブを選択し、 [CPU の詳細]  を選択します。

3 スケジュール設定のアフィニティ パネルで、異なる NUMA ノードの CPU アフィニティを設定します。

注意   NUMA ノード内のすべてのプロセッサのボックスを手動で選択する必要があります。CPU アフィニティは、
ノード単位ではなくプロセッサ単位で指定します。

メモリ アフィニティを使用した、メモリ割り当てと NUMA ノードとの関連付け

仮想マシン上の将来のすべてのメモリ割り当てが、単一の NUMA ノードに関連付けられたページを使用することを指定
できます （手動メモリ アフィニティとも呼ばれます）。仮想マシンがローカル メモリを使用する場合、その仮想マシン上
でパフォーマンスが向上します。

注意   将来のメモリ割り当てに使用するノードを指定するのは、CPU アフィニティも指定した場合だけにしてください。
メモリ アフィニティの設定だけを手動で変更すると、自動 NUMA 再バランシングが適切に動作しなくなります。

手順

1 vSphere Client を使用し、仮想マシンを右クリックして、 [設定の編集]  を選択します。

2 仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスで、 [リソース]  タブを選択し、 [メモリ]  を選択します。

3 NUMA メモリのアフィニティ パネルでメモリ アフィニティを設定します。
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例 8-1.  単一の NUMA ノードへの仮想マシンのバインド

次の例は、8 方向サーバ上の 2 方向の仮想マシン用に最後の 4 つの物理 CPU を単一の NUMA ノードに手動バインドす
る場合を示しています。

CPU （たとえば、4、5、6、7） は、物理 CPU 番号です。

1 vSphere Client のインベントリ パネルで仮想マシンを選択し、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  を選択し、 [詳細]  をクリックします。

3 [構成パラメータ]  ボタンをクリックします。

4 vSphere Client で、プロセッサ 4、5、6、7 の CPU アフィニティをオンにします。

次に、この仮想マシンをノード 1 上でのみ実行するとします。

1 vSphere Client のインベントリ パネルで仮想マシンを選択し、 [設定の編集]  をクリックします。

2 [オプション]  を選択し、 [詳細]  をクリックします。

3 [構成パラメータ]  ボタンをクリックします。

4 vSphere Client で、NUMA ノードのメモリ アフィニティを 1 に設定します。

これらの 2 つのタスクを完了すると、仮想マシンが NUMA ノード 1 でのみ実行されるようになり、可能な場合、仮想マ
シンが同じノードからメモリを割り当てるようになります。
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パフォーマンス監視ユーティリティ：
resxtop および esxtop A

resxtop および esxtop コマンドライン ユーティリティは、ESX/ESXi のリソースの使用状況をリアルタイムで詳細に
表示します。どちらのユーティリティも、3 つのモード、対話形式 （デフォルト）、バッチ、再生のいずれかで起動できます。

resxtop と esxtop の基本的な違いは、resxtop はリモート （またはローカル） で使用でき、esxtop はローカルの ESX
ホストのサービス コンソールからのみ起動できるという点にあります。

この付録では次のトピックについて説明します。

n esxtop ユーティリティの使用 (P. 79)

n resxtop ユーティリティの使用 (P. 79)

n 対話モードでの esxtop または resxtop の使用 (P. 80)

n バッチ モードの使用 (P. 94)

n 再生モードの使用 (P. 95)

esxtop ユーティリティの使用

esxtop ユーティリティは ESX ホストのサービス コンソールでのみ稼働し、使用するには root ユーザー権限が必要です。

必要なオプションを使用して、コマンドを入力します。

esxtop [-] [h] [v] [b] [s] [a] [c filename] [R vm-support_dir_path]  [d delay] [n iter]

esxtop ユーティリティは、デフォルト構成を .esxtop4rc から読み取ります。この構成ファイルは、8 つの行で構成
されます。

最初の 7 行には、CPU、メモリ、ストレージ アダプタ、ストレージ デバイス、仮想マシン ストレージ、ネットワーク、
および割り込みパネルの各パネルにどのフィールドをどの順序で表示するかを指定する小文字と大文字があります。これ

らの文字は、それぞれの esxtop パネルのフィールド パネルまたは順序パネル内の文字に対応します。

8 行目には、ほかのオプションについての情報が含まれます。最も重要な点は、構成をセキュア モードで保存した場
合、.esxtop4rc ファイルの 7 行目から s を削除しないとインセキュアな esxtop を得られないことです。値は、更新
間の遅延時間を指定します。対話モードでは、c、m、d、u、v、n、または I を入力すると、esxtop がどのパネルで起
動するかが決まります。

注意   .esxtop4rc ファイルを編集しないでください。代わりに、実行中の esxtop プロセス内でフィールドと順序を
選択し、変更を加え、W 対話コマンドを使用してこのファイルを保存してください。

resxtop ユーティリティの使用

resxtop ユーティリティは、vSphere CLI コマンドです。

vSphere CLI コマンドを使用するには、vSphere CLI パッケージをダウンロードしてインストールするか、vSphere
Management Assistant （vMA） を ESX/ESXi ホストまたは vCenter Server システムにデプロイする必要があります。
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設定が終わったら、コマンド ラインから resxtop を起動します。リモート接続の場合は、ESX/ESXi ホストに直接接続
するか、vCenter Server を介して接続できます。

コマンドライン オプションは、（R オプションを除けば） esxtop と同じですが、ほかにも次の接続オプションがあります。

注意   resxtop は、ほかの vSphere CLI コマンドと共有のオプションをすべては使用しません。

表 A-1.  resxtop コマンドライン オプション

オプション 説明

[server] 接続先リモート ホストの名前 （必須）。ESX/ESXi ホストに直接接続する場合は、そのホスト
の名前を使用します。ESX/ESXi ホストへの接続が間接的である （つまり vCenter Server を
介する） 場合は、このオプションに vCenter Server システムの名前を使用します。

[vihost] 間接的に （vCenter Server を介して） 接続する場合は、このオプションに接続先の ESX/ESXi
ホストの名前を含める必要があります。ESX/ESXi ホストに直接接続する場合は、このオプ
ションを使用しません。

[portnumber] リモート サーバの接続先ポート番号。デフォルト ポートは 443 です。サーバで変更されてい
ない場合、このオプションは不要です。

[username] リモート ホストに接続するときに認証されるユーザー名。リモート サーバは、パスワードを
入力するプロンプトも表示します。

resxtop はローカル ESX/ESXi ホスト上でも使用でき、その場合は、コマンド ラインで server オプションを省略すれば、
コマンドはデフォルトで localhost になります。

対話モードでの esxtop または resxtop の使用

デフォルトでは、resxtop および esxtop は対話モードで実行されます。対話モードでは、別々のパネルに統計情報が
表示されます。

各パネルで、ヘルプ メニューを使用できます。

対話モードのコマンドライン オプション

対話モードでは、esxtop および resxtop を使用してさまざまなコマンドライン オプションを使用できます。

表 A-2 に、対話モードで使用できるコマンドライン オプションを示します。

表 A-2.  対話モードのコマンドライン オプション

オプション 説明

h resxtop （または esxtop） のコマンドライン オプションのヘルプを表示します。

v resxtop （または esxtop） のバージョン番号を表示します。

s resxtop （または esxtop） をセキュア モードで呼び出します。セキュア モードでは、更新間の遅延を
指定する -d コマンドは無効です。

d 更新間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時間は 2 秒です。変更するには、対話コマンド s
を使用します。2 秒未満の遅延を指定した場合、遅延は 2 秒に設定されます。

n 反復回数。表示を n 回更新して、終了します。

サーバ 接続するリモート サーバ ホストの名前 （resxtop でのみ必須）。

portnumber リモート サーバの接続先ポート番号。デフォルト ポートは 443 です。サーバで変更されていない場合、この
オプションは不要です （resxtop のみ）。

username リモート ホストに接続するときに認証されるユーザー名。リモート サーバは、パスワードを入力するプロン
プトも表示します （resxtop のみ）。
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表 A-2.  対話モードのコマンドライン オプション (続き)

