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本『iSCSI SAN 構成ガイド』では、SAN（ストレージ エリア ネットワーク）で ESX 
Server システムを使用する方法について説明します。次のトピックで、概念的な背
景、インストール要件、および管理情報について説明します。

SANでの ESX Server の使用　要件、ESX Server を使用する際の SANの設定の相違
点、2つのシステムを同時に管理する方法について説明します。 

SAN上の LUNからの ESX Server システムの起動　SANからの起動の要件、制約、
および管理について説明します。 

『iSCSI SAN 構成ガイド』では、ESX Server 3.5 と ESX Server 3i バージョン 3.5 の両方に
ついて説明しています。わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次の製品名
を使用します。

ESX Server 3.5 に固有の説明の場合、用語「ESX Server 3」を使用します。 

ESX Server 3i バージョン3.5に固有の説明の場合、用語「ESXServer3i」を使用します。 

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

説明上、リリースを明確に識別することが重要な場合は、バージョンを付けたフ
ル ネームの製品名を使用します。 

VMware Infrastructure 3 ESX Server の全バージョンに該当する説明の場合、「ESX 
Server 3.x」を使用します。

本書について

注意   FC（ファイバ チャネル）またはNFS ストレージ デバイスについては、『ファイ
バ チャネル SAN 構成ガイド』および『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 
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対象読者
本書に記載されている情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経
験をお持ちのユーザーで、仮想マシン テクノロジー データセンター操作に詳しい方
を対象としています。

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、次
のメール アドレスまでご連絡ください。docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure ドキュメント
VMware Infrastructure ドキュメントは、VMware VirtualCenter のドキュメントと ESX 
Server のドキュメントを組み合わせて構成しています。 

図で使用される略語
本書の図では、表1の略語を使用しています。

表1.  略語

略語  説明

データベース VirtualCenter データベース

データストア 管理ホスト用のストレージ

dsk# 管理ホスト用のストレージ ディスク

ホスト n VirtualCenter の管理ホスト

SAN 管理ホスト間で共有されているストレージ エリア ネットワーク タイプ
のデータストア

tmplt テンプレート

ユーザー # アクセス権を持つユーザー

VC VirtualCenter

VI VMware Infrastructure Client

VM# 管理ホスト上の仮想マシン

mailto:docfeedback@vmware.com
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テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
このセクションでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹
介します。本書およびその他のマニュアルの最新バージョンには、次のサイトからア
クセスできます。

http://www.vmware.com/jp/support/pubs

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
は、オンラインで行うことができます。詳しくは、http://www.vmware.com/jp/support
をご覧ください。

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。詳しくは、
http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.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。

ヴイエムウェア教育サービス
ヴイエムウェア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
の紹介をいたします。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。詳しくはヴイエムウェアWebサイトにある教育サービス のページ
（http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

http://www.vmware.com/jp/support/pubs
http://www.vmware.com/jp/support
http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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1

ESX Server は、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）で使用できます。SANは、
高性能ストレージ サブシステムにコンピュータ システムを接続することに特化した
高速ネットワークです。ESX Server を SANで使用すると、統合された外部ストレー
ジが提供され、信頼性が向上し、災害復旧時に役立ちます。 

ESX Server と SANを効果的に使用するには、ESX Server システムと SAN の概念につ
いて、実用的な知識が必要です。また iSCSI SANストレージ システムを使用するよう
に ESX Server ホストを設定するときは、特に注意が必要です。ESX Server の使用につ
いての詳細は、『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 

本章では、次の内容について説明します。

仮想化について（P.12）

ストレージ エリア ネットワークの概念（P.16）

ESX Server と SANの使用の概要（P.20）

SAN ストレージ システムと ESX Server との併用の基礎（P.22）

VMFS と SANストレージの選択について（P.28）

データ アクセスについて（P.30）

パスの管理とフェイルオーバー（P.32）

仮想マシンの選定（P.36）

サーバ障害に備えた設計（P.37）

ストレージ エリア ネットワー
ク（SAN）での ESX Server の
使用 1
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仮想化について
VMware 仮想化レイヤーは、VMware デスクトップ製品（VMware Workstation など）
およびサーバ製品（VMware ESX Server など）の間で共通です。このレイヤーは、開
発、テスト、展開、およびアプリケーション ワークロードのサポートを行う一貫し
たプラットフォームを提供し、次のように整理できます。

各仮想マシンは、独自のオペレーティング システム（ゲストOS）およびアプリ
ケーションを実行します。 

仮想化レイヤーを利用すると、仮想デバイスをマップして特定の物理デバイスを
共有できます。これらのデバイスには、仮想化された CPU、メモリ、I/O バス、
ネットワーク インターフェイス、ストレージ アダプタおよびデバイス、ヒュー
マン インターフェイス デバイス、および BIOS が含まれます。

ネットワーク仮想化
仮想化レイヤーは、各仮想マシンをほかの仮想マシンから確実に分離します。仮想マ
シンは、別々の物理マシンを接続する場合と同様のネットワーキング メカニズムを
通じてのみ、相互に通信できます。 

分離されているため、システム管理者は、ある仮想マシンは外部に接続でき、ほかの
仮想マシンは仮想ネットワークを通じてほかの仮想マシンにのみ接続できるようにし
て、内部ファイアウォールまたはその他のネットワーク分離環境を構築できます。

ネットワークの概念と仮想スイッチの詳細については、『ESX Server 構成ガイド』を
参照してください。 

ストレージ仮想化
ESX Server 環境では、各仮想マシンに 1～ 4個の仮想 SCSI イニシエータが含まれま
す。これらの仮想アダプタは、Buslogic コントローラとしても LSI Logic SCSI コント
ローラとしても認識します。仮想アダプタは、仮想マシンがアクセスできる唯一の
SCSI コントローラ タイプです。 

仮想マシンが仮想 SCSI イニシエータのいずれかを経由してアクセスできる各仮想
ディスクは、VMFS（VMware Virtual Machine File System）または Rawディスクにあ
ります。 
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図1-1 に、ストレージ仮想化の概要を示します。この図は、VMFS を使用するスト
レージと、Rawデバイス マッピングを使用するストレージの両方を示しています。
また、iSCSI HBA 経由、または iSCSI イニシエータ ソフトウェアを使用する汎用NIC
経由で、iSCSI ストレージにアクセスする方法を示しています。

図1-1  iSCSI SANストレージ仮想化

iSCSI イニシエータ
リモート ターゲットにアクセスするには、ESX Server ホストで iSCSI イニシエータを
使用します。イニシエータは IP ネットワーク上で、ESX Server システムとターゲット 
ストレージ デバイスとの間の SCSI 要求と応答を伝送します。

次のように、ESX Server はハードウェアベースおよびソフトウェアベースの iSCSI イ
ニシエータをサポートしています。 

ハードウェア iSCSI イニシエータ   iSCSI over TCP/IP 機能を備えたサードパーティ製の
HBA（ホスト バス アダプタ）。この専用 iSCSI アダプタは、iSCSI のすべての処理と管
理を担当します。 
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ソフトウェア iSCSI イニシエータ   標準的なネットワーク アダプタ経由で ESX Server
が iSCSI ストレージ デバイスに接続できるようにする、VMkernel に内蔵されたコー
ド。ネットワーク スタック経由でネットワーク アダプタと通信するとき、ソフト
ウェア イニシエータが iSCSI 処理を行います。ソフトウェア イニシエータがあると、
専用のハードウェアを購入せずに iSCSI テクノロジーを利用できます。

図1-1 では、異なる種類の iSCSI イニシエータを使用する 2 個の仮想マシンを示して
います。 

最初の iSCSI ストレージ構成の例では、ESX Server システムはハードウェア iSCSI イニ
シエータを使用しています。この専用 iSCSI イニシエータは LAN経由でディスクに
iSCSI パケットを送信します。 

次の例では、ESX Server システムはソフトウェア iSCSI イニシエータで構成されてい
ます。ソフトウェア イニシエータを使用すると、ESX Server システムは既存のNIC 経
由で LANに接続します。 

ディスク構成オプション

複数の仮想 SCSI ドライブを持つ仮想マシンを構成できます。サポートされているド
ライバについては、www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.htmlにある『ストレージ
/SAN互換性ガイド』を参照してください。ゲストOSで、SCSI ドライバの合計数を
制限できます。 

すべての SCSI デバイスが SCSI ターゲットとして表示されますが、物理的な実装方法
はいくつかあります。 

VMFSボリュームに格納される仮想マシン.vmdkファイル。「仮想マシン ファイル 
システム（P.15）」を参照してください。

SAN論理ユニット（LUN）へのデバイス マッピング。「Rawデバイス マッピング
（P.15）」を参照してください。

仮想マシンの観点からは、各仮想ディスクは SCSI イニシエータに接続された SCSI ド
ライブとして認識されます。実際の物理ディスク デバイスが、SCSI、iSCSI、または
FCのどのコントローラでアクセスされるかは、仮想マシンで実行されるゲストOS
およびアプリケーションから容易に認識できます。

注　 仮想マシンのゲストOSからは iSCSI ストレージは直接認識できません。ゲストOS か
らは、ESX Server システムに取り付けた iSCSI ストレージは、SCSI HBA 経由で利用し
ているように見えます。 

http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html
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仮想マシン ファイル システム
単純な構成では、仮想マシンのディスクはファイルとして VMFS（仮想マシン ファイ
ル システム）に保管されます。ゲストOSが仮想ディスクに SCSI コマンドを発行す
ると、仮想化レイヤーがこれらのコマンドを VMFS ファイル操作に変換します。 

ESX Server システムは、VMFS を使用して、仮想マシンのファイルを格納します。
ディスク I/O オーバーヘッドを最小にするため、VMFS は複数の仮想マシンを 1つの
ワークロードとして実行するように最適化されます。また、VMFS は仮想マシンの
ファイル用に分散ロックを提供します。そのため、複数の ESX Server ホストが LUN
のセットを共有する SAN環境で、仮想マシンを安全に運用できます。 

VMFS は、ESX Server がインストールされるときにその一部として、最初に構成され
ます。新しい VMFS-3 ボリュームを作成するときは、1,200MB 以上にする必要があり
ます。『インストール ガイド』を参照してください。その後、『ESX Server 構成ガイ
ド』で説明しているように、カスタマイズできます。 

VMFS ボリュームは、SAN LUN とローカル ストレージを含めて 32 の物理ストレージ
範囲にまたがって展開できます。これによって、ストレージのプールが可能になり、
仮想マシンに必要なストレージ ボリュームを作成できる柔軟性が得られます。新し
い ESX3 論理ボリューム マネージャ（LVM）を使用して、仮想マシンがボリューム上
で実行されている間に、そのボリュームを拡張できます。これによって、仮想マシン
が新しい領域を必要とするたびに、VMFS ボリュームに追加することができます。 

Rawデバイス マッピング

RDM（Rawデバイス マッピング）は、Rawデバイスのプロキシとして機能する
VMFS ボリュームの特別なファイルです。RDMは、物理デバイスに直接アクセスす
るいくつかのメリットを維持しながら、VMFS ファイル システムの仮想ディスクが持
ついくつかのメリットを提供します。 

SAN スナップショットまたはその他のレイヤー化されたアプリケーションを仮想マ
シンで実行する場合に、RDMが必要になることがあります。RDMは、SANストレー
ジ システムに固有のハードウェア機能をより適切に使用できるようにします。詳細
については、『ESX Server 構成ガイド』の「Rawデバイス マッピング」を参照してく
ださい。
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ストレージ エリア ネットワークの概念
ESX Server のシステム管理者として、SANを使用して動作するように ESX Server ホス
トを設定しようとする場合は、SANの概念について実用的な知識が必要です。SAN
に関する情報は、印刷物またはインターネットで入手できます。Web ベースのリ
ソースには、次の 2つがあります。

www.iscsistorage.com

www.snia.org

初めて SANテクノロジーを使用する場合は、次のセクションを参照すると、このド
キュメントで使用する基本的な用語について理解が深まります。基本的な SANの概
念については、http://www.vmware.com/jp/support/pubsにあるホワイト ペーパー
『SANの概念と設計の基本』を参照してください。

この構成ガイドは iSCSI SANについて解説しています。iSCSI SANは、コンピュータ 
システム（ホスト サーバ）と高性能ストレージ サブシステムとの間でイーサネット
接続を使用します。SANコンポーネントには、ホスト サーバで使用するホスト バス 
アダプタ（HBA）またはネットワーク インターフェイス カード（NIC）、ストレージ 
トラフィックを伝送するスイッチおよびルータ、ケーブル、ストレージ プロセッサ
（SP）、ストレージ ディスク システムが含まれます。

トラフィックをホスト サーバから共有ストレージに転送するために、SANは、SCSI
コマンドを iSCSI パケットにパッケージ化してからイーサネット ネットワークで伝送
する、iSCSI プロトコルを使用します。

ポート
このドキュメントでは、ポートとはデバイスから SANへの接続を指します。SANの
各ノード、ホスト、ストレージ デバイス、およびイーサネット スイッチには、SAN
に接続する 1つまたは複数のポートがあります。ポートは、いくつかの方法で識別
できます。

IP アドレス   各 iSCSI ポートには関連付けられた IP アドレスがあるため、ネットワー
ク上のルーティングおよびスイッチングの機器はサーバとストレージとの間の接続を
確立できます。これは、企業内ネットワークまたはインターネットにアクセスする際
にコンピュータに割り当てる IP アドレスと同様です。

iSCSI 名   ポートを識別するための一意の名前。iSCSI 名は iqn.（iSCSI 修飾名）または
eui.（拡張された一意識別子）で始まります。複数の iSCSI 名で複数の iSCSI デバイスを
表示し、単一の物理イーサネット ポート経由で接続できます。iSCSI 名は通常、唯一の
デフォルト値に設定されているため、ユーザーが設定する必要はありません。VMware
が生成する iSCSI 名の例は、iqn.1998-01.com.vmware:iscsitestox-68158ef2 です。

http://www.searchstorage.com
http://www.snia.org
http://www.vmware.com/jp/support/pubs
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iSCSI エイリアス   iSCSI 名の代わりに使用する、iSCSI デバイスまたはポートのより管
理しやすい名前。iSCSI エイリアスは一意ではなく、ポートと関連付けるために単に
「わかりやすくする」ための名前です。ESX Server システムでは、デフォルトの iSCSI
エイリアスはシステムの名前です。

マルチパスとパス フェイルオーバー
ホスト サーバとストレージの間でデータを転送するとき、SANはマルチパス方式を
使用します。マルチパスによって、ESX Server ホストからストレージ システム上の
LUNへの複数の物理パスを確保できます。

パスまたはパス上のコンポーネント（HBAまたは NIC、ケーブル、スイッチまたはス
イッチ ポート、ストレージ プロセッサ）に障害が発生した場合、サーバは使用可能
な別のパスを選択します。障害が発生したパスを検出し、別のパスに切り替えるプロ
セスは、パスのフェイルオーバーと呼ばれます。