オプション 説明

a すべての統計情報を表示します。このオプションは、構成ファイルの設定をオーバーライドして、すべての統

計情報を表示します。構成ファイルのデフォルトは、~/.esxtop4rc 構成ファイル、またはユーザー定義の構
成ファイルです。

c<<filename>> ユーザー定義の構成ファイルをロードします。-c オプションを使用しない場合、デフォルトの構成ファイル名は
~/.esxtop4rc です。独自の構成ファイルを作成して別のファイル名を指定するには、単一キー対話コマンドの W
を使用します。

共通の統計情報の説明

resxtop （または esxtop） を対話モードで実行している場合、異なるパネルにいくつかの統計情報が表示されます。
次の統計情報は、4 つのパネルすべてにおいて共通です。

アップタイム行は、4 つの各 resxtop （または esxtop） パネルの最上部にあり、現在時刻、最後のリブートからの時間、
現在実行中のワールドの数、および負荷平均が表示されます。ワールドは、ESX/ESXi VMkernel のスケジュール可能な
エンティティであり、ほかのオペレーティング システムのプロセスまたはスレッドと同様です。

その下に、過去 1 分間、5 分間、および 15 分間の負荷平均が表示されます。負荷平均では、実行中と実行準備完了の両
方のワールドが考慮されます。負荷平均が 1.00 の場合、すべての物理 CPU が完全に使用されていることを意味します。
負荷平均が 2.00 の場合は、現在使用可能な物理 CPU の 2 倍の数の物理 CPU を ESX/ESXi システムが必要としている可
能性があることを意味します。同様に、負荷平均が 0.50 の場合は、ESX/ESXi システム上の物理 CPU が半分使用されて
いることを意味します。

統計情報の列と順序のページ

対話モードでは、表示されるフィールドの順序を定義できます。

f、F、o、または O を押すと、最上部の行のフィールドの順序と、フィールドの内容についての短い説明が明記された
ページが表示されます。フィールドに対応するフィールド文字列内の文字が大文字の場合、そのフィールドが表示されます。

フィールドの説明の前のアスタリスクは、フィールドが表示されるかどうかを表します。

フィールドの順序は、文字列内の文字の順序に対応します。

フィールド選択パネルでは、次のことができます。

n 対応する文字を押すことでフィールドの表示を切り替えられます。

n 対応する大文字を押すことでフィールドを左に移動できます。

n 対応する小文字を押すことでフィールドを右に移動できます。

対話モードの単一キー コマンド

対話モードで実行している場合、resxtop （または esxtop） はいくつかの単一キー コマンドを認識します。

対話モードのパネルはすべて、表 A-3 に一覧表示されているコマンドを認識します。コマンド ラインで s オプションを
指定した場合、更新間の遅延を指定するコマンドは無効になります。ソートの対話コマンドは、すべて降順でソートします。

表 A-3.  対話モードの単一キー コマンド

キー 説明

h また
は ?

現在のパネルのヘルプ メニューを表示し、コマンドの概略と、セキュア モードの状態を示します。

space 現在のパネルをただちに更新します。

^L 現在のパネルを消去し、再描画します。

f または F 統計情報の列 （フィールド） を現在のパネルに追加するか、現在のパネルから削除するためのパネルを表示します。

o または
O

現在のパネル上で統計情報の列の順序を変更するためのパネルを表示します。
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表 A-3.  対話モードの単一キー コマンド (続き)

キー 説明

# 表示する統計情報の行数の入力を求めてきます。0 より大きい値の場合、表示する行数の自動判定がオーバーライドされます。
これはウィンドウ サイズの測定に基づきます。1 つの resxtop （または esxtop） パネルでこの値を変更した場合、4 つ
のパネルすべてに変更が影響します。

s 更新間の遅延を秒単位で入力するよう求めてきます。値は、マイクロ秒まで認識されます。デフォルト値は 5 秒です。最小値は 2
秒です。このコマンドは、セキュア モードでは使用できません。

W 現在の設定を esxtop （または resxtop） 構成ファイルに書き込みます。構成ファイルに書き込む場合、この方法が推奨され
ます。デフォルトのファイル名は、-c オプションで指定されたファイル名です。-c オプションを使用していない場合は、
~/.esxtop4rc です。この W コマンドで生成されるプロンプトで、別のファイル名を指定することもできます。

q 対話モードを終了します。

c CPU リソース使用率パネルに切り替えます。

m メモリ リソース使用率パネルに切り替えます。

d ストレージ （ディスク） アダプタ リソース使用率パネルに切り替えます。

u ストレージ （ディスク） デバイス リソース使用率画面に切り替えます。

v ストレージ （ディスク） 仮想マシン リソース使用率画面に切り替えます。

n ネットワーク リソース使用率パネルに切り替えます。

I 割り込みパネルに切り替えます。

CPU パネル

CPU パネルには、サーバ全体の統計情報と、個々のワールド、リソース プール、および仮想マシンの CPU 使用率の統計
情報が表示されます。

リソース プール、実行中の仮想マシン、またはほかのワールドは、グループと呼ばれることもあります。仮想マシンに属
するワールドの場合、実行中の仮想マシンについての統計情報が表示されます。その他のすべてのワールドは、それらを

含むリソース プールに論理的に統合されます。

表 A-4 に、このパネルに表示される統計情報について説明します。

表 A-4.   CPU パネルの統計情報

行 説明

PCPU USED （%） PCPU は、物理ハードウェア実行コンテキストです。ハイパースレッドが利用できないか無効になっている場合、
PCPU は物理 CPU コアになり、ハイパースレッドが有効になっている場合は論理 CPU （LCPU または SMT ス
レッド） になります。
PCPU USED （%） には、次のものが表示されます。
n PCPU あたりの CPU 使用率
n すべての PCPU での平均 CPU 使用率
CPU 使用率 （%USED） は、最後に画面が更新されてから使用されている PCPU の公称周波数の割合です。こ
の値は、この PCPU で実行されたワールド用の %USED の合計値と同じです。
注意   PCPU が公称 （定格） 周波数よりも高い周波数で実行している場合、PCPU USED （%） は 100% を超
えます。

PCPU UTIL （%） PCPU は、物理ハードウェア実行コンテキストです。ハイパースレッドが利用できないか無効になっている場合、
PCPU は物理 CPU コアになり、ハイパースレッドが有効になっている場合は論理 CPU （LCPU または SMT ス
レッド） になります。
PCPU UTIL （%） は、PCPU がアイドル状態ではないリアル タイムの割合を表し （Raw PCPU 使用率）、PCPU
あたりの CPU 使用率と PCPU 全体の平均 CPU 使用率を表示します。
注意   PCPU UTIL （%） は、電力管理テクノロジーまたはハイパースレッドが原因で、PCPU USED （%） と
異なる場合があります。
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表 A-4.   CPU パネルの統計情報 (続き)

行 説明

CCPU （%） ESX サービス コンソールによって報告された合計 CPU 時間のパーセンテージ。このフィールドは、ESXi を使
用している場合は表示されません。

n us： ユーザー時間のパーセンテージ。
n sy： システム時間のパーセンテージ。
n id： アイドル時間のパーセンテージ。
n wa： 待機時間のパーセンテージ。
n cs/sec： サービス コンソールによって記録された、1 秒あたりのコンテキスト スイッチ。

ID 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンのリソース プール ID または仮想マシン ID、または実行
中のワールドのワールド ID。

GID 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンのリソース プール ID。

NAME 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンの名前、または実行中のワールドの名前。

NWLD 実行中のワールドのリソース プール内または仮想マシン内のメンバーの数。対話コマンド e （対話コマンドを参照）
を使用してグループを展開している場合、結果的に生じるすべてのワールドの NWLD は 1 です （コンソール
リソース プールなどの一部のリソース プールは、メンバーを 1 つしか持ちません）。

%STATE TIMES 次のパーセンテージからなる CPU 統計情報のセット。ワールドの場合、パーセンテージは、1 つの物理 CPU
コアのパーセンテージです。

%USED リソース プール、仮想マシン、またはワールドによって使用されている物理 CPU コアのパーセンテージ。%USED
は、実行中の CPU コアの周波数によって変化する場合があります。CPU コアの周波数が低い場合、%USED は
%RUN よりも小さくなります。ターボ モードをサポートする CPU では、CPU の周波数は公称 （定格） 周波
数よりも高くなり、%USED も %RUN より大きくなります。

%SYS 割り込みの処理とその他のシステム アクティビティの実行のために、リソース プール、仮想マシン、またはワー
ルドに代わって ESX/ESXi VMkernel 内で消費された時間のパーセンテージ。この時間は、%USED を計算する
のに使用された時間の一部です。

%WAIT リソース プール、仮想マシン、またはワールドが、ブロック状態またはビジー待機状態で消費した時間のパーセ
ンテージ。このパーセンテージは、リソース プール、仮想マシン、またはワールドがアイドル状態だった時間の
パーセンテージを含みます。

%IDLE リソース プール、仮想マシン、またはワールドがアイドル状態だった時間のパーセンテージ。リソース プール、
仮想マシン、またはワールドが何らかのイベントを待っていた時間のパーセンテージを見るには、%WAIT から
このパーセンテージを引きます。VCPU ワールドの差 （%WAIT - %IDLE） は、ゲスト I/O 待機時間を見積も
るのに使用できます。VCPU ワールドを検出するには、単一キー コマンド e を使用して仮想マシンを展開し、
「vcpu」 で始まるワールド NAME を探します （VCPU ワールドは I/O イベントだけでなく、ほかのイベント
を待つ場合があるので、この測定結果は単なる見積もりにすぎません）。

%RDY リソース プール、仮想マシン、またはワールドの実行準備が完了していたが、実行するために CPU リソースに
提供されていなかった時間のパーセンテージ。

%MLMTD （上限） リソース プール、仮想マシン、またはワールドを実行するとリソース プール、仮想マシン、またはワールドの
制限の設定に違反するために、ESX/ESXi VMkernel がリソース プール、仮想マシン、またはワールドを意図的
に実行しなかった時間のパーセンテージ。リソース プール、仮想マシン、またはワールドは、実行がこの方法で
防止された場合でも実行の準備ができているので、%MLMTD （上限） の時間は %RDY の時間に含まれます。

%SWPWT リソース プールまたはワールドが、ESX/ESXi VMkernel によるメモリのスワップを待機するために消費する時
間のパーセンテージ。%SWPWT （スワップ待ち） 時間は、%WAIT 時間に含まれます。

EVENT COUNTS/s 1 秒あたりのイベント レートからなる CPU 統計情報のセット。これらの統計情報は、VMware の内部専用の情
報です。

CPU ALLOC 次の CPU 割り当て構成パラメータからなる CPU 統計情報のセット。

AMIN リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の  [予約] 。

AMAX リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の  [制限] 。-1 の値は制限なしを意味します。

ASHRS リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の  [シェア] 。

SUMMARY STATS 次の CPU 構成パラメータと統計情報からなる CPU 統計情報のセット。これらの統計情報はワールドにのみ該当し、
仮想マシンまたはリソース プールには該当しません。

AFFINITY BIT MASK ワールドの現在のスケジュール設定のアフィニティを表示するビット マスク。
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表 A-4.   CPU パネルの統計情報 (続き)

行 説明

HTSHARING 現在のハイパースレッド構成。

CPU resxtop （または esxtop） がこの情報を取得した時点で、ワールドを実行していた物理または論理プロ
セッサ。

HTQ ワールドが現在隔離されているかどうかを示します。N は 「いいえ」、Y は 「はい」 を意味します。

TIMER/s このワールドのタイマー レート。

%OVRLP リソース プール、仮想マシン、またはワールドがスケジュール設定されている最中に、異なるリソース プール、
仮想マシン、またはワールドに代わってそのリソース プール、仮想マシン、またはワールドのスケジュール設定
中に消費されたシステム時間のパーセンテージ。この時間は、%SYS には含まれません。たとえば、仮想マシン A
が現在スケジュールの設定中で、仮想マシン B のネットワーク パケットが ESX/ESXi VMkernel によって処理
される場合、消費される時間は、仮想マシン A の %OVRLP および仮想マシン B の %SYS として表示されます。

%RUN スケジュール設定された合計時間のパーセンテージ。この時間では、ハイパースレッドとシステム時間はわかり

ません。ハイパースレッドの有効なサーバでは、%RUN が %USED の 2 倍の大きさになることがあります。

%CSTP 同時にスケジュール設定が解除された作動可能な状態で、リソース プールが費やした時間のパーセンテージ。
（注： この統計情報は、VMware での使用目的でのみ表示されることがあります。）

表示は、表 A-5 に示されている単一キー コマンドを使用して変更できます。

表 A-5.  CPU パネルの単一キー コマンド

コマンド 説明

e CPU 統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。
展開表示には、リソース プールまたは仮想マシンに属する個々のワールドによって分割された CPU リソース使用率
統計情報が含まれます。個々のワールドのすべてのパーセンテージは、単一の物理 CPU のパーセンテージです。
次の例を考えてみます。

n リソース プールによる %Used が 2 方向サーバ上で 30% の場合、リソース プールは 2 つの物理 CPU の 30
パーセントを使用しています。

n リソース プールに属するワールドによる %Used が 2 方向サーバ上で 30% の場合、ワールドは 1 つの物理 CPU の
30 パーセントを使用しています。

U リソース プールまたは仮想マシンの %Used 列によって、リソース プール、仮想マシン、およびワールドをソート
します。

R リソース プールまたは仮想マシンの %RDY 列によって、リソース プール、仮想マシン、およびワールドをソートします。

N リソース プール、仮想マシン、およびワールドを GID 列によってソートします。これがデフォルトのソート順序です。

V 仮想マシン インスタンスのみを表示します。

L 表示される NAME 列の長さを変更します。

メモリ パネル

メモリ パネルには、サーバ全体とグループのメモリ使用率の統計情報が表示されます。CPU パネルと同様に、グループは、
メモリを消費しているリソース プール、実行中の仮想マシン、またはその他のワールドに対応します。

メモリ パネルの最上部にある最初の行には、現在時刻、最後のリブートからの時間、現在実行中のワールドの数、および
メモリ オーバーコミットの平均が表示されます。メモリ オーバーコミットの平均は、過去 1 分間、5 分間、および 15 分
間について表示されます。メモリ オーバーコミットが 1.00 の場合、100 パーセントのメモリ オーバーコミットを意味します。
「メモリのオーバーコミット (P. 24)」 を参照してください。
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表 A-6.  メモリ パネルの統計情報