ストレージ システムのタイプ
ストレージ ディスク システムには、次のタイプがあります。

アクティブ -アクティブ ストレージ システム。大幅にパフォーマンスを低下させ
ることなく、使用可能なすべてのストレージ ポートを通じて同時に LUNにアク
セスできます。すべてのパスが常にアクティブです（パスに障害が発生した時を
除く）。

アクティブ -パッシブ ディスク アレイ。1つのポートまたは SP が、任意の LUNに
対してアクティブにアクセスできます。その他のポートまたは SP は、その LUN
のバックアップとして機能し、ほかの LUN I/O にアクティブにアクセスできま
す。I/O はアクティブ ポートにのみ送信できます。プライマリ ストレージ ポー
ト経由のアクセスに障害が発生した場合、自動またはシステム管理者の操作に
よって、セカンダリ ポートまたはストレージ プロセッサのいずれかがアクティ
ブになります。

仮想ポート ストレージ システム。単一の仮想ポート経由で、利用できるすべての
ボリュームにアクセスできます。アクティブ -アクティブ ストレージ デバイスも
ありますが、単一ポートのため、複数接続であることが隠されます。ESX Server の
マルチパスの場合、ストレージへの複数接続は利用できません。このストレージ 
システムでは、ポートのフェイルオーバーと接続バランスの調整を透過的に行い
ます。これは「透過的フェイルオーバー」と呼ばれることがあります。
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LUN表現方法が異なるターゲット
iSCSI ストレージのベンダーにより、ストレージをサーバに見せる方法が異なります。
一部のベンダーは複数の LUNを単一のターゲットで表示し、別のベンダーは複数の
ターゲットをそれぞれ 1つの LUNで表示します（図 1-2 を参照）。ESX Server がスト
レージを使用する方法は似ているものの、管理ツール上での情報の表現方法は異なり
ます。 

図1-2  LUN表現方法が異なるターゲット

各構成で、3つのボリューム（つまり LUN。論理ユニットを表す SCSI 用語で、スト
レージの一部分を表す）が利用可能です。最初の例の場合、ESX Server は 1 つのター
ゲット（IQN 名で表示）を認識しますが、そのターゲットには使用できる LUNが 3
つあります。各 LUNは個別のストレージ ボリュームを意味します。2つ目の例では、
ESX Server は 3 つの異なる IQN名で表される 3つの異なるターゲットを認識します。
各ターゲットには LUNが 1つずつあります。

ターゲットの番号付け（IQNターゲットの命名とは異なる）は ESX Server が決定しま
す。そのため異なる ESX Server システムが共有するターゲットでは、ターゲット番号
（vmhba1:2:3:4 の場合、「2」がターゲット番号の位置を示す）が同じであるとは限りま
せん。また、同じストレージへの複数パスは、異なるターゲット番号で表されます。

LUNの番号付けはストレージ システムが決定します。そのため、複数のパスおよび
ESX Server システムでの LUN番号は常に同じです（vmhba1:2:3:4 の場合、「3」が
LUNの位置を示す）。前述の 2つ目の例のように複数のターゲットのあるストレージ 
システムでは、LUN番号は常にゼロ（0）です。

ESX Server ベースの iSCSI イニシエータでは、各ターゲットに対して接続を 1つだけ
確立します。これは、複数の LUNが 1つのターゲット内にあるストレージ システム
の場合、すべての LUNトラフィックはその 1つの接続上で行われるということです。
3つのターゲットにそれぞれ 1つずつ LUNがあるシステムの場合は、ESX Server と 3
つのボリュームとの間に 3つの接続が存在します。これは、複数の iSCSI HBA がある
ESX Server からの複数の接続上のストレージ トラフィックを集約する場合に役立つ情
報です。この場合、1つのターゲットに対するトラフィックにはあるHBAが設定さ
れ、別のターゲットに対するトラフィックには異なるHBAが使用されています。
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仮に iSCSI ターゲット上で利用可能な LUNが 1つのみであっても、このドキュメン
トでは、ストレージ システムから利用可能なボリュームの意味として LUNという用
語を使用しています。これは、このドキュメント内で「ボリューム」という言葉の別
の使用方法との混同を避けるためです。ストレージ システムのベンダーは各社のボ
リュームを「LUN」とは呼ばない可能性がありますが、ESX Server ストレージ システ
ムでは最終的にこのように表現されます。

iSCSI 命名規則
iSCSI では、iSCSI デバイス（ターゲットまたはイニシエータ）を一意に識別するため
に名前を使用します。この名前はファイバ チャネル デバイスに関連付けられた
WWN（WorldWide Name）に似ており、デバイスを包括的に識別する手段として使
用されます。

iSCSI 名は 2つの異なる形式で付けられます。1つ目として、iSCSI 修飾名による方法
があります。これは通常、「IQN名」と呼ばれます。2つ目として、あまり一般的で
はありませんが、エンタープライズ一意識別子による方法があります。これは「EUI
名」とも呼ばれます。

iSCSI 修飾名
iSCSI 修飾名は「iqn.yyyy-mm.naming-authority:unique name」という形式にな
ります。

yyyy-mm   命名機関が設立された年と月です。

naming-authority   通常、命名機関のインターネット ドメイン名の逆の構文です。た
とえば iscsi.vmware.comという命名機関で、iSCSI 修飾名形式が
「iqn.1998-01.com.vmware.iscsi」とします。vmware.comのドメイン名は 1998 年 1
月に登録され、「iscsi」はサブドメインで、vmware.comによって管理されていると
いう意味です。

unique name   iscsi.vmware.com命名機関では、コロンの後ろに割り当てた名前が、
次のように一意であることを確認する必要があります。 

iqn.1998-01.com.vmware.iscsi:name1

iqn.1998-01.com.vmware.iscsi:name2

iqn.1998-01.com.vmware.iscsi:name999

エンタープライズ一意識別子
エンタープライズ一意識別子は「eui.<16 hex digits>」のような形式になります。 

たとえば、eui.0123456789ABCDEFです。 
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16 桁の 16進数は、IEEE EUI（拡張された一意識別子）形式による 64 ビットの数字を
文字で表現したものです。上位 24 ビットは IEEE が特定の企業に対して登録した企業
IDです。下位 40 ビットは企業 ID を保有する主体が割り当て、一意である必要があ
ります。

ほとんどの場合、ユーザーにとって読みやすく、名前の割り当て方法が簡単なので、
EUI 形式よりも IQN 形式が選択されます。

ESX Server と SAN の使用の概要
QLogic iSCSI HBA のサポートおよびソフトウェアベースの iSCSI 実装により、ESX 
Server システムを iSCSI ストレージに接続できます。これによって、iSCSI ストレージ 
ボリュームを使用して、仮想マシン構成情報とアプリケーション データを格納でき
ます。ESX Server と SANを組み合わせて使用すると、柔軟性、効率、信頼性が高ま
ります。また、一元管理、フェイルオーバー、ロード バランシング テクノロジーも
サポートします。 

ESX Server と SAN を併用するメリット
SAN と ESX Server を組み合わせて使用することで、環境の耐障害性が高まります。

データを多重に格納し、iSCSI ストレージへのイーサネット パスを複数構成する
ことで、単一点障害を除去できます。1つのデータセンターが使用できなくなっ
ても、企業が打撃を受けることがなくなります。 

ESX Server システムは、デフォルトでマルチパスを提供し、自動的にすべての仮
想マシンでマルチパスをサポートします。「パスの管理とフェイルオーバー
（P.32）」を参照してください。

SANで ESX Server システムを使用すると、サーバの耐障害性が高まります。SAN
ストレージを使用すると、ホストに障害が発生した場合に、すべてのアプリケー
ションがすぐに再起動できます。「サーバ障害に備えた設計（P.37）」を参照して
ください。 

ESX Server と SANを併用すると、スタンバイ サービスの提供に専用のハードウェア
を使用した場合よりも多くのアプリケーションを使用できる、高可用性と自動ロード 
バランシング機能が得られます。

既存の物理サーバのスタンバイ システムとして仮想マシンを使用する場合、共
有ストレージが不可欠で、SAN は最適なソリューションです。 

VMware VMotion 機能を使用して、ホスト間で仮想マシンをシームレスに移行で
きます。 

自動的に即時応答するコールド スタンバイ ソリューションとして、VMware HA
（High Availability）を SAN と併用できます。 
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VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）を使用して、ロード バランシン
グのために、あるホストから別のホストに仮想マシンを自動的に移行できます。
ストレージは SANストレージ システムにあるため、アプリケーションはシーム
レスに実行を継続できます。 

VMware DRS クラスタを使用している場合は、すべての実行中の仮想マシンを別
の ESX Server ホストに移行するために、ESX Server ホストをメンテナンス モード
に切り替えます。その後、アップグレードまたはその他のメンテナンス操作を実
行できます。 

VMware 仮想マシンの移植性およびカプセル化は、iSCSI ストレージに共通の性質を
補完しています。仮想マシンが SANベースのストレージにある場合、短時間で、あ
るサーバで仮想マシンをシャットダウンして別のサーバで起動したり、あるサーバで
仮想マシンをサスペンドして同じネットワークの別のサーバでレジュームしたりでき
ます。これによって、整合性のとれた状態で共有アクセスを維持したまま、コン
ピューティング リソースを移行できます。 

使用例
ESX Server システムと SANを併用すると、次のタスクの実行に効果的です。

ダウンタイムなしのメンテナンス　メンテナンスを実行するとき、VMware DRS また
は VMotion を使用して、仮想マシンをほかのサーバに移行します。共有ストレージ
が SANにある場合、ユーザーに割り込むことなく、メンテナンスを実行できます。   

ロード バランシング　VMotion を明示的に使用するか、VMware DRS を使用して、
ロード バランシングの目的で仮想マシンをほかのホストに移行できます。共有スト
レージが SANにある場合、ユーザーに割り込むことなく、ロード バランシングを実
行できます。  

ストレージ統合とストレージ レイアウトの簡略化   複数のホストを使用していて、各
ホストが複数の仮想マシンを実行している場合、ホストのストレージは不足し、外部
ストレージが必要です。外部ストレージとして SANを選択すると、システム アーキ
テクチャが単純化される一方、このセクションで示すほかのメリットも得られます。
まず、大きなボリュームを予約し、必要に応じて仮想マシンに一部を割り当てること
ができます。ストレージ デバイスからのボリュームの割り当てと作成は、1回だけで
済みます。 

災害復旧　すべてのデータを SANに格納すると、データ バックアップをリモート ス
トレージに置くことがとても簡単になります。これに加え、1つのサイトで障害が発
生した場合、リモート ESX Server ホストの仮想マシンを再起動して復旧を行えます。   
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SAN構成情報の検索
このドキュメントのほかに、ESX Server システムと SANを組み合わせて構成する場
合に次のリソースが役立ちます。 

セットアップに関するほとんどの疑問については、ストレージのベンダーのド
キュメントを参照してください。ストレージのベンダーから、ESX Server 環境で
ストレージ アレイを使用するためのドキュメントが提供されていることもあり
ます。 

『ファイバ チャネルSAN構成ガイド』　ESX Serverとファイバ チャネル ストレージ 
エリア ネットワークの併用について記述しています。

『VMware I/O 互換性ガイド』　現在承認されているHBA、HBA ドライバ、およびド
ライバ バージョンのリストです。

『VMware ストレージ /SAN互換性ガイド』　現在承認されているストレージ シス
テムのリストです。 

『VMware リリース ノート』　既知の問題と回避策に関する情報があります。 

『VMwareナレッジ ベース』　一般的な問題と回避策に関する情報を記述しています。 

詳細は、VMware のドキュメント関連のWebサイト
（http://www.vmware.com/jp/support/pubs/）を参照してください。

SAN ストレージ システムと ESX Server との併用の基礎
SAN と ESX Server ホストを併用する場合は、このセクションで説明するように、さ
まざまな点で従来の SANの使用方法と異なります。

ネットワーク構成と認証
ソフトウェア iSCSI を使用するボリュームを検出するには、あらかじめストレージ 
ネットワークを構成しておく必要があります。場合によっては、認証も設定しておく
必要があります。

ソフトウェア iSCSI の場合、VMkernel へのネットワークを設定する必要がありま
す。vmkpingユーティリティを使用して、ネットワーク構成を確認できます
（「付録B、ユーティリティ（P.127）」を参照）。ハードウェア iSCSI の場合、IP ア
ドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイなどのネットワー
ク パラメータをHBAで設定する必要があります。

必要に応じて、デフォルトのイニシエータ名を確認および変更します。

ストレージ システムの検出アドレスを設定する必要があります。また、
vmkpingで Ping を通るかどうか確認します。

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
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CHAP 認証については、イニシエータおよびストレージ システム側で有効にしま
す。認証を有効にすると、未検出のターゲットすべてに対して適用されますが、
検出済みのターゲットに対しては適用されません。検出アドレスが設定される
と、新しく検出されたボリュームが公開され、その時点で使用できるようになり
ます。

複数の ESX Server での VMFS の共有
ESX Server VMFS は、複数の物理マシンからのコンカレント アクセス用に設計され、
適切なアクセス制御を仮想マシンのファイルに適用します。VMFS の背景情報につい
ては、「仮想マシン ファイル システム（P.15）」を参照してください。詳細について
は、『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 

VMFS は、次のことができます。

仮想ディスク ファイルへのアクセスの調整。ESX Server は、VMFS 分散ロック マ
ネージャが管理するファイルレベルのロックを使用します。 

VMFS 内部ファイル システム情報（メタデータ）へのアクセスの調整。 

仮想マシンは共通の VMFS を共有するため、アクセスがピークになる時間を特定した
り、パフォーマンスを最適化することは困難です。ピーク時間の仮想マシン スト
レージ アクセスを計画する必要はありますが、アプリケーションによってアクセス
がピークになる時間は異なります。より多くの仮想マシンが VMFS を共有するほど、
I/O 競合によるパフォーマンスの低下が発生する可能性が高くなります。 

図 1-3 に、同じ VMFS ボリュームを共有する複数の ESX Server システムを示します。

注意   メタデータの VMFS ボリュームへのアップデート中に、SCSI 予約は保持されま
す。ESX Server は、分散ロック プロトコルの一部として、期限の短い SCSI 予約を使
用します。

注意   サーバ、CPU、およびストレージ間で、仮想マシンのロード バランシングを行
うことをお勧めします。各サーバ上で仮想マシンを混在させ、同じ範囲で同時に大き
な負荷が集中しないようにします。
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図1-3  仮想ディスク ファイルへのアクセス

メタデータ アップデート
VMFS は、ファイル、ディレクトリ、シンボリック リンク、RDMなどと、これらの
オブジェクトに対応するメタデータを保持します。ファイルの属性がアクセスまたは
変更されるたびに、メタデータがアクセスされます。該当する操作は次のとおりです
が、その他の操作も該当することがあります。

ファイルの作成、増加、ロック

ファイルの属性の変更

仮想マシンのパワーオンまたはパワーオフ

ボリュームの表示と再スキャン
SAN は動的で、次のような多くの要因によって、ホストが使用できるボリュームが
変わることがあります。

iSCSI ストレージで作成された新しいボリューム

ボリュームのアクセス コントロールへの変更

ネットワーク接続での変更
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起動時に VMkernel がボリュームを検出し、これらのボリュームが VI Client で参照で
きるようになります。ボリュームを変更した場合は、変更を認識するために、再ス
キャンする必要があります。 

間接性レベル
従来のSANを使用していた場合、最初は間接性のレベルで混乱する可能性があります。

ストレージを使用する仮想マシン オペレーティング システムに直接アクセスす
ることはできません。従来のツールでは、VMware ESX Server オペレーティング 
システムだけを監視できます（仮想マシン オペレーティング システムは監視で
きません）。仮想マシンを監視するには、VI Client を使用します。 

各仮想マシンは、デフォルトで、インストール時に 1つの仮想ハード ディスクと
1つの仮想 SCSI コントローラで構成されます。SCSI コントローラ タイプと SCSI
バス共有の特性は、VI Client を使用して仮想マシン設定を編集することによって
変更できます（図1-4 を参照）。また、ハード ディスクを仮想マシンに追加でき
ます。『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 

図1-4  SCSI コントローラ タイプの設定

SAN管理ツールで参照できるHBAは、仮想マシンではなく、ESX Server システム
の一部です。 

ESX Server システムは、マルチパス機能を実行します。仮想マシンではマルチパ
ス ソフトウェア（PowerPath など）はサポートされません（不要です）。 

要注意    新しい VMFS ボリュームを作成したり、既存の VMFS ボリュームを拡張した
りしたあとは、そのボリューム（LUN）を認識していたすべての ESX Server ホストか
ら SANストレージを再スキャンする必要があります。再スキャンしない場合、これ
らのホストの一部から共有ボリュームを認識できなくなる場合があります。
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データ アクセス：VMFS または RDM
デフォルトでは、仮想ディスクは仮想マシンの作成時に VMFS ボリュームに作成され
ます。ゲストOS が仮想ディスクに SCSI コマンドを発行すると、仮想化レイヤーが
これらのコマンドを VMFS ファイル操作に変換します。「仮想マシン ファイル システ
ム（P.15）」を参照してください。 

VMFS の代替が、RDMの使用です。RDMは、VMFS ボリュームの特別なファイルで、
Rawデバイスのプロキシとして機能します。RDMは、物理デバイスに直接アクセス
するいくつかのメリットを維持しながら、VMFS の仮想ディスクが持ついくつかのメ
リットを提供します。「Rawデバイス マッピング（P.15）」を参照してください。

サード パーティの管理アプリケーション
ほとんどの iSCSI ストレージ ハードウェアには、ストレージ管理ソフトウェアが付属
しています。多くの場合、ソフトウェアはWebアプリケーションで、ネットワーク
に接続されたあらゆるWebブラウザから利用できます。その他の場合では、通常、
このソフトウェアはストレージ システムまたは単一サーバで実行され、SANをスト
レージとして使用するサーバから独立しています。 

このサード パーティの管理ソフトウェアを使用して、次のような多くのタスクを実
行できます。

ストレージ システムの管理（LUNの作成、ストレージ システム キャッシュの管
理、LUNのマッピング、LUNのセキュリティなど）。

レプリケーション、チェックポイント、スナップショット、ミラーリングのセッ
トアップ。 

仮想マシン上で SAN管理ソフトウェアを実行する場合、アプリケーションを仮想マ
シンで実行できます（VMotion を使用したフェイルオーバー、VMware HA を使用し
たフェイルオーバーなど）。ただし、間接性レベルが上がるため、管理ソフトウェア
で SANを参照できないことがあります。この問題は、RDMを使用することで解決で
きます。「レイヤー化されたアプリケーション（P.120）」を参照してください。 

検出、認証、およびアクセス コントロール 
iSCSI ストレージ システム上で ESX Server ホストがアクセスできるボリュームを制限
するには、いくつか方法があります。使用しているストレージ アクセス制御ポリ
シーに対応させるには、ESX Server および iSCSI ストレージ システムを構成する必要
があります。

注意   仮想マシンで管理ソフトウェアを正常に実行できるかどうかは、使用するスト
レージ システムによって異なります。
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検出　検出セッションは iSCSI プロトコルの一部で、iSCSI ストレージ システムでア
クセスできるターゲット セットを返します。ESX Server で利用できる 2種類の検出方
法は、動的検出と静的検出です。動的検出ではアクセス可能なターゲットのリストを
iSCSI ストレージ システムから取得し、静的検出ではターゲット名を使用して特定の
ターゲット 1つのみにアクセスできます。   

認証　iSCSI ストレージ システムは、名前と鍵のペアでイニシエータを認証します。
ESX Server は、SAN の実装に推奨されるCHAP プロトコルをサポートします。ESX 
Server ホストと iSCSI ストレージ システムでは CHAP を有効にし、証明書を共通にし
ておく必要があります。iSCSI のログイン フレーズで、iSCSI ストレージ システムは
この証明書を送受信したり確認したりします。  

アクセス コントロール　iSCSI ストレージ システムで設定するポリシー。ほとんどの
実装環境で、次に示す 3つうちの 1つまたは複数のアクセス コントロール機能をサ
ポートしています。 

イニシエータ名によるアクセス コントロール

IP アドレスによるアクセス コントロール

CHAP プロトコルによるアクセス コントロール

iSCSI ボリュームで設定されているすべてのルールを満たすイニシエータのみが
アクセスできます。

エラー訂正
iSCSI ヘッダおよびデータの整合性を保護するために、iSCSI プロトコルにはヘッダ ダ
イジェストおよびデータ ダイジェストというエラー訂正方法が規定されています。
これはデフォルトでは無効になっていますが、ユーザーは有効にできます。これらの
ダイジェストは、iSCSI イニシエータとターゲットとの間を両方向に伝送されるヘッ
ダおよび SCSI データにそれぞれ関連しています。

ヘッダおよびデータのダイジェストでは、TCP やイーサネットなどのほかのネット
ワーク レイヤーが提供する整合性検査に加え、暗号化されていないエンドツーエン
ドのデータの整合性を検査します。ここでは、ルータ、スイッチ、プロキシなどの
ネットワークレベルのトラフィックを変動させる要素も含め、通信経路全体を検査し
ます。

ダイジェストの有無と種類については、iSCSI 接続が確立されたときにネゴシエー
ションが行われます。イニシエータとターゲットとの間でダイジェスト構成について
一致した場合、その二者間の全トラフィックにそのダイジェストを使用する必要があ
ります。
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ヘッダおよびデータのダイジェストを有効にすると、イニシエータおよびターゲット
の両方に対して追加処理が発生するため、スループットおよび CPU 使用率が影響を
受けることがあります。

VMFS と SANストレージの選択について
このセクションでは、使用可能な VMFS および SAN ストレージの選択と、選択する
方法についての目安を示します。 

大きな LUNまたは小さな LUNの選択
ESX Server のインストール中に、システムのパーティションを作成するように要求さ
れます。インストールを実行する前に、ESX Server システムのストレージをセット
アップする方法を検討します。次の方法のいずれかを選択できます。 

各 LUN に 1つの VMFS ボリュームを持つ多数の LUN 

1つの巨大なLUN、またはすべてのLUNにまたがる単一VMFSボリュームを持つ多
数の LUN 

各 LUN にセットアップできる VMFS ボリュームは 1つのみです。ただし、1つの大
きな LUNを使用するか、複数の小さな LUNを使用するかを決定できます。 

少数の大きな LUNを設定すると、次のようなメリットがあります。

SANのシステム管理者にディスク領域の拡張を依頼せずに、仮想マシンを柔軟に
作成できる。 

仮想ディスクのサイズ変更、スナップショットの操作などを柔軟に実行できる。

識別し、管理する LUNが少なくなる。

多数の小さな LUNを設定すると、次のようなメリットがあります。

ロックや SCSI 予約のため、各 VMFS で競合が発生しにくくなる。 

各アプリケーションで必要になるさまざまな RAID 構成に対応できる。

高い柔軟性を発揮できる（マルチパス ポリシーやディスク共有をLUNごとに設定）。 

注意   少数の大きな LUNで最適な構成をしたサーバと、多数の小さな LUNを使用す
る別のサーバに、データセンターを分割できます。
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LUNの決定
仮想マシンのストレージ特性がわからない場合、使用する LUNのサイズおよび LUN
の数の決定に対する単純な回答はありません。次のいずれかの方法を使用できます。

予測型スキーム
適合型スキーム

予測型スキーム
予測型スキームでは、次のことを行います。

異なるストレージ特性で複数の LUNを作成します。 

各 LUN に VMFS ボリュームを構築します（各ボリュームには、その特性に応じた
ラベルを付けます）。 

アプリケーションの要件に合わせて、適切な RAID に配置します。

ディスク共有を使用して、優先度の低い方から高い方へ、仮想マシンを区別しま
す。ディスク共有は、指定された ESX Server ホスト内でのみ有効です。ある ESX 
Server ホストの仮想マシンに割り当てられた共有は、別の ESX Server ホストの仮
想マシンでは無効です。 

適合型スキーム
適合型スキームでは、次のことを行います。

書き込みキャッシュを有効にして、大きな LUN（RAID 1+0 または RAID 5）を作成
します。 

その LUN で VMFS を構築します。

VMFS 上に 4～ 5の仮想ディスクを配置します。 

アプリケーションを実行し、ディスク パフォーマンスが許容可能かどうかを判
断します。 

パフォーマンスが許容可能な場合、VMFS に追加の仮想ディスクを配置できます。
許容可能でない場合は、新しい大きな LUNを作成し（多くの場合、別の RAID
レベルを使用）、このプロセスを繰り返します。コールド移行を使用できるため、
LUNを再作成しても仮想マシンは失われません。 
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LUNの決定に関するヒント
LUN を決定するとき、次の点を考慮してください。

各LUNには、LUNを使用する仮想マシンのアプリケーションに適したRAIDレベル
とストレージ特性が必要です。

1つの LUNに含めることができる VMFS ボリュームは 1つだけです。

複数の仮想マシンが同じ VMFS（つまり同じ LUN）にアクセスする場合、ディス
ク共有を使用して仮想マシンに優先順位を付けます。 

ディスク共有を使用して仮想マシンに優先順位を付けるには

1 VI Client を起動し、VirtualCenter サーバに接続します。 

2 インベントリ パネルで仮想マシンを選択し、右クリックのメニューから [設定の
編集（Edit Settings）] を選択します。

3 [ リソース（Resources）] タブをクリックし、[ディスク（Disk）] をクリックし
ます。 

4 変更するディスクの [シェア（Shares）] 列を右クリックし、ドロップダウン メ
ニューから目的の値を選択します。 

データ アクセスについて
このセクションの内容は、次のとおりです。

SANのデータへのアクセス（P.31）

仮想マシンからのデータへのアクセスの仕組み（P.31）

仮想マシンが SANのデータにアクセスするには（P.31）
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SANのデータへのアクセス 
物理（非仮想）マシンが SANストレージ システムのデータにアクセスする方法につ
いて不明な場合は、VMware のドキュメント関連のWeb サイト
（www.vmware.com/jp/support/pubs/）にあるホワイト ペーパー『SAN Conceptual and 
Design Basics』を参照してください。 

仮想マシンからのデータへのアクセスの仕組み
仮想マシンは、次のいずれかの方法を使用して、データにアクセスします。 

VMFS　単純な構成では、仮想マシンのディスクは .vmdkファイルとして ESX 
Server VMFSに格納されます。ゲストOSが仮想ディスクに SCSI コマンドを発行す
ると、仮想化レイヤーがこれらのコマンドをVMFSファイル操作に変換します。

デフォルト セットアップでは、ファイルが SANにある場合も、ホストのローカ
ル ハード ディスク ドライブにある場合も、仮想マシンは常に VMFS を使用して
ファイルにアクセスします。「仮想マシン ファイル システム（P.15）」を参照し
てください。 

Raw デバイス マッピング（RDM）　RDMは、Rawデバイスのプロキシとして機能
する VMFS 内のマッピング ファイルです。RDMは、ゲストOS が Rawデバイス
にアクセスできるようにします。 

仮想マシンが SANの実ディスクと通信する必要がある場合、RDMが推奨されま
す。たとえば、ストレージ システムのスナップショットを作成する場合、また
は、まれな例として、仮想ディスクに移動する必要のない大量のデータがある場
合に、このような状況が発生します。 

VMFSおよび RDMの詳細については、『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。

仮想マシンが SANのデータにアクセスするには
仮想マシンが SANと通信するとき、次の処理が実行されます。

1 仮想マシンのゲストOS は、SCSI ディスクの読み書きが必要なとき、仮想ディス
クに対して SCSI コマンドを発行します。 

2 仮想マシンのオペレーティング システムのデバイス ドライバが、仮想 SCSI コン
トローラと通信します。VMware ESX Server は、2種類の仮想 SCSI コントローラ
をサポートします。BusLogic と LSILogic の 2 種類です。 

3 仮想 SCSI コントローラは、コマンドを VMkernel に転送します。 

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
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4 VMkernel は、次のことを行います。

ゲスト仮想マシン ディスクに対応するVMFSボリュームにファイルを配置し
ます。 

仮想ディスクのブロック要求を、適切な物理デバイスのブロックにマッピン
グします。

変更した I/O 要求を VMkernel のデバイス ドライバから iSCSI イニシエータ
（ハードウェアまたはソフトウェア）に送信します。 

5 iSCSI イニシエータがハードウェア iSCSI イニシエータ（iSCSI HBA）の場合、HBA
は次の処理を行います。

iSCSI PDU（Protocol Data Unit）への I/O 要求をカプセル化します。

TCP/IP パケットへの iSCSI PDUをカプセル化します。

イーサネット経由でiSCSIストレージ システムにIPパケットを送信します。

iSCSIイニシエータがソフトウェア iSCSIイニシエータの場合、次の処理を行います。

iSCSI PDUへの I/O 要求をカプセル化します。

TCP/IP 接続経由で iSCSI PDUを送信します。

VMkernelのTCP/IPスタックはTCP/IPパケットを物理NICに中継します。

物理NICはイーサネット経由でiSCSIストレージ システムにIPパケットを
送信します。

6 iSCSI イニシエータがネットワーク接続に使用するポートに応じて、ホストがア
クセスしようとするストレージ デバイスに対する要求をイーサネットのスイッ
チとルータが転送します。 

ホストの観点からは、このストレージ デバイスは特定のディスクに見えますが、
SANの物理デバイスに対応する論理デバイスの場合もあります。 

パスの管理とフェイルオーバー
iSCSI SANでのパスとフェイルオーバーの管理には、次のように複数の方法があります。

SCSI ストレージ スタックのフェイルオーバー

NIC チーミングとフェイルオーバー

アレイベースのフェイルオーバー
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SCSI ストレージ スタックのフェイルオーバー
ESX Server はマルチパスをサポートするので、HBAまたはスイッチに障害が発生した場
合にも、サーバ マシンとストレージ デバイスとの安定した接続が維持されます。マル
チパスをサポートするために特別なフェイルオーバー ドライバは必要ありません。

パスの切り替えをサポートするために、通常、サーバには 1つまたは複数のスイッ
チを使用してストレージ システムにアクセスできる、2つ以上の HBAが装備されい
ます。または、HBAを 1つ、ストレージ プロセッサを 2つ設定し、HBA が異なるパ
スを使用してストレージ システムにアクセスできるようにします。