フィールド 説明

PMEM （MB） サーバのマシン メモリ統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。

total サーバ内のマシン メモリの合計量。

cos ESX サービス コンソールに割り当てられたマシン メモリの量。

vmk ESX/ESXi VMkernel によって使用されているマシン メモリの量。

other ESX サービス コンソールと ESX/ESXi VMkernel 以外のすべてによって
使用されているマシン メモリの量。

free 空きマシン メモリの量

VMKMEM （MB） ESX/ESXi VMkernel のマシン メモリ統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。

managed ESX/ESXi VMkernel によって管理されているマシン メモリの合計量。

min free ESX/ESXi VMkernel が空きにしておこうとするマシン メモリの最小量。

rsvd リソース プールによって現在予約されているマシン メモリの合計量。

ursvd 現在未予約のマシン メモリの合計量。

state 現在のマシン メモリの可用性状態。値は、high、soft、hard、low のい
ずれかです。high はマシン メモリにプレッシャーがかかっていないこと、
low はかかっていることを意味します。

COSMEM （MB） ESX サービス コンソールが報告したメモリ統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。こ
のフィールドは、ESXi を使用している場合は表示されません。

free アイドル メモリの量。

swap_t 構成された合計スワップ。

swap_f スワップ フリーの量。

r/s is メモリがディスクからスワップ インされる速度。

w/s メモリがディスクにスワップされる速度。

NUMA （MB） ESX/ESXi の NUMA 統計情報を表示します。この行は ESX/ESXi ホストが NUMA サーバで実行されて
いる場合にのみ表示されます。値はすべてメガバイト単位です。

サーバ内の NUMA ノードごとに 2 つの統計情報が表示されます。
n ESX/ESXi によって管理されている、NUMA ノード内のマシン メモリの合計量。
n 現在空きである、ノード内のマシン メモリの量 （括弧内）。

PSHARE （MB） ESX/ESXi のページ共有統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。

shared 共有されている物理メモリの量。

common ワールド間で共通のマシン メモリの量。

saving ページ共有によって節約されたマシン メモリの量。

SWAP （MB） ESX/ESXi のスワップ使用率統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。

curr 現在のスワップ使用率。

target ESX/ESXi システムが予想するスワップ使用率。

r/s メモリが ESX/ESXi システムによってディスクからスワップ インされる
速度。

w/s メモリが ESX/ESXi システムによってディスクにスワップされる速度。
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表 A-6.  メモリ パネルの統計情報 (続き)

フィールド 説明

MEMCTL （MB） メモリ バルーン統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。

curr vmmemctl モジュールを使用して解放する物理メモリの合計量。

target vmmemctl モジュールを使用して解放することを ESX/ESXi ホストが試
みる物理メモリの合計量。

max vmmemctl モジュールを使用して ESX/ESXi ホストが解放できる物理メ
モリの最大量。

AMIN このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ予約。

AMAX このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ制限。-1 の値は  [制限なし]  を意味します。

ASHRS このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ シェア。

NHN リソース プールまたは仮想マシンの現在のホーム ノード。この統計情報は、NUMA システム上でのみ
有効です。仮想マシンにホーム ノードがない場合、ダッシュ （-） が表示されます。

NRMEM （MB） 仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられている現在のリモート メモリ量。この統計情報は、NUMA
システム上でのみ有効です。

N% L ローカルの仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられているメモリの現在のパーセンテージ。

MEMSZ （MB） リソース プールまたは仮想マシンに割り当てられている物理メモリの量。

GRANT （MB） リソース プールまたは仮想マシンにマッピングされたゲスト物理メモリの量。消費されたホスト マシン
メモリは、GRANT から SHRDSVD を引いた値に相当します。

SZTGT （MB） ESX/ESXi VMkernel がリソース プールまたは仮想マシンに割り当てようとしているマシン メモリの量。

TCHD （MB） リソース プールまたは仮想マシンの作業セットの見積もり。

%ACTV ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これは瞬時値です。

%ACTVS ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これは低速移動平均です。

%ACTVF ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これは高速移動平均です。

%ACTVN ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これは概算値です （この統計情報は、
VMware での使用目的でのみ表示されることがあります）。

MCTL? メモリ バルーン ドライバがインストールされているかどうか。 [N]  が 「いいえ」、 [Y]  が 「はい」 を
意味します。

MCTLSZ （MB） バルーニングの方法によってリソース プールから解放された物理メモリの量。

MCTLTGT （MB） バルーニングの方法によって ESX/ESXi システムがリソース プールまたは仮想マシンから解放を試みる
物理メモリの量。

MCTLMAX （MB） バルーニングの方法によって ESX/ESXi システムがリソース プールまたは仮想マシンから解放できる物
理メモリの最大量。この最大量は、ゲスト OS のタイプに依存します。

SWCUR （MB） このリソース プールまたは仮想マシンの現在のスワップ使用率。

SWTGT （MB） ESX/ESXi ホストが予想する、リソース プールまたは仮想マシンによるスワップ使用率のターゲット。

SWR/s （MB） リソース プールまたは仮想マシンのディスクから ESX/ESXi ホストがメモリをスワップ インする速度。

SWW/s （MB） リソース プールまたは仮想マシンのメモリを ESX/ESXi ホストがディスクにスワップする速度。

CPTRD （MB） チェックポイント ファイルから読み取られたデータの量。

CPTTGT （MB） チェックポイント ファイルのサイズ。

ZERO （MB） リソース プールまたは仮想マシンの、消去された物理ページ。

SHRD （MB） リソース プールまたは仮想マシンの、共有された物理ページ。

SHRDSVD （MB） リソース プールまたは仮想マシンの共有ページのために保存されたマシン ページ。

OVHD （MB） リソース プールの現在のスペース オーバーヘッド。
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表 A-6.  メモリ パネルの統計情報 (続き)

フィールド 説明

OVHDMAX （MB） リソース プールまたは仮想マシンによって招来される可能性がある最大スペース オーバーヘッド。

OVHDUW （MB） ユーザー ワールドの現在のスペース オーバーヘッド （この統計情報は、VMware での使用目的でのみ
表示されることがあります）。

GST_NDx （MB） NUMA ノード x のリソース プールに割り当てられたゲスト メモリ。この統計情報は NUMA システム
上でのみ有効です。

OVD_NDx （MB） NUMA ノード x のリソース プールに割り当てられた VMM オーバーヘッド メモリ。この統計情報は NUMA
システム上でのみ有効です。

表 A-7 に、メモリ パネルで使用できる対話コマンドを表示します。

表 A-7.  メモリ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

M リソース プールまたは仮想マシンを Group Mapped 列によってソートします。

B リソース プールまたは仮想マシンを Group Memctl 列によってソートします。

N リソース プールまたは仮想マシンを GID 列によってソートします。これがデフォルトのソート順序です。

V 仮想マシン インスタンスのみを表示します。

L 表示される NAME 列の長さを変更します。

ストレージ アダプタ パネル

ストレージ アダプタ パネルの統計情報は、デフォルトではストレージ アダプタごとに集約されます。統計情報は、ストレージ
チャネル、ターゲット、または LUN ごとに表示することもできます。

ストレージ アダプタ パネルには、表 A-8 で示す情報が表示されます。

表 A-8.  ストレージ アダプタ パネルの統計情報

列 説明

ADAPTR ストレージ アダプタの名前。

CID ストレージ アダプタのチャネル ID。この ID が表示されるのは、対応するアダプタが展開されている場合だけです。
後述の対話コマンド e を参照してください。

TID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット ID。この ID が表示されるのは、対応するアダプタとチャネルが展開
されている場合だけです。後述の対話コマンド e と a を参照してください。

LID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット LUN ID。この ID が表示されるのは、対応するアダプタ、チャネル、
およびターゲットが展開されている場合だけです。後述の対話コマンド e、a、および t を参照してください。

NCHNS チャネル数。

NTGTS ターゲット数。

NLUNS LUN 数。

NWDS ワールド数。

BLKSZ バイト単位のブロック サイズ。この統計情報は、LUN にのみ該当します。

AQLEN ストレージ アダプタのキューの深さ。アダプタ ドライバがサポートするよう構成されている ESX/ESXi VMkernel
のアクティブなコマンドの最大数。