図1-5  マルチパスとフェイルオーバー

図1-5 では、複数のパスで、各サーバとストレージ デバイスを接続しています。た
とえば、HBA1、または HBA1 とネットワークとの間のリンクに障害が発生した場合、
サーバとネットワークとの間の接続はHBA2 に引き継がれて実行されます。別の
HBAに引き継がれるプロセスは、HBAフェイルオーバーと呼ばれます。

同様に、SP1 または SP1 とスイッチ間のリンクに障害が発生した場合、スイッチとス
トレージ デバイスの接続は、SP2 に引き継がれて実行されます。このプロセスを SP
フェイルオーバーと呼びます。ESX Server は、マルチパス機能により、HBAフェイル
オーバーと SP フェイルオーバーの両方をサポートします。 

システムのマルチパス ポリシーは、[ 固定（Fixed）] または [ 最近の使用（Most 
Recently Used）] から選択できます。ポリシーが [固定（Fixed）] の場合、優先パス
を指定できます。ESX Server サーバ ホストが参照できる LUN（ディスク）ごとに、
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独自のパス ポリシーを設定できます。現在のマルチパス状態の表示およびマルチパ
ス ポリシーの設定については、「マルチパス機能（P.98）」を参照してください。

NIC チーミングとフェイルオーバー
ソフトウェア iSCSI の場合、NIC チーミングという VMware Infrastructure の機能を利
用することで、1つの仮想 VMKernel iSCSI ネットワークのスイッチを複数の物理イー
サネット アダプタに接続できます。NIC チーミングでは、ESX Server とストレージシ
ステムとの iSCSI 接続で、ネットワーク冗長性と一部のロード バランシング機能が利
用できます。NIC チーミングは SCSI のマルチパス機能に似ており、ESX Server システ
ム上の接続またはポートに障害が発生した場合、フェイルオーバーが行われます。

NIC チーミングのパスは、ストレージへの複数パスとして ESX Server 構成に表示さま
せん。NIC チーミングは完全にネットワーク レイヤーが管理するため、ESX Server の
SCSI ストレージのマルチパス構成とは別に構成および監視する必要があります。

アレイベースのフェイルオーバー
一部の iSCSI ストレージ システムでは、ポートでのパス利用を自動的に管理します
（ESX Server に対して透過的）。このようなストレージ システムを利用している場合、
ESX Server はストレージ上の複数のポートを認識しないため、接続先のストレージの
ポートを選択できません。このようなシステムには、ESX Server が最初に通信を行う
単一の仮想ポート アドレスがあります。この最初の通信中にストレージ システムは
ESX Server をリダイレクトして、ストレージ システム上の別のポートと通信するよう
にできます。ESX Server の iSCSI イニシエータはこの再接続要求に従い、システム上
の別のポートに接続します。ストレージ システムはこの技術を使用して、利用可能
なポートに負荷を分散します。

ESX Server は、あるポートに対する接続が途切れてしまった場合、ストレージ システ
ムの仮想ポートへの再接続を自動的に試み、アクティブで利用可能なポートにリダイ
レクトされます。この再接続とリダイレクトは短時間で行われるため、通常は実行中
の仮想マシンで中断が発生することはありません。このようなストレージ システム
では iSCSI イニシエータに対し、システムに再接続するよう要求して、接続先のスト
レージ ポートを変更することもできます。これにより、複数のポートを最大限有効
に活用できます。 

図 1-6 に、ポート リダイレクトの例を示します。ESX Server は 10.0.0.1 の仮想ポート
に接続しようとします。ストレージ システムがこの要求を 10.0.0.2 にリダイレクトし
ます。ESX Server は 10.0.0.2 で接続し、このポートを I/O 通信に利用します。 

注意   ストレージ システムが接続をリダイレクトしないことがあります。10.0.0.1 の
ポートはトラフィック用にも利用できます。
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図1-6  ポート リダイレクト

仮想ポートとして動作しているストレージ システムのポートが利用不可になった場
合、ストレージ システムは仮想ポートのアドレスをシステム上にある別のポートに
再割り当てします。図1-7 に、このタイプのポート再割り当ての例を示します。この
場合、仮想ポート 10.0.0.1 は利用不可になり、ストレージ システムはその仮想ポート
の IP アドレスを別のポートに再割り当てします。両方のアドレスに対し、2つ目の
ポートが応答します。

図1-7  ポート再割り当て

注意   フェイルオーバーが発生した場合、特にアクティブ -パッシブ アレイでフェイ
ルオーバーが発生した場合は、仮想マシン I/O は最大 60 秒遅延することがあります。
この遅延時間があるために、トポロジが変わったあとで SANは構成を安定させるこ
とができます。パス ポリシーが [ 固定（Fixed）] のアクティブ - パッシブ アレイの場
合、パスのスラッシングが問題になることがあります。「パスのスラッシングの解決
（P.114）」を参照してください。
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仮想マシンの選定
仮想マシンのパフォーマンスを最適化する場合、ストレージの選定が重要な要因にな
ります。高いパフォーマンスと高い可用性を提供する高価なストレージと、より安価
でパフォーマンスが劣るストレージとの間では、常にトレードオフが発生します。多
くの要因に応じて、ストレージは異なる階層に分けられます。

ハイ ティア　高いパフォーマンスと高い可用性を提供します。バックアップとポイ
ント イン タイム（PiT）リストアが容易になる組み込み型スナップショットを備えて
いることがあります。複製、完全な SP 冗長性、および SAS ドライブをサポートしま
す。高価なスピンドルを使用しています。  

ミッド ティア　ミッドレンジのパフォーマンス、やや低い可用性、一部の SP 冗長
性、および SCSI ドライブまたは SAS ドライブを備えています。スナップショットを
提供することもあります。中位の価格のスピンドルを使用しています。  

ロー ティア　パフォーマンスは低く、内部ストレージの冗長性はほとんどありませ
ん。ローエンド SCSI ドライブまたは SATA（低価格のシリアル スピンドル）を使用
しています。

すべてのアプリケーションに最高のパフォーマンスと最高の可用性を備えたストレー
ジが必要なわけではありません。少なくとも、アプリケーションのライフサイクルの
一部では不要です。

どのような仮想マシンを選定するかを決定するには、次の事項について考えます。

その仮想マシンは、どの程度重要か。

パフォーマンスと可用性の要件はどの程度か。

PiT リストア要件はどの程度か。

バックアップ要件はどの程度か。

レプリケーション要件はどの程度か。

仮想マシンは、重要度の変化、またはハイティア機能をより低位のティアにするよう
なテクノロジーの変化によって、ライフサイクル全体のティアが変わることがありま
す。重要度は相対的で、組織、運用プロセス、規制条件、災害計画の変更などのさま
ざまな理由で変化します。

注意   スナップショットなどハイティアの機能の一部が必要だが費用をかけたくない
場合は、ソフトウェアで高いパフォーマンス機能を実現できることがあります。たと
えば、ソフトウェアでスナップショットを作成できます。 
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サーバ障害に備えた設計
SAN ストレージの RAID アーキテクチャは、本来、物理ディスク レベルでの障害から
データを保護します。SANではサーバとストレージとの間に複数のパスを備えてい
るため、ネットワークやポートの障害から守ります。環境全体に耐障害性を与える最
後のステップが、サーバ障害からの保護です。ESX Server システムのフェイルオー
バー オプションについて、次のセクションで説明します。

VMware HA の使用
VMware HA を使用して、仮想マシンをフェイルオーバー グループに組織化できます。
ホストに障害が発生した場合、仮想マシンはすぐに別のホストで起動します。仮想マ
シンが別のホストでリストアされた時点で、メモリの状態は失われていますが、ディ
スクの状態はホストに障害が発生した時点と完全に同じです（クラッシュ時の整合性
フェイルオーバー）。HAには、共有ストレージ（SANなど）が必要です。『リソース
管理ガイド』を参照してください。 

サーバ フェイルオーバーとストレージに関する考慮事項
サーバ フェイルオーバーのタイプごとに、ストレージの問題について検討する必要
があります。

サーバ フェイルオーバーへのアプローチは、各サーバが同じストレージにアク
セスする場合にのみ機能します。複数のサーバが多くのディスク領域を必要とす
るため、また、ストレージ システムのフェイルオーバーはサーバのフェイル
オーバーを補うため、SANは通常、サーバ フェイルオーバーとともに使用され
ます。

サーバ フェイルオーバーと組み合わせて SANを機能させるように設計する場合、
クラスタ化された仮想マシンで使用するすべてのボリュームが、すべての ESX 
Server ホストで参照できるようにする必要があります。 

ボリュームはホストにアクセス可能ですが、そのホストの全仮想マシンがそのボ
リュームの全データにアクセスできるとは限りません。仮想マシンは、その仮想
マシン用に構成されている仮想ディスクにだけアクセスできます。構成エラーが
ある場合、仮想ディスクは仮想マシンが起動するときにロックされるため、破損
しません。 

注意   VMware HA を使用するには、ライセンスが必要です。
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注意   一般的に、SANから起動する場合、各起動ボリュームは、そのボリュームから
起動する ESX Server システムからのみ参照されます。例外は、障害からの復旧を試み
ようとするときに、2つ目の ESX Server システムに同一のボリュームを参照させる場
合です。この場合、問題の SANボリュームは、実際は SANからの起動ではありませ
ん。これは破損しているため、ここから起動する ESX Server システムはありません。
この SANボリュームは、ESX Server システムで参照できるようになった通常の非起
動ボリュームです。
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ESX Server を SANで機能させるには、iSCSI イニシエータおよびストレージを設定す
る必要があります。そのためには、まず基本要件を満たす必要があります。本章で
は、これらの要件についての説明および推奨事項の提供を行い、さらにハードウェア
またはソフトウェア iSCSI イニシエータをインストールして設定することによって
SANにアクセスする方法を詳細に説明します。

本章では、次の内容について説明します。

iSCSI ストレージ設定の準備（P.39）

ハードウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの設定（P.41）

ソフトウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの設定（P.52）

インストールの初期手順を実行したあと、ストレージ システムの変更が必要な場合
があります。これについては、「第 3章、ESX Server と使用する SAN ストレージ シス
テムの変更（P.69）」で説明しています。

iSCSI ストレージ設定の準備
ESX Server システムが SANストレージを使用するように設定するための準備段階と
して、次の要件、制限、推奨事項、および LUN割り当てのヒントを確認します。

ESX Server SAN 要件
ESX Server 環境を SANで正常に機能させるには、次の要件を満たす必要があります。

ハードウェアとファームウェア　ESX Server システムとの組み合わせがサポート
される SANストレージ ハードウェアとファームウェアの組み合わせは、限られ
ています。最新のリストについては、『ストレージ /SAN互換性ガイド』を参照
してください。 

iSCSI イニシエータおよびス
トレージのインストール 2
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LUNごとに1つのVMFSボリューム　LUNごとにVMFSボリュームが1つのみ存在す
るようシステムを構成します。（VMFS-3 では、アクセシビリティを設定する必
要はありません。）

ディスクレス サーバ（SAN からの起動）を使用している場合を除き、SAN LUN に
診断パーティションを設定しないでください。SANから起動するディスクレス 
サーバの場合は、共有診断パーティションが適しています。 

Raw ディスクへのアクセスには RDMを使用することをお勧めします。RDMの詳
細については、『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 

マルチパス機能　マルチパス機能を正常に機能させるには、LUNごとに同じ LUN
番号をすべての ESX Server ホストに提供する必要があります。 

キュー サイズ　ゲストOSの BusLogic または LSILogic ドライバで、十分に大きな
キューを指定します。物理HBAのキューの深さは、システム セットアップで設
定できます。サポート対象ドライバについては、『Storage/SAN Compatibility 
Guide』を参照してください。

SCSI タイムアウト　Microsoft Windows を実行する仮想マシンでは、Windows が
パスのフェイルオーバーによって発生する遅延 I/O をさらに許容できるように、
SCSI TimeoutValueパラメータの値を増やします。 

制約
ESX Server と SANを組み合わせて使用する場合、次の制約が適用されます。 

ESX Server は、iSCSI 接続されたテープ デバイスをサポートしません。 

仮想マシンのマルチパス ソフトウェアを使用して、単一物理 LUNの I/Oロード バ
ランシングを実行することはできません。 

推奨事項
ESX Server ホストと SANを使用した環境を設定するときに、次の推奨事項を検討し
てください。 

ストレージ システムのハードウェア スナップショット機能の一部を使用したり、
データ LUNのコールド スタンバイ ホスト構成で仮想マシンと物理マシンの両方
からディスクにアクセスしたりするには、仮想マシンの仮想ディスクに対する
Rawデバイス マッピングを使用します。 

VMotion を使用して別のホストに仮想マシンを移動できるようにするには、仮想
マシンの仮想ディスクを保持する LUNが、すべてのホストから参照できるよう
にする必要があります。 
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LUN割り当ての設定
LUN 割り当てを設定するときは、次のことに注意してください。

ストレージのプロビジョニング　起動時にESX ServerシステムがLUNを認識する
ように、SANを ESX Server システムに接続する前に、すべての LUNを適切な
HBAにプロビジョニングします。 

VMotionおよびVMware DRS　VirtualCenterとVMotionまたはDRSを使用する場合
は、仮想マシンの LUNをすべての ESX Server ホストにプロビジョニングしてく
ださい。この構成によって、仮想マシンの移動の自由度が最大になります。 

アクティブ-アクティブ アレイとアクティブ-パッシブ アレイ　アクティブ-パッ
シブ SANストレージ デバイスで VMotion または DRS を使用する場合は、すべ
ての ESX Server システムが、すべてのストレージ プロセッサへのパスを一貫し
て保持している必要があります。そうでない場合、VMotion 移行が発生したとき
に、パスのスラッシングが生じることがあります。「パスのスラッシングの解決
（P.114）」を参照してください。 

『ストレージ /SAN互換性ガイド』にないアクティブ - パッシブ ストレージ アレ
イでは、ストレージ ポート フェイルオーバーはサポートされません。サーバを
ストレージ システムのアクティブなポートに接続する必要があります。この構
成によって、LUNが ESX Server ホストに提供されます。 

ハードウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの設定
ハードウェアベースの iSCSI ストレージでは、TCP/IP 上の iSCSI ストレージにアクセ
スする、サードパーティ製の専用アダプタ ケーブルを使用します。この iSCSI イニシ
エータは、ESX Server システムでの iSCSI の処理および管理をすべて行います。

ハードウェア iSCSI イニシエータは、正常に機能するように構成する必要がありま
す。そのため、iSCSI ストレージ デバイスにあるデータストアを設定する前に、次の
セクションの説明に従って、ハードウェア iSCSI イニシエータをインストールして構
成する必要があります。

注意   すべての LUNをすべての ESX Server HBA に同時にプロビジョニングするこ
とをお勧めします。HBAフェイルオーバーは、すべてのHBAが同じ LUNを参照
している場合にのみ機能します。