LQLEN LUN のキューの深さ。LUN が持つことができる ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドの最大数。

%USD ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドによって使用されているキューの深さ （アダプタ、LUN、または
ワールド） のパーセンテージ。

LOAD ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドと ESX/ESXi VMkernel のキュー コマンドの、キューの深さ （アダ
プタ、LUN、またはワールド） に対する比率。
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表 A-8.  ストレージ アダプタ パネルの統計情報 (続き)

列 説明

ACTV ESX/ESXi VMkernel 内の現在アクティブなコマンド数。

QUED ESX/ESXi VMkernel 内の現在キューに入っているコマンド数。

CMDS/s 1 秒あたりのコマンド発行数。

READS/s 1 秒あたりの読み取りコマンド発行数。

WRITES/s 1 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト/秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト/秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス遅延。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 遅延。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均仮想マシン オペレーティング システム遅延。

DAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス読み取り遅延。

KAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 読み取り遅延。

GAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 読み取り遅延。

DAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス書き込み遅延。

KAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 書き込み遅延。

GAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 書き込み遅延。

QAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均キュー遅延。

QAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均キュー遅延。

QAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均キュー遅延。

ABRTS/s 1 秒あたりのアボートされたコマンド数。

RESETS/s 1 秒あたりのリセットされたコマンド数。

PAECMD/s 1 秒あたりの PAE （物理アドレス拡張） コマンド数。

PAECP/s 1 秒あたりの PAE コピー数。

SPLTCMD/s 1 秒あたりの分割コマンド数。

SPLTCP/s 1 秒あたりの分割コピー数。

表 A-9 に、ストレージ アダプタ パネルで使用できる対話コマンドを表示します。

表 A-9.  ストレージ アダプタ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e ストレージ アダプタ統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開されたストレージ アダプタに属する
個々のチャネルによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名の入力を求
めてきます。

P ストレージ アダプタ統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開されたストレージ アダプタに属する
パスによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ統計情報にはまとめません。
アダプタ名の入力を求めてきます。

a ストレージ チャネル統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開されたストレージ チャネルに属する
個々のターゲットによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名とチャネル ID
の入力を求めてきます。チャネル自体を展開する前に、チャネル アダプタを展開する必要があります。

t ストレージ ターゲット統計情報の展開表示モードと非展開表示モードを切り替えます。展開されたストレージ ター
ゲットに属する個々のパスによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名、
チャネル ID、ターゲット ID の入力を求めてきます。ターゲット自体を展開する前に、ターゲット チャネルとアダ
プタを展開する必要があります。
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表 A-9.  ストレージ アダプタ パネルの対話コマンド (続き)

コマンド 説明

r READS/s 列によってソートします。

w WRITES/s 列によってソートします。

R MBREAD/s read 列によってソートします。

T MBWRTN/s written 列によってソートします。

N まず ADAPTR 列でソートし、次に各 ADAPTR で CID 列でソートし、次に各 CID で TID 列でソートし、次に各 TID で
LID 列でソートし、最後に各 LID で WID 列でソートします。これがデフォルトのソート順序です。

ストレージ デバイス パネル

ストレージ デバイス パネルには、サーバ全体のストレージ使用率の統計情報が表示されます。

デフォルトで、情報はストレージ デバイスごとにグループ化されます。パスごと、ワールドごと、またはパーティション
ごとに統計情報をグループ化することもできます。

表 A-10.  ストレージ デバイス パネルの統計情報

列 説明

DEVICE ストレージ デバイスの名前。これには NFS データストアも含まれます。NFS 統計情報の詳細については、「NFS
統計情報 (P. 91)」 を参照してください。

PATH パス名。この名前は、対応するデバイスがパスに展開されている場合にのみ表示されます。後述の対話コマンド p
を参照してください。

WORLD ワールド ID。この ID は、対応するデバイスがワールドに展開されている場合にのみ表示されます。後述の対話コ
マンド e を参照してください。ワールド統計情報は、各デバイスのワールドごとです。

PARTITION パーティション ID。この ID は、対応するデバイスがパーティションに展開されている場合にのみ表示されます。
後述の対話コマンド t を参照してください。

NPH パス数。

NWD ワールド数。

NPN パーティション数。

SHARES シェア数。この統計情報は、ワールドにのみ該当します。

BLKSZ バイト単位のブロック サイズ。

NUMBLKS デバイスのブロック数。

DQLEN ストレージ デバイスのキューの深さ。デバイスがサポートするよう構成されている ESX/ESXi VMkernel のアク
ティブなコマンドの最大数です。

WQLEN ワールドのキューの深さ。ワールドが保有することを許可されている、ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマ
ンドの最大数です。これは、ワールドのデバイスあたりの最大数です。対応するデバイスがワールドに展開されて

いる場合にのみ有効です。

ACTV ESX/ESXi VMkernel 内の現在アクティブなコマンドの数。この統計情報は、ワールドおよびデバイスにのみ該当
します。

QUED ESX/ESXi VMkernel 内の現在キューに入っているコマンドの数。この統計情報は、ワールドおよびデバイスにの
み該当します。

%USD ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドによって使用されているキューの深さのパーセンテージ。この統計
情報は、ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

LOAD ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドと ESX/ESXi VMkernel のキュー コマンドの、キューの深さに対す
る比率。この統計情報は、ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

CMDS/s 1 秒あたりのコマンド発行数。

READS/s 1 秒あたりの読み取りコマンド発行数。
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表 A-10.  ストレージ デバイス パネルの統計情報 (続き)

列 説明

WRITES/s 1 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト/秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト/秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス遅延。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 遅延。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 遅延。

QAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均キュー遅延。

DAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス読み取り遅延。

KAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 読み取り遅延。

GAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 読み取り遅延。

QAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均キュー読み取り遅延。

DAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス書き込み遅延。

KAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 書き込み遅延。

GAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 書き込み遅延。

QAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均キュー書き込み遅延。

ABRTS/s 1 秒あたりのアボートされたコマンド数。

RESETS/s 1 秒あたりのリセットされたコマンド数。

PAECMD/s 1 秒あたりの PAE コマンド数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

PAECP/s 1 秒あたりの PAE コピー数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

SPLTCMD/s 1 秒あたりの分割コマンド数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

SPLTCP/s 1 秒あたりの分割コピー数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

表 A-11 に、ストレージ デバイス パネルで使用できる対話コマンドを表示します。

表 A-11.  ストレージ デバイス パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e ストレージ ワールド統計情報を展開、またはまとめます。このコマンドを使用して、展開されたストレージ デバイ
スに属する個々のワールドによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。デバイス名
の入力を求めてきます。統計情報は、各デバイスのワールドごとです。NFS には該当しません。

p ストレージ パス統計情報を展開、またはまとめます。このコマンドを使用して、展開されたストレージ デバイスに
属する個々のパスによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。デバイス名の入力を
求めてきます。NFS には該当しません。

t ストレージ パーティション統計情報を展開、またはまとめます。このコマンドを使用して、展開されたストレージ
デバイスに属する個々のパーティションによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。
デバイス名の入力を求めてきます。NFS には該当しません。

r READS/s 列によってソートします。

w WRITES/s 列によってソートします。

R MBREAD/s 列によってソートします。

T MBWRTN 列によってソートします。
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表 A-11.  ストレージ デバイス パネルの対話コマンド (続き)

コマンド 説明

N 最初に DEVICE 列でソートし、次に PATH、WORLD、PARTITION 列でソートします。これがデフォルトのソート
順序です。

L 表示される DEVICE 列の長さを変更します。

NFS 統計情報

ESX 4.0 Update 2 では、esxtop を使用して NFS 統計情報を確認できます。

n データストア名の先頭に {NFS} を追加することで NFS データストアを表示できます。

n NFS 以外のディスク デバイスの場合、表示されたデバイスを展開またはロールアップできます。NFS ディスク デバ
イスの場合、展開またはロールアップ機能はありません。

n NFS 統計情報は、r、w、および N コマンドなどの表示のソートに含まれます。

n NFS では利用できない統計情報は、- と表示されます。

仮想マシン ストレージ パネル

このパネルには、仮想マシン中心のストレージ統計情報が表示されます。

デフォルトで、統計情報はリソース プールごとに集約されます。1 台の仮想マシンには対応する 1 つのリソース プール
があるため、実際に、パネルには統計情報が仮想マシンごとに表示されます。統計情報をワールドごと、または各デバイ

スのワールドごとに表示することもできます。

表 A-12.  仮想マシン ストレージ パネルの統計情報

列 説明

ID 実行中のワールドのリソース プールのリソース プール ID、または実行中のワールドのワールド ID。

GID 実行中のワールドのリソース プールのリソース プール ID。

NAME 実行中のワールドのリソース プールの名前、または実行中のワールドの名前。

デバイス ストレージ デバイス名。この名前は、対応するワールドがデバイスに展開されている場合にのみ表示されます。後
述の対話コマンド I を参照してください。

NWD ワールド数。

NDV デバイス数。この数は、対応するリソース プールがワールドに展開されている場合にのみ有効です。

SHARES シェア数。この統計情報は、ワールドにのみ該当します。対応するリソース プールがワールドに展開されている場
合にのみ有効です。

BLKSZ バイト単位のブロック サイズ。対応するワールドがデバイスに展開されている場合にのみ有効です。

NUMBLKS デバイスのブロック数。対応するワールドがデバイスに展開されている場合にのみ有効です。

DQLEN ストレージ デバイスのキューの深さ。デバイスがサポートするよう構成されている ESX/ESXi VMkernel のアク
ティブなコマンドの最大数です。表示される数は、対応するワールドがデバイスに展開されている場合にのみ有効です。

WQLEN ワールドのキューの深さ。この列には、ワールドが保有することを許可されている ESX/ESXi VMkernel のアクティ
ブなコマンドの最大数が表示されます。この数は、対応するワールドがデバイスに展開されている場合にのみ有効

です。これは、ワールドのデバイスあたりの最大数です。

ACTV ESX/ESXi VMkernel 内の現在アクティブなコマンドの数。この数は、ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

QUED ESX/ESXi VMkernel 内の現在キューに入っているコマンドの数。この数は、ワールドおよびデバイスにのみ該当し
ます。

%USD ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドによって使用されているキューの深さのパーセンテージ。この数は、
ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

LOAD ESX/ESXi VMkernel のアクティブなコマンドと ESX/ESXi VMkernel のキュー コマンドの、キューの深さに対す
る比率。この数は、ワールドおよびデバイスにのみ該当します。
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表 A-12.  仮想マシン ストレージ パネルの統計情報 (続き)

列 説明

CMDS/s 1 秒あたりのコマンド発行数。

READS/s 1 秒あたりの読み取りコマンド発行数。

WRITES/s 1 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト/秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト/秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス遅延。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 遅延。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 遅延。

QAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均キュー遅延。

DAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス読み取り遅延。

KAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 読み取り遅延。

GAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 読み取り遅延。

QAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均キュー読み取り遅延。

DAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス書き込み遅延。

KAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX/ESXi VMkernel 書き込み遅延。

GAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 書き込み遅延。

QAVG/wr 書き込み処理あたりのミリ秒単位の平均キュー書き込み遅延。

ABRTS/s 1 秒あたりのアボートされたコマンド数 （ミリ秒単位）。

RESETS/s 1 秒あたりのリセットされたコマンド数 （ミリ秒単位）。

表 A-13 に、仮想マシン ストレージ パネルで使用できる対話コマンドを表示します。

表 A-13.  仮想マシン ストレージ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e ストレージ ワールド統計情報を展開、またはまとめます。グループに属する個々のワールドによって分割され
たストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。グループ ID の入力を要求されます。統計情報は
ワールドごとです。

l ストレージ デバイス （LUN） 統計情報を展開、またはまとめます。展開されたワールドに属する個々のデバ
イスによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。ワールド ID の入力を要求さ
れます。

V 仮想マシン インスタンスのみを表示します。

r READS/s 列によってソートします。

w WRITES/s 列によってソートします。

R MBREAD/s 列によってソートします。

T MBWRTN/s 列によってソートします。

N 最初に仮想マシン列によってソートし、次に WORLD 列によってソートします。これがデフォルトのソート
順序です。

L 表示される NAME 列の長さを変更します。
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ネットワーク パネル

ネットワーク パネルには、サーバ全体のネットワーク使用率の統計情報が表示されます。

統計情報は、構成された各仮想ネットワーク デバイスのポートごとに配列されます。物理ネットワーク アダプタの統計
情報については、物理ネットワーク アダプタが接続されたポートに対応する行を参照してください。特定の仮想マシン内
で構成された仮想ネットワーク アダプタの統計情報については、仮想ネットワーク アダプタが接続されたポートに対応
する行を参照してください。

表 A-14.  ネットワーク パネルの統計情報

列 説明

PORT-ID 仮想ネットワーク デバイス ポート ID。

UPLINK Y は、対応するポートがアップリンクであることを意味します。N は、そうではないことを意味します。

UP Y は、対応するリンクが稼動していることを意味します。N は、そうではないことを意味します。

SPEED メガビット/秒単位でのリンク速度。

FDUPLX Y は、対応するリンクが完全なデュプレックスで動作していることを意味します。N は、そうではないことを意味します。

USED-BY 仮想ネットワーク デバイス ポート ユーザー。

DTYP 仮想ネットワーク デバイス タイプ。H はハブを意味し、S はスイッチを意味します。

DNAME 仮想ネットワーク デバイス名。

PKTTX/s 1 秒あたりの送信パケット数。

PKTRX/s 1 秒あたりの受信パケット数。

MbTX/s 送信されたメガビット/秒。

MbRX/s 受信されたメガビット/秒。

%DRPTX ドロップされた送信パケットのパーセンテージ。

%DRPRX ドロップされた受信パケットのパーセンテージ。

TEAM-PNIC チーム アップリンクに使用された物理 NIC の名前。

表 A-15 に、ネットワーク パネルで使用できる対話コマンドを表示します。

表 A-15.  ネットワーク パネルの対話コマンド

コマンド 説明

T Mb Tx 列によってソートします。

R Mb Rx 列によってソートします。

t Packets Tx 列によってソートします。

r Packets Rx 列によってソートします。

N PORT-ID 列によってソートします。これがデフォルトのソート順序です。

L 表示される DNAME 列の長さを変更します。
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割り込みパネル