注意    一部の ESX Server システムでは、特定のアクティブ -アクティブ アレイを使用
して、複数のHBA間のトラフィックを複数の LUNに負荷分散するように構成できま
す。これを行うには、HBAが均等に使用されるように、LUNに優先パスを割り当て
ます。
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ハードウェア iSCSI イニシエータのインストールおよび表示
サポートされているイニシエータの種類については、ヴイエムウェアWebサイト
（www.vmware.com）にある『I/O 互換性ガイド』を参照してください。 

ハードウェア iSCSI イニシエータの構成を始める前に、iSCSI HBA が正常にインストー
ルされており、構成に使用できるイニシエータのリストに表示されていることを確認
します。イニシエータをインストールすると、そのプロパティを表示できます。

ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ ハードウェア（Hardware）] グ
ループの [ ストレージ アダプタ（Storage Adapters）] をクリックします。 

使用できるストレージ アダプタ（イニシエータ）のリストが表示されます。
iSCSI イニシエータが、ストレージ アダプタのリストに表示されます。

3 HBA の下から構成するイニシエータを選択します。 

モデル、IP アドレス、iSCSI 名、検出方法、iSCSI エイリアス、検出されたあらゆ
るターゲットなど、イニシエータの詳細が表示されます。

4 [ プロパティ（Properties）] をクリックします。 

http://www.vmware.com
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[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
が表示されます。[全般（General）] タブにイニシエータの追加特性が表示され
ます。

この時点で、ハードウェア イニシエータを構成したり、デフォルト特性を変更した
りすることができます。

ハードウェア iSCSI イニシエータの構成
ハードウェア iSCSI イニシエータを構成するときに、イニシエータの iSCSI 名、IP ア
ドレス、および検出アドレスを設定します。CHAP パラメータも設定することをお勧
めします。 

ハードウェア iSCSI イニシエータを構成したあと、再スキャンを実行し、ESX Server
ホストで使用可能なストレージ デバイスのリストに、イニシエータからアクセス可
能なすべての LUNが表示されるようにします。 

命名パラメータの設定 
ハードウェア iSCSI イニシエータを構成する際は、そのイニシエータの名前および IP
アドレスの形式が適切なことを確認します。「iSCSI 命名規則（P.19）」を参照してく
ださい。
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ハードウェア イニシエータの iSCSI 名、エイリアス、および IP アドレスを設定する
には

1 「ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.42）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [ 構成（Configure）] をクリックします。 

[ 全般プロパティ（General Properties）] ダイアログ ボックスが表示されます。 

3 イニシエータのデフォルト iSCSI 名を変更するには、新しい名前を入力します。 

正しい形式で名前を入力します。形式が正しくないと、一部のストレージ デバイ
スでハードウェア iSCSI イニシエータが認識されない場合があります。ベンダーが
提供するデフォルト名を使用できます。必ずしも変更する必要はありません。

4 iSCSI エイリアスを入力します。 

エイリアスは、ハードウェア iSCSI イニシエータの識別に使用する名前です。

5 [ 次の IP 設定を使用（Use the following IP settings）] を選択した場合、次の項目
に値を入力します。

IP アドレス 

サブネット マスク 

デフォルト ゲートウェイ 
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6 [OK] をクリックして変更内容を保存し、サーバを再起動して変更を反映させます。

ハードウェア イニシエータの検出アドレスの設定
ハードウェア イニシエータがネットワーク上のアクセス可能なストレージ リソース
を特定できるように、ターゲット検出アドレスを設定します。これは、動的検出また
は静的検出のいずれかで行うことができます。動的検出では、IP アドレスに関連付
けられたすべてのターゲットが検出されます。また、静的検出では、検出するター
ゲットの IP アドレスおよび iSCSI 名を指定する必要があります。

動的検出を使用してターゲットの検出アドレスを設定するには

1 「ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.42）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
で、[ 動的検出（Dynamic Discovery）] タブをクリックします。

3 ESX Server ホストが SendTargets セッションで使用できる iSCSI ターゲットを新
規追加するには、[追加（Add）] をクリックします。 
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[ 送信ターゲット サーバの追加（Add SendTargets Server）] ダイアログ ボックス
が表示されます。 

4 ストレージ システムの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。 

ESX Server ホストがこのターゲット デバイスで SendTargets セッションを確立す
ると、新しく検出されたターゲットがすべて [静的検出（Static Discovery）] リ
ストに表示されます。

5 特定の IP アドレスを変更または削除するには、その IP アドレスを選択し、[編
集（Edit）] または [ 削除（Remove）] をクリックします。 

静的検出を使用してターゲットの検出アドレスを設定するには

1 「ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.42）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
の [ 静的検出（Static Discovery）] タブをクリックします。 
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動的に検出されたすべてのターゲットと、すでに入力されているすべての静的
ターゲットがタブに表示されます。 

3 ESX Server ホストにアクセス可能なターゲットを追加するには、[追加（Add）]を
クリックし、ターゲットの IP アドレスおよび完全修飾ドメイン名を入力します。

4 動的に検出された特定のターゲットを変更または削除するには、そのターゲット
を選択し、[編集（Edit）] または [ 削除（Remove）] をクリックします。 

注意   動的に検出された静的ターゲットを削除すると、次回、再スキャンが実行
されたり、HBAがリセットされたり、システムが再起動されたときに、ター
ゲットがリストに再度表示される可能性があります。
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CHAP パラメータの設定 
ハードウェア iSCSI イニシエータを構成するとき、CHAP 構成が iSCSI ストレージと一
致することを確認します。CHAP がストレージで有効にされている場合、イニシエー
タでも有効にする必要があります。CHAP 認証証明書が有効であれば、CHAP 認証証
明書を iSCSI ストレージと一致するよう設定する必要があります。

ハードウェア イニシエータ用にCHAP パラメータを設定するには

1 「ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.42）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [CHAP 認証（CHAP Authentication）] タブをクリックします。 

タブにデフォルトの CHAP パラメータが表示されます。 

3 既存のCHAPパラメータを変更するには、[構成（Configure）]をクリックします。 

注意   ESX Server ホストは、イニシエータごとにCHAP証明書を一式のみサポートしま
す。VI Client から別のターゲットの別のCHAP証明書を割り当てることはできません。
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[CHAP 認証（CHAP Authentication）] ダイアログ ボックスが開きます。

4 CHAP を有効な状態のままにするには、[次の CHAP 証明書を使用（Use the 
following CHAP credentials）] を選択します。

5 新しい CHAP 名を入力するか、[ イニシエータ名の使用（Use initiator name）] を
選択します。

6 必要に応じて、[CHAP シークレット（CHAP Secret）] を指定します。 

今後新しいターゲットはすべて、CHAP シークレットを使用してイニシエータの
認証を行います。 

7 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。 

ハードウェア起動 iSCSI ストレージの追加
ハードウェア起動 iSCSI ストレージ デバイスにデータストアを作成する場合は、[ ス
トレージの追加（Add Storage）] ウィザードに従って構成を行います。

ハードウェア起動 iSCSI デバイスにデータストアを作成するには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ ストレージ（Storage）] をクリッ
クします。

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。 

注意   CHAP を無効にすると、再起動またはストレージ システムが強制ログアウ
トするまで既存のセッションは維持されますが、再起動または強制ログアウトす
ると、CHAP が必要なターゲットに接続できなくなります。 
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[ ストレージ タイプの選択（Select Storage Type）] ページが表示されます。

4 [ ディスク /LUN（Disk/LUN）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ ディスク /LUN の選択（Select Disk/LUN）] ページが表示されます。ターゲット
数によっては数秒かかることがあります。
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5 データストアに使用する iSCSI デバイスを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

[現在のディスク レイアウト（Current Disk Layout）] ページが表示されます。

6 現在のディスク レイアウトを確認し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ ディスク /LUN のプロパティ（Disk/LUN-Properties）] ページが表示されます。

7 データストア名を入力します。

VI Client にデータストア名が表示されます。ラベルは、現在の Virtual 
Infrastructure インスタンス内で一意である必要があります。 

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[ディスク /LUN のフォーマット（Disk/LUN-Formatting）]ページが表示されます。

9 必要に応じて、データストアに使用するファイル システムの値と領域を調整し
ます。デフォルトで、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[概要（Summary）] ページが表示されます。

11 データストア情報を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

これでハードウェア起動 iSCSI デバイスにデータストアが作成されます。



iSCSI SAN 構成ガイド

52 VMware, Inc.  

  

追加パラメータの設定
esxcfg-hwiscsiユーティリティを使用して、ハードウェア iSCSI HBA の追加パラ
メータを構成できます。たとえば、一部の iSCSI ストレージ システムでは、ポート間
で iSCSI トラフィックを動的に移動するために ARP リダイレクトが必要です。ハード
ウェア iSCSI HBA で ARP リダイレクトを許可する必要があります。

「付録 B、ユーティリティ（P.127）」を参照してください。

ソフトウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの設定
ソフトウェア ベースの iSCSI 実装では、標準のネットワーク アダプタを使用して、IP
ネットワーク上のリモート iSCSI ターゲットに ESX Server システムを接続できます。
VMkernel に組み込まれた ESX Server のソフトウェア iSCSI イニシエータは、ネット
ワーク スタックを介してネットワーク アダプタと通信することにより、このような
接続を単純化します。 

ソフトウェア起動 iSCSI 接続を使用して iSCSI ストレージにアクセスするデータスト
アを構成する前に、ネットワーク接続を有効にし、ソフトウェア iSCSI イニシエータ
をインストールして構成します。

ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワーク構成
iSCSI ストレージを構成する前に、VMkerne ポートを作成して、iSCSI のネットワーク
接続と、iSCSI ネットワークへのサービス コンソールの接続（ESX Server 3 の場合の
み）を行う必要があります。

ソフトウェア iSCSI 用の VMkernel ポートを作成するには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 [ ネットワークの追加（Add Networking）] をクリックします。

要注意   ESX Server 3 でソフトウェア iSCSI 実装を構成する場合、ネットワーク構成に
VMkerne ポートおよびサービス コンソール接続の両方を設定する必要があります。
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[ ネットワークの追加（Add Network）] ウィザードが表示されます。

ESX Server 3i では、[ サービス コンソール（Service Console）] のオプションはこ
のウィザード画面に表示されません。

4 [VMkernel] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

これで、VMkernel は iSCSI ストレージ用にサービスを実行し、物理ネットワーク
に接続することができます。

[ネットワーク（Network Access）] ページが表示されます。

5 使用する vSwitch、または [ 仮想スイッチの作成（Create a virtual switch）] ラジ
オ ボタンを選択します。
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6 vSwitch が使用するネットワーク アダプタのチェック ボックスを選択します。

[プレビュー（Preview）] ペインに選択した内容が表示されます。

アダプタ経由で接続する仮想マシンまたはほかのサービスが適切なイーサネット 
セグメントに到達できるように、vSwitch ごとにアダプタを選択します。[ 仮想
スイッチの作成（Create a virtual switch）] の下にアダプタが表示されない場合、
既存の vSwitch は、システムのすべてのネットワーク アダプタで使用されてい
ます。 

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[接続設定（Connection Settings）] ページが表示されます。

8 [ ポート グループのプロパティ（Port Group Properties] の下のネットワーク ラベ
ルと、任意で VLAN ID を選択または入力します。また、[IP 設定（IP Settings）]
の下の [IP アドレス（IP Address）] および [ サブネット マスク（Subnet Mask）]
を入力または変更することもできます。

[ ネットワーク ラベル（Network Label）]　作成中のポート グループを識別するため
の名前です。これは、iSCSI ストレージを構成するとき、このポート グループに接続
する仮想アダプタの構成で指定するラベルです。  

注意   100MB の NIC で iSCSI を使用しないでください。
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[VLAN ID]　ポート グループのネットワーク トラフィックが使用する VLAN を識別し
ます。VLAN ID は、必須ではありません。必要かどうか不明な場合は、ネットワーク
管理者に問い合わせてください。

9 デフォルト ゲートウェイが設定されていない旨を伝える警告が表示されます。
サービス コンソール（ESX Server 3 のみ）または VMkernel と同一の IP サブネッ
トにないマシンへの接続には、ゲートウェイが必要です。複数のサブネットに接
続するには、[はい（Yes）] をクリックしてゲートウェイを構成します。
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10 [DNS およびルーティング構成（DNS and Routing Configuration）] ダイアログ 
ボックスの [ ルーティング（Routing）] タブで、サービス コンソールおよび
VMkernel のそれぞれに独自のゲートウェイ情報が必要です。 

11 [OK] をクリックして変更内容を保存し、[DNS およびルーティング構成（DNS 
and Routing Configuration）] ダイアログ ボックスを閉じます。

12 [ 次へ（Next）] をクリックします。

13 変更するには、[戻る（Back）] ボタンを使用します。

14 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページで変更内容を確認し、[終了
（Finish）] をクリックします。

iSCSI 用の VMkernel ポートを作成したあと、その VMkernel ポートと同一の vSwitch
にサービス コンソール接続を作成する必要があります。ESX Server 3i を使用している
場合、この作業は必要ありません。

ソフトウェア iSCSI 用のサービス コンソール接続を構成するには（ESX Server 3 のみ）

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

注意   作成したポートのデフォルト ゲートウェイを設定します。有効な固定 IP ア
ドレスを使用して VMkernel スタックを構成する必要があります。
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2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 画面の右側にある、作成した VMkernel ポートに関連付けられた vSwitch の [ プ
ロパティ（Properties）] をクリックします。

4 [ ポート（Ports）] タブの [ 追加（Add）] をクリックします。

[ネットワークの追加（Add Network）] ウィザードが表示されます。

5 接続タイプとして [サービス コンソール（Service Console）] を選択し、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

[接続設定（Connection Settings）] ページが表示されます。
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6 [ ポート グループのプロパティ（Port Group Properties）] 領域で、作成している
ポート グループを識別するためのネットワーク ラベルを入力します。

vSwitchの図には、上から新しい順にポートおよびポート グループが表示されます。

7 [IP アドレス（IP Address）] および [ サブネット マスク（Subnet Mask）] を入力
するか、IP アドレスおよびサブネット マスクの [IP 設定を自動的に取得します
（Obtain IP setting automatically）]DHCPオプションを選択します。これは、
VMkernel 用に選択した IP アドレスとは異なる IP アドレスである必要があります。

8 [ 編集（Edit）] をクリックし、[ サービス コンソールのデフォルト ゲートウェイ
（Service Console Default Gateway）] に設定します。

9 [ 次へ（Next）] をクリックします。
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[ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページが表示されます。

10 vSwitch が正常に構成されていることを確認し、[ 終了（Finish）] をクリックし
ます。

VMkernel ポートとサービス コンソール接続を作成したら、ソフトウェア iSCSI
ストレージを有効にして構成することができます。

ソフトウェア iSCSI イニシエータの構成
ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成するには、イニシエータを有効にし、イニシ
エータのターゲット アドレスを設定します。CHAP パラメータも設定することをお勧
めします。

ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成したあと、再スキャンを実行し、ESX Server
システムで使用可能なストレージ デバイスのリストに、イニシエータからアクセス
可能なすべての LUNが表示されるようにします。 
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ソフトウェア iSCSI イニシエータの有効化
ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にして、ESX Server で使用できるようにします。

ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にするには

1 「ソフトウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.63）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [ 構成（Configure）] をクリックします。 

[ 全般プロパティ（General Properties）] ダイアログ ボックスが開き、イニシ
エータの状態、デフォルトの名前、およびエイリアスが表示されます。 

3 イニシエータを有効にするには、[有効（Enabled）] を選択します。

4 イニシエータのデフォルト iSCSI 名を変更するには、新しい名前を入力します。 
デフォルトの名前を使用しても問題ありません。

正しい形式で名前を入力します。形式が正しくないと、一部のストレージ デバ
イスでソフトウェア iSCSI イニシエータが認識されない場合があります。 

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

検出アドレスの設定 
ソフトウェア イニシエータがネットワーク上のアクセス可能なストレージ リソース
を特定できるように、ターゲット検出アドレスを設定します。
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ソフトウェア イニシエータのターゲットの検出アドレスを設定するには

1 「ソフトウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.63）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [ 動的検出（Dynamic Discovery）] タブをクリックします。

3 ESX Server ホストが SendTargets セッションで使用できる iSCSI ターゲットを新
規追加するには、[追加（Add）] をクリックします。 

[ 送信ターゲット サーバの追加（Add Send Targets Server）] ダイアログ ボックス
が表示されます。 

4 送信ターゲットで使用するサーバの IPアドレスを入力し、[OK] をクリックします。 

5 送信ターゲットで使用するサーバを変更または削除するには、そのサーバを選択
し、[編集（Edit）] または [ 削除（Remove）] をクリックします。 
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CHAP パラメータの設定
ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成するとき、CHAP 構成が iSCSI ストレージと一
致することを確認します。CHAP がストレージで有効にされている場合、イニシエー
タでも有効にする必要があります。CHAP 認証証明書が有効であれば、CHAP 認証証
明書を iSCSI ストレージと一致するよう設定する必要があります。

ソフトウェア イニシエータ用にCHAP パラメータを設定するには

1 「ソフトウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには（P.63）」の手順
に従って、[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアロ
グ ボックスを開きます。

2 [CHAP 認証（CHAP Authentication）] タブをクリックします。 

タブにデフォルトの CHAP パラメータが表示されます。

3 既存のCHAPパラメータを変更するには、[構成（Configure）]をクリックします。
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[CHAP 認証（CHAP Authentication）] ダイアログ ボックスが開きます。

4 CHAP を有効な状態のままにするには、[次の CHAP 証明書を使用（Use the 
following CHAP credentials）] を選択します。 

5 新しい CHAP 名を入力するか、[ イニシエータ名の使用（Use initiator name）] を
選択します。

6 必要に応じて、[CHAP シークレット（CHAP Secret）] を指定します。 

今後新しいターゲットはすべて、CHAP シークレットを使用してイニシエータの
認証を行います。確立しているセッションには影響はありません。 

7 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ソフトウェア iSCSI イニシエータの表示
ESX Server システムがソフトウェア起動 iSCSI ストレージ デバイスへのアクセスに使
用するソフトウェア iSCSI イニシエータが、使用可能なアダプタのリストに表示され
ます。ソフトウェアのイニシエータを構成したあと、VI Client を使用してイニシエー
タのプロパティを確認できます。

ソフトウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、ハードウェアの下の [ストレージ 
アダプタ（Storage Adapters）] をクリックします。 

利用可能なストレージ アダプタのリストが表示されます。 

注意   CHAP を無効にすると、再起動またはストレージ システムが強制ログアウ
トするまで既存のセッションは維持されますが、再起動または強制ログアウトす
ると、CHAP が必要なターゲットに接続できなくなります。
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3 [iSCSI ソフトウェア アダプタ（iSCSI Software Adapter）] の下から、利用可能な
ソフトウェア イニシエータを選択します。 

モデル、IP アドレス、iSCSI 名、検出方法、iSCSI エイリアス、検出されたあらゆ
るターゲットなど、イニシエータの詳細が表示されます。

4 [ プロパティ（Properties）] をクリックします。 
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[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
が表示されます。[全般（General）] タブにソフトウェア イニシエータの追加特
性が表示されます。

ソフトウェア起動 iSCSI ストレージの追加
ソフトウェア起動 iSCSI ストレージ デバイスにデータストアを作成する場合は、[ ス
トレージの追加（Add Storage）] ウィザードに従って構成を行います。

ソフトウェア起動 iSCSI デバイスにデータストアを作成するには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ ストレージ（Storage）] をクリッ
クします。 
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3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。 

[ ストレージ タイプの選択（Select Storage Type）] ページが表示されます。

4 [ ディスク /LUN（Disk/LUN）] ストレージ タイプを選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。
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[ ディスク /LUN の選択（Select Disk/LUN）] ページが表示されます。ターゲット
数によっては数秒かかることがあります。

5 データストアに使用する iSCSI デバイスを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

[現在のディスク レイアウト（Current Disk Layout）] ページが表示されます。

6 現在のディスク レイアウトを確認し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ ディスク /LUN のプロパティ（Disk/LUN-Properties）] ページが表示されます。

7 データストア名を入力します。

VI Client にデータストア名が表示されます。ラベルは、現在の Virtual 
Infrastructure インスタンス内で一意である必要があります。 

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。
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[ ディスク /LUN のフォーマット（Disk/LUN-Formatting）]ページが表示されます。

9 必要に応じて、データストアに使用するファイル システムの値と領域を調整し
ます。 

デフォルトで、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[設定が完了しました（Ready to Complete）] ページが表示されます。

11 データストアの構成情報を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

これでソフトウェア起動 iSCSIストレージ デバイスにデータストアが作成されます。
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3

iSCSI イニシエータおよびストレージをインストールしたあと、ストレージ システム
が ESX Server 実装と正常に動作するよう、ストレージ システムを変更する必要があ
る場合があります。本章では、VMware ESX Server と組み合わせて使用できるさまざ
まな iSCSI ストレージ システムについて説明します。発生する可能性がある既知の主
要な問題のリスト、ベンダー固有情報への参照先（情報がある場合）、または
VMware ナレッジベースの記事をデバイスごとに示します。

本章では、次の内容について説明します。

セットアップの概要（P.70）

一般的な考慮事項（P.70）

EMC CLARiiONストレージ システム（P.71）

EMC Symmetrix ストレージ システム（P.72）

HP StorageWorks ストレージ システム（P.73）

Network Appliance ストレージ システム（P.75）

EqualLogic ストレージ システム（P.78）

LeftHand Networks SAN/iQ ストレージ システム（P.79）

ESX Server と使用する SAN
ストレージ システムの変更 3

注意   本書の情報は、各リリースでのみアップデートされます。新しい情報がすでに
入手可能である場合があります。また、ほかにもサポートされている iSCSI ストレー
ジ システムはありますが、本章では説明いたしません。最新の『ストレージ /SAN互
換性ガイド』または VMware ナレッジベースの記事を参照してください。あるいは、
ストレージ ベンダーにお問い合わせください。



iSCSI SAN 構成ガイド

70 VMware, Inc.  

  

セットアップの概要
VMware ESX Server は、さまざまな SANストレージ システムをさまざまな構成でサ
ポートします。ESX Server のすべての機能ですべてのストレージ デバイスが保証され
るわけではありません。また、ベンダーによっては、ESX Server を独自の方式でサ
ポートしている場合があります。サポートされているストレージ システムの最新情
報については、『ストレージ /SAN互換性ガイド』を参照してください。

ヴイエムウェアでは、次の構成でストレージ システムと ESX Server との動作をテスト
しています。 

基本的な接続　ESX Server がストレージ システムを認識し、動作するかどうかをテス
トします。この構成では、マルチパスまたはあらゆるタイプのフェイルオーバーは対
象外です。   

HBA フェイルオーバー　複数のHBAがサーバに搭載され、各HBAは 1つまたは複
数の SANスイッチに接続されます。サーバは、HBAおよびスイッチの障害に対して
のみ堅牢です。 

ストレージ ポート ファイルオーバー　サーバは複数のストレージ ポートに接続さ
れ、ストレージ ポートの障害およびスイッチの障害に対して堅牢です。  

SANからの起動　サーバ自身ではなく、SAN上で構成された LUNから ESX Server ホ
ストを起動します。 

一般的な考慮事項
すべてのストレージ システムについて、次の要件を満たしていることを確認してく
ださい。

各ホストの各HBAにLUNが提供され、これらのLUN ID番号が同じである必要があ
ります。異なる番号が使用されている場合、ESX Server ホストは同じ LUNへの
異なるパスを認識しません。同一の SAN LUN ID を構成する方法はベンダーに
よって異なるため、詳細については、ストレージのドキュメントを参照してくだ
さい。

本章の説明で、ストレージ システムを個別に特定していない場合、ESX Server に
提供する LUNのホスト タイプを、ストレージ システムに応じて Linuxまたは
Linux Clusterに設定します。ESX Server がストレージ システムにアクセスす
る方法は、Linux のアクセス方法ともっとも互換性がありますが、これは、使用
しているストレージ システムによって異なることがあります。
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VMotion、DRS、または HAを使用する場合、仮想マシンのソース ホストとター
ゲット ホストが、同一の LUN ID を持つ同一の LUNを参照できます。SAN管理
者の場合、データの破損を考慮すると、複数のホストが同じ LUNを参照するこ
とに違和感を感じるかもしれません。しかし、複数の仮想マシンが同じファイル
に同時に書き込むことは VMFS によって防止されるため、すべての必要な ESX 
Server システムに LUNをプロビジョニングすることは適切です。 

アクセスしているLUNにCHAP認証が設定されていない場合、ESX Serverホストで
CHAP を無効にする必要もあります。無効にしないと、LUNには CHAP 要件があ
りませんが、ストレージ システムの認証は失敗します。

EMC CLARiiON ストレージ システム
EMC CLARiiONストレージ システムは、SAN構成の ESX Server マシンと連携して機能
します。基本構成の設定手順は次のとおりです。

1 ストレージ デバイスをインストールして設定する。

2 RAID グループを作成する。

3 LUN を作成し、バインドする。

4 SAN に接続されているサーバを登録する。

5 サーバと LUNを含むストレージ グループを作成する。

EMC ソフトウェアを使用して構成を実行する。詳細については、EMCのドキュメン
トを参照してください。 

パスのスラッシングを回避するには、デフォルトのマルチパス ポリシーを [ 固定
（Fixed）] ではなく [ 最近の使用（Most Recently Used）] にします。ESX Server システ
ムは、ストレージ システムを識別するときにデフォルト ポリシーを設定します。「パ
スのスラッシングの解決（P.114）」を参照してください。 

ボリュームの自動再署名は、AX100i および AX150i ストレージ デバイスではサポー
トされていません。再署名については、「VMFS ボリュームの再署名（P.122）」を参照
してください。

注意   これはアクティブ -パッシブ ディスク アレイなので、本書のほかの部分で説明
されている、関連する問題が適用されます。

注意   SAN から起動するには、HBA BIOS で起動 LUNのターゲットにアクティブ スト
レージ プロセッサを選択します。
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EMC CLARiiON AX100i および AX150i と RDM
EMC CLARiiON AX100i および AX150i システムでは、SAN管理に Navisphere 
Management Suite を使用する場合にのみ、RDMがサポートされます。Navisphere 
Express の場合は、RDMの正常な構成は保証されません。 

RDMを正常に使用するには、クラスタ内のすべての ESX Server ホストに対して、指
定された LUNが同じ LUN ID で提供される必要があります。AX100i および AX150i の
場合、デフォルトではこのように動作しません。 

ストレージ システムに対するホスト構成の変更の適用
AX100i または AX150i ストレージ システムを使用している場合、ホスト エージェン
トは、ホストの構成を定期的に確認して変更をストレージに適用することはありませ
ん。axnaviserverutil cliユーティリティを使用して、変更をアップデートしま
す。これは、手動で必要に応じて実行する必要があります。 

EMC Symmetrix ストレージ システム
Symmetrix ネットワーク ストレージ システムで ESX Server を運用するには、次の設
定が必要です。

共通シリアル番号（C）

自動ネゴシエーション（EAN）の有効化

SCSI 3（SC3）設定（有効化）

一意のworld wide name（UWN）

SPC-2（Decal）（SPC2）SPC-2 フラグ必須

EMC ソフトウェアを使用して、ストレージ システムを構成します。詳細については、
EMC のドキュメントを参照してください。 

注意   ESX Server ホストは、容量が 50MB以下の Symmetrix ストレージ システムから
のすべての LUNを管理 LUNとして認識します。これらの LUNは、擬似 LUNまたは
Gatekeeper LUNとも呼ばれます。これらの LUNは、EMC Symmetrix Management 
Interface に表示され、データの保持には使用できません。
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HP StorageWorks ストレージ システム
このセクションでは、HP StorageWorks ストレージ システムの構成情報を説明します。 

追加の情報については、HP ActiveAnswers Web サイトの VMware ESX Server の
セクションを参照してください。

HP StorageWorks MSA 
このセクションでは、HP StorageWorks MSA1510i ストレージ システムが ESX Server
環境と通信するために必要な設定および構成の手順を説明します。 

MSA1510i ストレージ システムを ESX Server と通信できるようにするには

1 ベンダー インストールのドキュメントに従って、ネットワーク デバイスのイン
ストール、接続、および起動を行います。

2 MSA1510i コントローラ管理ポートに割り当てられた IP アドレスを取得します。

a 次のメッセージが表示されるまで LCDパネルのメッセージをスクロールし
ます：603 Port MA0 IP <address>

b [MSA1510i の基本情報（Basic MSA1510i information）] に表示されている管
理ポート IP アドレスを記録します。

3 サーバまたはMSA1510i LAN セグメントのワークステーションから、Web ブラ
ウザを開き、手順2で取得したアドレスを入力します。

4 プロンプトが表示されたら、次のデフォルト アクセス権限を入力します。

   ユーザー名：root

   パスワード：root

5 プロンプトが表示されたら、一意のユーザー名およびパスワードを設定します。

6 ウィザードを使用して次の処理を実行します。

a ストレージ構成

i フォルト トレラント モード（RAID モード）の設定。 

ii 適切な RAID レベルの予備ディスクの割り当て。

b iSCSI 構成（iSCSI ポータルの構成）

i データ ポートの選択。

ii データ ポートへの IP アドレスの割り当て。
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iii VLANは、スイッチで設定し、ストレージへのアクセス制御手段の 1つ
として使用します。VLANを使用する場合、使用する VLAN ID を入力し
ます（0は未使用）。

iv ウィザードでは、[iSCSI ターゲット名（iSCSI Target Name）] および
[iSCSI ターゲット エイリアス（iSCSI Target Alias）] にデフォルトの値が
設定されます。デフォルトをそのまま使用するか、ユーザー定義値を入
力します。

c ログイン設定

d 管理設定

7 [ 終了（Finish）] をクリックして構成設定を適用します。

初期設定後、次のタスクを実行して構成を行います。

アレイを作成する。

論理ドライブを作成する。

ターゲットを作成する。

ポータル グループを作成する。

作成したポータル グループに、ウィザードで作成したポータルを関連付ける、
または割り当てる。

ターゲットに論理ドライブをマップする。

イニシエータを追加する（イニシエータの IQN 名およびエイリアス）。

論理ドライブのACLをアップデートしてイニシエータにアクセスできるようにす
る（論理ドライブにアクセスするイニシエータのリストを選択）。

『MSA 1510i 構成ガイド』を参照してください。

注意   残りのデータ ポートを構成するには、[ システムの初期構成
（Initial System Configuration）] ウィザードのプロセスを実行し、[構成
（Configure）] タブで利用可能なタスクを使用します。