割り込みパネルには、割り込みベクトルの使用に関する情報が表示されます。

表 A-16.  割り込みパネルの統計情報

列 説明

VECTOR 割り込みベクトル ID。

COUNT/s 1 秒あたりの合計割り込み数。この値は、すべての CPU カウントの累計です。

COUNT_x CPU x 上の 1 秒あたりの割り込み数。

TIME/int 割り込みあたりの平均処理時間 （マイクロ秒単位）。

TIME_x CPU x 上での割り込みあたりの平均処理時間 （マイクロ秒単位）。

DEVICES 割り込みベクトルを使用しているデバイス。割り込みベクトルがデバイスに有効でない場合は、デバイス名が < と >
で囲まれます。

バッチ モードの使用

バッチ モードでは、リソース使用率の統計情報を収集して、ファイルに保存できます。

バッチ モードの準備ができると、esxtop または resxtop をこのモードで使用できます。

バッチ モードの準備

バッチ モードで実行するには、最初にバッチ モードの準備が必要です。

手順

1 resxtop （または esxtop） を対話モードで実行します。

2 各パネルで、必要な列を選択します。

3 W 対話コマンドを使用して、この構成をファイル （デフォルトでは~/.esxtop4rc） に保存します。

これで、resxtop （または esxtop） をバッチ モードで使用できるようになりました。

バッチ モードでの esxtop または resxtop の使用

バッチ モードの準備ができると、esxtop または resxtop をこのモードで使用できます。

手順

1 resxtop （または esxtop） を起動して、出力をファイルにリダイレクトします。

例：

esxtop -b > my_file.csv

ファイル名には、.csv の拡張子が必要です。ユーティリティでは強制されませんが、後処理ツールで必要になります。

2 バッチ モードで収集した統計情報は、Microsoft Excel や Perfmon などのツールを使用して処理します。

バッチ モードでは、resxtop （または esxtop） は対話コマンドを受け付けません。バッチ モードでは、ユーティリ
ティは、要求された回数を反復するまで （詳細については、次のコマンドライン オプション n を参照）、または  [Ctrl]  +  [C]
を押してプロセスを終了するまで、動作します。
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バッチ モードのコマンドライン オプション

バッチ モードでコマンドライン オプションを使用できます。

バッチ モードでは、表 A-17 で示すコマンドライン オプションを使用できます。

表 A-17.  バッチ モードのコマンドライン オプション

オプション 説明

a すべての統計情報を表示します。このオプションは、構成ファイルの設定をオーバーライドして、すべての統

計情報を表示します。構成ファイルのデフォルトは、~/.esxtop4rc 構成ファイル、またはユーザー定義
の構成ファイルです。

b バッチ モードで resxtop （または esxtop） を実行します。

c<<filename>> ユーザー定義の構成ファイルをロードします。-c オプションを使用しない場合、デフォルトの構成ファイル名は
~/.esxtop4rc です。独自の構成ファイルを作成して別のファイル名を指定するには、単一キー対話コマンドの W
を使用します。

d 統計情報スナップショット間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時間は 2 秒です。2 秒未満の
遅延を指定した場合、遅延は 2 秒に設定されます。

n 反復回数。resxtop （または esxtop） は、統計情報をこの回数だけ収集および保存してから終了します。

サーバ 接続するリモート サーバ ホストの名前 （resxtop でのみ必須）。

portnumber リモート サーバの接続先ポート番号。デフォルト ポートは 443 です。サーバで変更されていない場合、この
オプションは不要です （resxtop のみ）。

username リモート ホストに接続するときに認証されるユーザー名。パスワードを要求するプロンプトもリモート サーバ
から表示されます （resxtop のみ）。

再生モードの使用

再生モードでは、esxtop は、vm-support を使用して収集したリソース使用率の統計情報を再生します。

再生モードの準備ができると、esxtop をこのモードで使用できます。vm-support の man ページを参照してください。

再生モードでは、esxtop は対話モードと同じ対話コマンドのセットを受け付け、vm-support が収集した読み取り対
象のスナップショットがなくなるまで、または指定された回数の反復を完了するまで、動作します。

再生モードの準備

再生モードで実行するには、再生モードの準備が必要です。

手順

1 ESX サービス コンソールで、vm-support をスナップショット モードで実行します。

次のコマンドを使用します。

vm-support -S -d duration -I interval

2 作成された tar ファイルを、esxtop が再生モードで使用できるように、unzip および untar します。

これで、esxtop を再生モードで使用できるようになりました。

再生モードでの esxtop の使用

esxtop を再生モードで使用できます。

ESX サービス コンソール以外でも、再生モードは実行できます。再生モードを実行すると、バッチ モードと同じ形式で
出力を作成できます （次のコマンドライン オプション b を参照）。
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手順

u 再生モードを有効にするには、コマンドライン プロンプトで次のように入力します。

esxtop -R <vm-support_dir_path>

再生モードのコマンドライン オプション

再生モードでコマンドライン オプションを使用できます。

表 A-18 に、esxtop 再生モードで使用可能なコマンドライン オプションを一覧表示します。

表 A-18.  再生モードのコマンドライン オプション

オプション 説明

R vm-support によって収集されたスナップショットのディレクトリへのパス。

a すべての統計情報を表示します。このオプションは、構成ファイルの設定をオーバーライドして、すべての

統計情報を表示します。構成ファイルのデフォルトは、~/.esxtop4rc 構成ファイル、またはユーザー
定義の構成ファイルです。

b esxtop をバッチ モードで実行します。

c<<filename>> ユーザー定義の構成ファイルをロードします。-c オプションを使用しない場合、デフォルトの構成ファイ
ル名は ~/.esxtop4rc です。独自の構成ファイルを作成して別のファイル名を指定するには、単一キー対話
コマンドの W を使用します。

d パネル更新間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時間は 2 秒です。2 秒未満の遅延を指定
した場合、遅延は 2 秒に設定されます。

n 反復回数。esxtop は、表示をこの回数だけ更新してから終了します。
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詳細属性 B
ホストまたは個々の仮想マシンの詳細属性を設定すると、リソース管理をカスタマイズできます。

ほとんどの場合、基本的なリソース割り当て設定 （ [予約] 、 [制限] 、 [シェア] ） を変更するか、デフォルト設定をその
まま使用することで、適切なリソース割り当てが行われます。ただし、詳細属性を使用すると、ホストまたは特定の仮想

マシンのリソース管理をカスタマイズできます。

この付録では次のトピックについて説明します。

n ホストの詳細属性の設定 (P. 97)

n 仮想マシンの詳細属性の設定 (P. 99)

ホストの詳細属性の設定

ホストの詳細属性を設定できます。

注意   ホストの詳細属性の設定は、上級ユーザーのみが行うことを推奨します。ほとんどの場合、デフォルトの設定で最
適な結果が得られます。

手順

1 vSphere Client インベントリ パネルで、カスタマイズするホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックします。

3 [ソフトウェア]  メニューで、 [詳細設定]  をクリックします。

4 詳細設定ダイアログ ボックスで適切な項目 （たとえば、 [CPU]  または  [メモリ] ） を選択し、右側のパネルをスク
ロールして属性を探し、変更します。

CPU の詳細属性

CPU の詳細属性を使用して、CPU のリソース使用率をカスタマイズできます。

表 B-1.  CPU の詳細属性

属性 説明

CPU.MachineClearThreshold ハイパースレッドの有効なホストを使用している場合、この値を  [0]  に設定すると、隔
離が無効になります。

Power.CpuPolicy この属性をデフォルト値の  [固定]  に設定すると、VMkernel は CPU 電力管理状態を直
接設定せず、BIOS からの要求にのみ応答します。このポリシーを有効にする （動的に設
定する） と、VMkernel は現在の使用率に基づいて、適切な電力管理状態を動的に選択
します。これにより、パフォーマンスを低下させずに電力を節約できます。電力管理をサ

ポートしていないシステムでこのオプションを有効にすると、エラー メッセージが表示
されます。
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メモリの詳細属性

メモリの詳細属性を使用して、メモリのリソース使用率をカスタマイズできます。

表 B-2.  メモリの詳細属性

属性 説明 デフォルト

Mem.CtlMaxPercent vmmemctl を使用して、仮想マシンから解放されるメモリの最大量を、構
成されたメモリ サイズのパーセンテージに基づいて制限します。 [0]  を指
定すると、すべての仮想マシンについて vmmemctl を使用して解放を無効
にします。