注意   ウィザードは基本構成の設定タスクのみに使用できます。構成内容を表示また
は変更するには、[管理（Manage）] または [ 構成（Configure）] タブを使用します。
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HP StorageWorks EVA
HP StorageWorks EVA システムのタイプには、EVA_GL（アクティブ - パッシブ システ
ム）と EVA_XL（アクティブ -アクティブ システム）の 2種類があります。 

ESX Server ホストに LUNを提供するときは、接続タイプを Customに設定します。
値は、次のいずれかです。

HP EVAgl 3000/5000（アクティブ - パッシブ）の場合、000000002200282Eホスト 
モード タイプを使用。 

HP EVAgl ファームウェア 4.001（GL シリーズ用アクティブ - アクティブ ファーム
ウェア）以降の場合、VMwareホスト モード タイプを使用。

5.031より前のファームウェアとEVA4000/6000/8000アクティブ-アクティブ アレ
イを使用する場合、000000202200083Eホスト モード タイプを使用。

5.031以降のファームウェアとEVA4000/6000/8000アクティブ-アクティブ アレイ
を使用する場合、VMwareホスト モード タイプを使用。

そのほかの場合、ESX Server システムと組み合わせて使用するために、EVA システム
で特別に構成を変更する必要はありません。 

詳細については、HP Web サイトの「VMware Infrastructure 3, HP StorageWorks Best 
Practices」を参照してください。

Network Appliance ストレージ システム
このセクションでは、Network Appliance ストレージ システムが ESX Server 環境と通
信するできるようにする際の注意事項および手順を説明します。 

マルチパス機能
2 つのQLogic HBA と Network Appliance ストレージ システムの複数のポートとでマ
ルチパスを設定する場合、ストレージへの接続用に、2つのQLogic HBA にそれぞれ
別の動的または静的検出アドレスを指定します。

Network Appliance ストレージ システムは、ターゲットとイニシエータのそれぞれ1
つに対して使用できる接続は 1つのみです。接続を複数追加しようとすると、最初の
接続が削除されます。したがって、単一のQLogic HBAで、同一のNetwork Appliance
ターゲットに関連付けられた複数の IP アドレスに接続することはできません。
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LUNタイプとイニシエータ グループ タイプの設定
ストレージ システムに適切なLUNタイプとイニシエータ グループ タイプを設定します。

LUNタイプ　VMware（VMware タイプが使用できない場合は、Linux を使用）

イニシエータ グループ タイプ　VMware（VMware タイプが使用できない場合は、
Linux を使用） 

ストレージのプロビジョニング
FilerView または CLI のいずれかを使用してストレージをプロビジョニングする必要が
あります。 

FilerView ストレージ管理を使用してストレージをプロビジョニングするには

1 Network Appliance ストレージ システム管理（FilerView）にログインします。

2 ボリュームを作成します。

a [ ボリューム（Volumes）] を選択し、[追加（Add）]をクリックします。[次
へ（Next）]をクリックします。

b [ フレキシブル（Flexibility）]（デフォルト）または [ トラディショナル
（Traditional）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

c [ ボリューム名（Volume Name）] を入力し、[言語（Language）] を選択し
て、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

d [ 集合体を含む（Containing Aggregate）]、[ 合計ボリューム サイズ（Total 
Volume Size）]、および [容量配分量（Space Guarantee）]に値を入力し、[ 次
へ（Next）] をクリックします。 

e [ 確定（Commit）] をクリックすると、ボリュームが作成されます。 

3 LUN を作成します。 

a [LUN] を選択し、[ 追加（Add）] をクリックします。 

b 次のように入力します。 

i [ パス（Path）]　パスを入力します（例：/vol/vol1/lun1）。 

ii [LUNプロトコル タイプ（LUN Protocol Type）]　VMware ｡ 

iii [ 説明（Description）]　簡単な説明。 

iv [ サイズと単位（Size and Unit）]　サイズを入力し（例：10GB）、[予
約容量（Space Reserved）] を選択します。 
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4 イニシエータ グループを作成します。 

a [LUN] - [ イニシエータ グループ（Initiator Group）] を選択し、[ 追加（Add）]
をクリックします。 

b 次のように入力します。

i [ グループ名（Group Name）]　グループ名を入力します。

ii [ タイプ（Type）]　[iSCSI] を選択します。 

iii [ オペレーティング システム（Operating System）]　VMware と入力し
ます。 

iv [ イニシエータ（Initiators）]　完全修飾イニシエータ名を入力します。
複数のイニシエータがある場合は、各イニシエータは「復路」と切り離
す必要があります。 

c [ 追加（Add）] をクリックします。

5 イニシエータ グループに LUNをマップします。 

a [LUN] を選択し、[ 管理（Manage）] をクリックします。LUNのリストが表
示されます。 

b このリストで、目的の LUNの [ マップ（Maps）] 行のラベルをクリックし
ます。 

c [ マップするグループの追加（Add Groups to Map）] をクリックします。 

d イニシエータ グループを選択し、[ 追加（Add）] をクリックします。 

e プロンプトが表示されたら、LUN ID（0 ～ 255 の任意の番号）を入力し、[
適用（Apply）] をクリックします。 

CLI を使用してストレージをプロビジョニングすることもできます。

CLI を使用してストレージをプロビジョニングするには

1 必要に応じて、CLI を使用して集合体を作成します。 

aggr create <vmware-aggr> <number of disks> 

2 フレキシブル ボリュームを作成します。 

vol create <aggregate name> <volume size> 

3 各 LUN を格納するQtree を作成します。 

qtree create <path>

4 LUN を作成します。 

lun create -s <size> -t vmware <path> 
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5 イニシエータ グループを作成します。 

igroup create -f -t vmware <igroup name> 

6 作成したイニシエータ グループに LUNをマップします。 

lun map (<path>) <igroup name> <LUN ID> 

VMware テクノロジーと組み合わせてNetwork Appliance ストレージを使用する方法
の詳細については、Network Appliance の次のドキュメントを参照してください。 

『Network Appliance & VMware ESX Server:Instantaneous Backup & Recovery with 
NetApp Snapshot Technology』（http://www.netapp.com/library/tr/3428.pdf）

『Technical Case Study:Using a Network Appliance SAN with VMware to Facilitate 
Storage and Server Consolidation』（http://www.netapp.com/library/tr/3401.pdf）

EqualLogic ストレージ システム
EqualLogic ストレージ システムが ESX Server 環境で動作するように設定するには、
次の処理を行う必要があります。

マルチパス機能　EqualLogic ストレージ システムは、iSCSI に対して透過的なスト
レージプロセッサ ファイルオーバーをサポートしているため、特別な設定は必
要ありません。複数の iSCSI HBA またはNIC で、ストレージ側の同一のターゲッ
トまたは LUNに接続できます。ただし、ESX Server 構成での通常の制限が発生
します。たとえば、NIC チーミングを正しく設定する必要があります。  

iSCSI LUN の作成　EqualLogic Web ポータルから [ ボリューム（Volumes）] を右ク
リックし、[ボリュームの作成（Create Volume）] を選択します。

ハードウェア iSCSI HBA で ARP リダイレクトの有効化　ARP リダイレクトの詳細に
ついては、「esxcfg-hwiscsi ユーティリティ（P.130）」を参照してください。  

EqualLogic ストレージ システムの構成および使用の詳細については、ベンダーのド
キュメントを参照してください。

注意   サービス コンソールを追加し、EqualLogic ストレージ システムの IP アドレス
ACL に、iSCSI アクセスに使用する VMkernel IP アドレスも追加する必要があります。
ただし、CHAP 認証またはイニシエータ名ベースのACL を使用する場合、この処理
は不必要です。
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LeftHand Networks SAN/iQ ストレージ システム
SAN/iQ SAN は、ソフトウェア イニシエータおよびHBAからの ESX Server iSCSI 接続
をサポートしています。 

基本構成
基本構成の設定手順は次のとおりです。

1 SAN/iQ ストレージ ノードをインストールします。

2 SAN/iQ 管理グループおよびクラスタを作成します。

3 ボリュームを作成します。

4 認証グループおよびボリューム リストにボリュームを割り当てます。

5 ハードウェア iSCSI HBAで ARPリダイレクトを有効にします。
詳細については、「esxcfg-hwiscsi ユーティリティ（P.130）」を参照してください。

ベスト プラクティスとして、すべての ESX Server 認証グループに、SAN/iQ 内での仮
想 IP ロード バランシングを構成することです。

ボリュームの自動再署名
SAN/iQ ストレージ デバイス用にボリュームの自動再署名を有効にし、SAN/iQ ス
ナップショットおよびリモート コピーにアクセスできるようにします。

VMware Infrastructure 3 用の LeftHand Networks SAN の構成についての詳細は、
『VMware Field Guide for SAN/iQ-Powered SANs』を参照してください。 
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4

本章では、次の内容について説明します。

SANからの起動の概要（P.81）

SAN からの起動の有効化（P.83）

SAN からの起動の概要
ESX Server 3 またはハードウェア iSCSI を使用した場合のみ SANから起動できます。
SANから起動するようにシステムを設定すると、起動イメージは ESX Server システ
ムのローカル ディスクではなく、図4-1 に示すように SAN LUNに格納されます。 

図4-1  SAN からの起動のしくみ

ESX Server システムでの SAN
からの起動 4
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SANから起動するメリット
SAN から起動する場合、オペレーティング システムは SANストレージ システムの 1
つまたは複数の LUNにインストールされます。サーバには、起動イメージの場所が
通知されます。サーバは、起動するとき、SANストレージ システムの LUNから起動
します。

SANからの起動には、次のように多くのメリットがあります。

サーバが安価になる　内部ストレージが不要になり、サーバの密度を高くでき、
実行時の温度が低くなります。 

サーバの交換が簡単になる　サーバを交換して、新しいサーバが古い起動場所を
指すようにできます。 

無駄になるストレージ領域が減る

バックアップ プロセスが簡単になる　SANのシステム起動イメージは、SAN全体
のバックアップ プロシージャの一部としてバックアップされます。

管理がしやすくなる　オペレーティング システム イメージの作成と管理が簡単
になり、より効率的になります。

SANからの起動を決定する前に
SAN から起動するようにシステムを設定する方法について検討する前に、SANから
起動することが現在の環境に適しているかどうかを判断します。

次のような場合、SANからの起動を行います。

ローカル ストレージのメンテナンスを行いたくない場合 

サービス コンソールの簡易複製が必要な場合

一部のブレード システムのような、ディスクレス ハードウェア構成の場合

サービス コンソールと VMkernel とで I/O の競合が発生する可能性がある場合、SAN
から起動しないでください。

注意   VMware ESX Server システム環境で SANから起動する場合、サーバごとに独自
の起動 LUNが必要です。
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SAN からの起動の有効化
ESX Server ホストが SANから起動するようにするには、多数のタスクを実行する必
要があります。

SANからの起動を有効にするには

1 SAN から起動するストレージ システムまたはサーバに該当する、ベンダーの構
成推奨事項をすべて確認します。

2 次のストレージ ネットワークのハードウェア要素を構成します。

SAN　「SAN の準備（P.83）」を参照してください。

HBA　「SANから起動する iSCSI HBA の構成（P.85）」を参照してください。

3 ストレージ システムで ACL を構成します。 ESX Server ホストを iSCSI から起動す
る場合、ストレージ システムでアクセスを適切に制御することが重要です。

起動 LUNは、起動するその LUNを使用するサーバにのみ認識されます。その
SANのほかのサーバまたはシステムからその起動 LUNを参照することはで
きません。

診断パーティションは、複数の ESX Server ホストで共有できます。ストレー
ジ システムの ACL の場合、これを行うことができます。 

4 診断パーティションの場所を選択します。

診断パーティションは、ブート パーティションと同じ LUNに配置することがで
きます。コア ダンプが診断パーティションに格納されます。 

5 VMware インストール CDは CD-ROMドライブにあるため、最初に CD-ROMか
ら起動するように ESX Server を設定します。そのためには、システム BIOS セッ
トアップのシステム起動シーケンスを変更します。

SANの準備
SAN から起動するように iSCSI HBA を構成する前に、最初に、ケーブル配線、スイッ
チ接続、およびストレージ システム構成を確認して、ストレージ エリア ネットワー
クを用意します。

SANを準備する

1 ネットワーク ケーブルを接続します。現在の環境に該当する配線ガイドを参照
してください。 

2 ストレージ システムとサーバ間の IP 接続を確認します。 これには、ストレージ 
ネットワークのあらゆるルータおよびスイッチが適切に構成されていることも含
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まれます。ストレージ システムは、ESX Server ホストの iSCSI HBA に ping が通
る必要があります。

3 ストレージ システムを構成します。

a ESX Server が最初に起動するストレージ システムのボリューム（または
LUN）を作成します。

b ストレージ システムを構成して、ESX Server システムが、割り当てた LUN
にアクセスできるようにします。これには、ESX Server システムで使用す
る、IP アドレスによるACL、iSCSI IQN 名、および CHAP 認証パラメータの
アップデートが含まれることがあります。一部のストレージ システムでは、
ESX Server ホストにアクセス情報を指定するだけでなく、そのホストに明示
的に割り当てた LUNを関連付ける必要があることもあります。

c ESX Server システムに LUN 0 として LUNを指定していることを確認します
（複数の LUNでなく、複数のターゲットとしてボリュームを指定しているス
トレージシステムでは、ボリュームは常に LUN 0 として指定します）。

d ほかのシステムが構成済みの LUNにアクセスしないことを確認します。

e ESX Server ホストに割り当てられたターゲットの iSCSI（IQN）名と IP アド
レスを記録します。この情報は iSCSI HBA の構成時に必要です。

 

要注意   SAN からの起動するとき、ESX Server をインストールするインス
トール スクリプトを使用する場合は、誤ってデータが失われないように、
特別な手順を実行する必要があります。
http://www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1540にある
VMware ナレッジベースの記事 1540 を参照してください。
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SANから起動する iSCSI HBA の構成
このセクションでは、SANから起動するためのQLogic iSCSI HBA の構成方法を説明
します。

SANから起動するように設定されたシステムは、次のように構成されている必要が
あります。 

システムBIOSで、起動コントローラとしてiSCSIカードを指定する必要があります。 

ターゲットの起動 LUNを特定できるように、BIOS を iSCSI HBA で有効にする必要
があります。

QLogic iSCSI HBA が SANから起動するようにするには

1 サーバが POST で送信中に <Crtl>+<q> を押し、QLogic iSCSI HBA 構成メニュー
を開きます。

2 構成する I/O ポートを選択します。 デフォルトで、[ アダプタの起動（Adapter 
Boot）] モードは [ 無効（Disable）] に設定されます。