65

Mem.ShareScanTime ページを共有するタイミングを調べるために、仮想マシン全体をスキャンす

る時間を分単位で指定します。デフォルトは 60 分です。
60

Mem.ShareScanGHz 使用可能なホストの CPU リソース 1 GHz あたりについて、ページを共有す
るタイミングを調べるためにスキャンするメモリ ページの最大量 （1 秒あ
たり） を指定します。
デフォルトは、1 GHz あたり 4MB/秒です。

4

Mem.IdleTax アイドル メモリ税率をパーセンテージで指定します。この税は、事実上、仮
想マシンが有効に使用しているメモリよりも多くのアイドル メモリを仮想マ
シンに請求します。税率が 0 パーセントの場合は、作業セットを無視する割
り当てポリシーを定義し、シェアに基づいて厳密にメモリを割り当てます。

税率を高くすると、非生産的にアイドル メモリを蓄えている仮想マシンから
アイドル メモリを再割り当てできる割り当てポリシーになります。

75

Mem.SamplePeriod 作業セット サイズを見積もるためにメモリ動作が監視される、定期的な時間
間隔を指定します。これは仮想マシン実行時間の秒数で測定されます。

60

Mem.BalancePeriod メモリの自動再割り当ての定期的な時間間隔を秒単位で指定します。空きメ

モリ量の大幅な変更によっても、再割り当てが開始されます。

15

Mem.AllocGuestLargePage このオプションを  [1]  に設定すると、ゲストの大きなページをホストの大
きなページで補助できます。TLB ミスを減らし、ゲストの大きなページを使
用するサーバ ワークロードのパフォーマンスを向上させます。0 = 無効。

1

Mem.AllocUsePSharePool
および

Mem.AllocUseGuestPool

これらのオプションを  [1]  にすると、メモリの断片化が減少します。ホスト
メモリが断片化されていると、ホストの大きなページの利用可能率が低下し

ます。これらのオプションによって、ゲストの大きなページをホストの大き

なページで補助できる可能性を高めます。0 = 無効。

1

LPage.LPageDefragEnable このオプションを  [1]  に設定すると、大容量ページのデフラグを有効にで
きます。0 = 無効。

1

LPage.LPageDefragRateVM 1 台の仮想マシンが 1 秒間に試みる大容量ページのデフラグの最大回数。可
能な値の範囲は 1 ～ 1024 です。

2

LPage.LPageDefragRateTotal 1 秒間に試みる大容量ページのデフラグの最大回数。可能な値の範囲は 1 ～
10240 です。

8

LPage.LPageAlwaysTryForNPT このオプションを  [1]  に設定すると、ネストしたページ テーブル （NPT）
に常に大きなページの割り当てを試みることができます。0 = 無効。
このオプションを有効にすると、すべてのゲスト メモリは、ネストしたページ
テーブルを使用するマシン （たとえば、AMD Barcelona など） で大きな
ページによって補助されます。NPT が使用可能でない場合は、ゲスト メモ
リの一部のみが大きなページで補助されます。

1
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NUMA の詳細属性

NUMA の詳細属性を使用して、NUMA の使用率をカスタマイズできます。

表 B-3.  NUMA の詳細属性

属性 説明 デフォルト

Numa.RebalanceEnable すべての NUMA 再バランシングと仮想マシンの初期配置を無効に
して、NUMA スケジュール設定システムを実質的に無効にするに
は、このオプションを  [0]  に設定します。

1

Numa.PageMigEnable このオプションを  [0]  に設定した場合、システムは、メモリの局所
性を改善するためのノード間での自動的なページ移行を行いません。

その場合も、手動で設定されたページ移行速度は有効です。

1

Numa.AutoMemAffinity このオプションを  [0]  に設定した場合、システムは、CPU アフィ
ニティ セットを持つ仮想マシンのメモリ アフィニティを自動的に設
定しません。

1

Numa.MigImbalanceThreshold NUMA リバランサは、各仮想マシンの CPU 時間資格と実際の消費
との間の差を考慮して、ノード間の CPU 不均衡を計算します。こ
のオプションは、仮想マシンの移行を起動するのに必要なノード間

の最小負荷不均衡をパーセントで制御します。

10

Numa.RebalancePeriod ミリ秒単位で指定される、再バランス期間の頻度を制御します。再

バランシングの頻度を上げると、実行中の仮想マシンを多数持つマ

シンにおいて特に、CPU オーバーヘッドが増大することがあります。
再バランシングの頻度を上げると、より適正になる場合もあります。

2000

Numa.RebalanceCoresTotal NUMA リバランサを有効にするために必要な、ホスト上の合計プ
ロセッサ コアの最小数を指定します。

4

Numa.RebalanceCoresNode NUMA リバランサを有効にするために必要な、ノードあたりのプ
ロセッサ コアの最小数を指定します。
このオプションと Numa.RebalanceCoresTotal は、NUMA 再バ
ランシングが有効な場合に合計のまたはノードあたりの少数のプロ

セッサがスケジュール設定の公平性を解決できる、小型の NUMA
構成 （たとえば、2 方向 Opteron ホスト） 上で NUMA 再バラン
シングを無効にする場合に役に立ちます。

2

VMkernel.Boot.sharePerNode メモリ ページを単一の NUMA ノードの中でのみ共有 （デデュープ）
できるか、それとも複数の NUMA ノードにわたって共有できるか
を制御します。

ほかの NUMA オプションと異なり、このオプションは詳細設定ダ
イアログ ボックスの 「VMkernel」 の下に表示されます。その理
由は、ここに表示されるその他の NUMA オプションはシステムの
実行中に変更できますが、VMkernel.Boot.sharePerNode は再起
動後にのみ有効になる起動時オプションだからです。

True （選択）

仮想マシンの詳細属性の設定

仮想マシンの詳細属性を設定できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルで仮想マシンを選択し、右クリック メニューから  [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  をクリックして、 [詳細]  -  [全般]  をクリックします。

3 [構成パラメータ]  ボタンをクリックします。

4 表示されるダイアログ ボックスで  [行の追加]  をクリックして、新しいパラメータとその値を入力します。
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仮想マシンの詳細属性

仮想マシンの詳細属性を使用して、仮想マシンの構成をカスタマイズできます。

表 B-4.  仮想マシンの詳細属性

属性 説明

sched.mem.maxmemctl 選択した仮想マシンからバルーニングによって解放される、メガバイト （MB） 単位での最大
メモリ量です。ESX/ESXi ホストが追加メモリを解放しなければならない場合、ESX/ESXi ホス
トはスワップを強制されます。スワップはバルーニングよりも好ましくありません。

sched.mem.pshare.enable 選択した仮想マシンのメモリ共有を有効にします。

このブール値のデフォルトは  [True]  です。仮想マシンに対して  [False]  に設定すると、メモ
リ共有がオフになります。

sched.swap.persist 仮想マシンがパワーオフになった場合に仮想マシンのスワップ ファイルを残すか、削除するか
を指定します。デフォルトでは、システムは、仮想マシンがパワーオンになった時点でその仮

想マシンのスワップ ファイルを作成し、仮想マシンがパワーオフになった時点でスワップ ファ
イルを削除します。

sched.swap.dir 仮想マシンのスワップ ファイルの VMFS ディレクトリの場所です。デフォルトでは、仮想マ
シンの作業ディレクトリになります。つまり、仮想マシンの構成ファイルを格納する VMFS
ディレクトリです。このディレクトリは、仮想マシンにアクセス可能なホスト上にある必要が

あります。仮想マシン （または仮想マシンから作成されたクローン） を移動する場合は、この
属性をリセットする必要があることがあります。
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