3 HBA を構成します。

a [Fast!UTIL オプション（Fast!UTIL Options）] メニューから、[ 構成設定
（Configuration Settings）] - [ ホスト アダプタ設定（Host Adapter Settings）]
を選択します。

b ホスト アダプタのイニシエータ IP アドレス、サブネット マスク、ゲート
ウェイ、イニシエータ iSCSI 名、および CHAP（必要に応じて）などの設定
を構成します。 
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4 iSCSI 起動設定を構成します。

a [Fast!UTIL オプション（Fast!UTIL Options）] メニューから、[ 構成設定
（Configuration Settings）] - [iSCSI 起動設定（iSCSI Boot Settings）] を選択し
ます。

b SendTargets を設定する前に、[アダプタ起動（Adapter Boot）]モードを [手
動（Manual）]に設定します。

c [ プライマリ起動デバイス設定（Primary Boot Device Settings）] を選択します。 

i 検出する [ ターゲット IP（Target IP）] および [ ターゲット ポート
（Target Port）] を入力します。 

ii 指定したアドレスに、最初に起動する iSCSI ターゲットと LUNがそれぞ
れ 1つずつのみ存在する場合、[ 起動 LUN（Boot LUN）] および [iSCSI
名（iSCSI Name）] フィールドを空白ままにできます。そのほかの場合、
ほかのシステムのボリュームから起動しないように、これらのフィール
ドを指定する必要があります。これらのフィールドは、ターゲット ス
トレージ システムまで到達して再スキャンしたあとに使用できるよう
になります。 
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iii 変更内容を保存します。

d [iSCSI 起動設定（iSCSI Boot Settings）] メニューからプライマリ起動デバイ
スを選択します。新しいターゲット LUNを検出するために、HBAの自動再
スキャンが実行されます。

e iSCSI ターゲットを選択します。 

注意   複数の LUNがターゲット内にある場合は、iSCSI デバイスを見つけてから、
<Enter> キーを押すと、特定の LUN ID を選択できます。 
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f [ プライマリ起動デバイス設定（Primary Boot Device Setting）] メニューに
戻ります。再スキャン後、[起動 LUN（Boot LUN）] および [iSCSI 名（iSCSI 
Name）] フィールドが使用できます。[ 起動 LUN（Boot LUN）] の値を目的
の LUN ID に変更します。

5 変更内容を保存し、システムを再起動します。

QLogic ホスト アダプタ構成設定の詳細または最新の情報については、QLogic Web
サイトにあるQLogic ホスト アダプタの Readme ファイルを参照してください。
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本章では、ESX Server システムを管理する方法、SANストレージを効率的に使用する
方法、およびトラブルシューティングの方法について説明します。 

本章では、次の内容について説明します。

問題と解決方法（P.90）

情報の取得（P.91）

可視性の問題の解決（P.93）

高度な LUN表示構成（P.96）

[Disk.SupportSparseLUN] まで下方向にスクロールし、値を 0に変更して、[OK] を
クリックします。（P.98）

マルチパス機能（P.98）

パスのフェイルオーバー（P.105）

VMkernel の構成（P.106）

SAN の問題の回避と解決（P.107）

SAN ストレージ パフォーマンスの最適化（P.108）

パフォーマンスの問題の解決（P.113）

SAN ストレージ バックアップに関する考慮事項（P.118）

レイヤー化されたアプリケーション（P.120）

VMFS ボリュームの再署名（P.122）

SAN ストレージを使用する
ESX Server システムの管理 5
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問題と解決方法
表5-1 に、頻繁に発生する問題と、その問題を解決する方法または問題について説明
されている場所への参照先を示します。 

SAN の問題を回避するためのガイドライン
SAN構成で発生する可能性のある問題を防止するために、次のガイドラインに従っ
てください。

各LUNには、VMFSボリュームを1つだけ配置します。1つのLUNに複数のVMFSボ
リュームを配置することはお勧めしません。 

パス ポリシーの変更について熟知していない場合は、システムで設定されてい
るパス ポリシーをそのまま使用します。特に、アクティブ -パッシブ アレイを
使用する場合、パス ポリシーを [ 固定（Fixed）] に設定すると、パスのスラッシ
ングの原因になります。 

表5-1  問題と解決方法

問題 解決方法

LUN を VI Client で参照できない。 「可視性の問題の解決（P.93）」を参照してく
ださい。

パスのフェイルオーバーの実行方法を理解す
る、またはパスのフェイルオーバーの実行方
法を変更する。 

これらのアクションは、VI Client で実行でき
ます。「マルチパス機能（P.98）」を参照して
ください。

現在のマルチパス ポリシーまたは優先パス
の表示または変更、もしくはパスを無効また
は有効にする。 

これらのアクションは、VI Client で実行でき
ます。「マルチパス機能（P.98）」を参照して
ください。

フェイルオーバー時のシステム停止を避ける
ためにWindows のディスク タイムアウトを
増やす。 

「ゲストOS タイムアウトの設定　Windows
ゲスト OS がフェイルオーバー時に長時間停
止しないように、標準ディスク タイムアウ
ト値を増やすことができます。（P.106）」を
参照してください。

サーバが LUN にアクセスできない。または
アクセスが遅い。 

パスのスラッシングの可能性があります。
「パスのスラッシングの解決（P.114）」を参
照してください。

新しい LUN またはストレージへの新しいパ
スを追加したあとに追加内容を VI Client で表
示する。 

再スキャンする。「再スキャンの使用
（P.95）」を参照してください。



VMware, Inc. 91

第 5章 SAN ストレージを使用する ESX Server システムの管理

  

  

情報の取得
このセクションでは、HBA、状態、マルチパスなどに関する情報を検索する方法につ
いて説明します。これらのタスクの実行中に問題が発生した場合は、「可視性の問題
の解決（P.93）」を参照してください。

HBA 情報の表示
VI Client を使用して、使用可能なすべてのストレージ アダプタとその情報を表示でき
ます。

HBAタイプのリストを参照するには

1 HBAを確認するホストを選択し、[構成（Configuration）]タブをクリックします。

[概要（Summary）] タブで、すべてのストレージ デバイスのリストを表示でき
ます。ただし、ここでは、デバイスの詳細の表示または管理はできません。 

2 [ ハードウェア（Hardware）] パネルで [ ストレージ アダプタ（Storage 
Adapters）] を選択します。 

ストレージ アダプタのリストが表示されます。アダプタを選択すると、追加情
報が表示されます。 
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データストア情報の表示
VI Client を使用して、すべてのフォーマット済みデータストアを表示し、特定のデー
タストアの詳細を確認します。

すべてのストレージ デバイスおよびその詳細を表示するには

1 ストレージ デバイスを確認するホストを選択し、[ 構成（Configuration）] タブ
をクリックします。

2 [ ハードウェア（Hardware）] パネルの [ ストレージ（Storage）] を選択します。

データストア（ボリューム）のリストが [ストレージ（Storage）] パネルに表示
されます。選択したホストの VMFS 全体が表示されます。表示されるのは、
VMFS でフォーマットされたストレージのみです。 

3 データストアの詳細を表示するには、データストアを選択します。

[詳細（Details）] パネルに詳細情報が表示されます。表示される情報には、場
所と機能、パス数、パス ポリシー、プロパティが含まれます。エクステント情
報も含まれます。エクステントは、VMFS でフォーマットされたパーティション
です（LUNのピース）。たとえば、vmhba 0:6:0 は LUNで、vmhba 0:6:0:1 はパー
ティションです。1つの VMFS ボリュームは複数のエクステントを持つことがで
きます。 

注意   見出し [ソフトウェア（Software）] の下の [ サービス コンソール リソース
（Service Console Resources）] リンクは、ESX Server 3 の場合のみ表示されます。
ESX Server 3i には、サービス コンソールがありません。
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4 [ プロパティ（Properties）] をクリックして、プロパティの表示および変更を行
います。 

可視性の問題の解決
このセクションでは、一般的なステータスと可視性の問題をトラブルシューティング
する方法について説明します。 

AX100i または AX150i のストレージ システムを使用している場合は、アクティブで
ない接続が原因で表示に問題が発生することがあります。 

LUN名の表記について
VI Client では、LUNは 3つまたは 4つの数字がコロンで区切られたシーケンスとして
表示されます。 

<SCSI HBA>:<SCSIターゲット >:<SCSI LUN>:<ディスク パーティション >

最後の数字が 0、または表示されない場合、この名前は LUN全体を指します。 

ESX デバイス名の最初の 3つの数字は変わることがありますが、同じ物理デバイスを
参照しています。たとえば、vmhba1:2:3は、SCSI HBA 1 の SCSI ターゲット 2に接
続された SCSI LUN3 を表します。ESX Server システムを再起動すると、LUN 3 のデバ
イス名が vmhba1:1:3に変わることがあります。この数字には、次のような意味が
あります。

最初の数字は、SCSI HBAを示します。したがって、システムが起動または再ス
キャンされた時に、iSCSI ネットワークが停止したために、ESXが別の SCSI HBAで
物理デバイスにアクセスする必要が生じると、数字が変わる可能性があります。 

2 番目の数字は、SCSI ターゲットを示します。したがって、ESX Server ホストが認
識する iSCSI ターゲットのマッピングが変更されると、数字が変わる可能性があ
ります。

3番目の数字は、SCSI LUNを示します。したがって、変わる可能性はありません。 

参照できない LUNの問題の解決
VI Client を使用して、LUNを表示できます。

表示（または出力）が予測される結果と異なる場合は、次の点をチェックしてください。 

注意   省略形の vmhba は、仮想マシンが使用する SCSI コントローラではなく、
ESX Server システムの HBAを指します。 
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ケーブルの接続　ポートが表示されない場合、ケーブルの接続またはルーティングに
問題がある可能性があります。まずケーブルを確認してください。ケーブルがポート
に接続されているかどうか、およびリンク ライトが点灯していて接続は良好である
かどうかを確認します。ケーブルの両端でリンク ライトが点灯しない場合、ケーブ
ルを交換します。  

ルーティング　利用しているイーサネットの構成上にある各サブネット間の接続を
制御します。使用している ESX Server システムと iSCSI ストレージが同じサブネット
上にない場合、サブネット間のルーティングが適切に行われているか確認します。ま
た、ESX Server ホストの iSCSI ストレージと iSCSI イニシエータ上で、サブネット マ
スクとゲートウェイ アドレスが正しく設定されていることも確認します。

アクセス コントロール　表示されるはずの LUNが再スキャン後に表示されない場
合、ストレージ システム側のアクセス コントロールが正しく設定されていない可能
性があります。   

CHAP が設定されている場合は、ESX Server ホストで CHAP が有効になってお
り、ストレージ システムの設定と一致していることを確認します。

IP ベースのフィルタを利用している場合、iSCSI HBA または VMkernel ポート 
グループの IP アドレス、およびサービス コンソールの IP アドレスが許可さ
れていることを確認します。

イニシエータ名ベースのフィルタを利用している場合、その名前が適切な
iSCSI 名で、ストレージ システム設定と一致していることを確認します。

SANから起動する場合、各 ESX Server ホストが必要な LUNだけを参照するよう
にします。ESX Server が、自分が所有していない起動 LUNを参照できないよう
にする必要があります。ストレージ システム ソフトウェアを使用して、ESX 
Server ホストが参照する必要がある LUNだけを参照できるようにします。 

Disk.MaxLUNと Disk.MaskLUNs を設定し、必要な LUNを参照できるようにしま
す。「Disk.MaxLUN でスキャンする LUNの数の変更（P.96）」および
「Disk.MaskLUNs による LUNのマスキング（P.97）」を参照してください。

ストレージ プロセッサ　ストレージ システムに複数のストレージ プロセッサがある
場合、アクセスする LUNを所有している SP に SAN スイッチが接続されていること
を確認します。ストレージ システムによっては、1つの SP だけがアクティブで、ほ
かの SP は障害が発生するまでパッシブである場合があります。間違った SP（パッシ
ブ パスの SP）に接続していると、予測される LUNを参照できなかったり、LUNを参
照できてもアクセスしようとするとエラーが発生することがあります。  
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ソフトウェア iSCSI ネットワーク構成　ESX Server のソフトウェア iSCSI イニシエー
タを使用するには、サービス コンソールのネットワーク ポートおよび VMkernel の
ネットワーク ポートが iSCSI ストレージへアクセスできる必要があります。ソフト
ウェア イニシエータは、サービス コンソールを使用して、iSCSI の検出とエラー処理
を行います。ESX Server システムと iSCSI ストレージとのデータ転送には VMkernel を
使用します。「ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワーク構成（P.52）」を参照し
てください。

再スキャンの使用
次の場合には必ず、再スキャンを実行します。

SANに新しい LUNを作成した場合。 

ESX Server ホスト ストレージ システム上で LUNマスキングを変更した場合。

ケーブルを接続しなおした場合。 

クラスタのホストを変更した場合。 

CHAP 設定を変更した場合、または新しい検出アドレスを追加した場合。

再スキャンを実行するには

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

2 [ ハードウェア（Hardware）] パネルで [ ストレージ アダプタ（Storage 
Adapters）] を選択し、[ ストレージ アダプタ（Storage Adapters）] パネルの上
の [ 再スキャン（Rescan）] をクリックします。

アダプタを個別に右クリックし、[再スキャン（Rescan）] をクリックして、選
択したアダプタのみを再スキャンすることもできます。

注意   パスが利用できないときは、再スキャンしないでください。1つのパスに障害
が発生した場合は、別のパスに引き継がれ、システムは完全に機能を継続します。た
だし、パスが使用できないときに再スキャンをすると、ESX Server ホストはそのパス
をデバイスへのパス リストから削除します。次にパスがアクティブなときに再ス
キャンを実行するまで、このパスは ESX Server ホストで使用できなくなります。
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データストアの削除 
VI Client を使用して、データストアを仮想マシンのストレージとして使用されないよ
うにできます。再起動する場合を除き、ソフトウェア iSCSI でターゲットを削除する
ことはできません。

データストアを削除するには

1 削除中のデータストアを使用しているすべての仮想マシンをパワーオフします。

2 仮想マシンを右クリックし、[インベントリから削除（Remove from Inventory）]を
クリックすることにより、各仮想マシンを選択してインベントリから削除します。

3 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ ストレージ（Storage）] をクリッ
クして、すべてのストレージ デバイスを表示します。 

4 削除するデータストアを選択し、[削除（Remove）] をクリックします。

この時点でデータストアが削除され、インベントリが自動的に更新されます。

高度な LUN表示構成
このセクションでは、多数の高度な構成オプションについて説明します。

Disk.MaxLUN でスキャンする LUNの数の変更
デフォルトで、VMkernel は各ターゲットの LUN 0 から LUN 255 をスキャンします
（合計 256LUN）。Disk.MaxLun パラメータを変更して、この数を変更できます。変更
すると、LUN検出の速度が向上することがあります。

値を小さくすると、再スキャンの時間と起動時間を短縮できます。LUNを再スキャ
ンする時間は、ストレージ システムのタイプ、スパース LUNのサポートが有効かど
うかなど、いくつかの要因によって異なります。「DiskSupportSparseLUN によるス
パース LUNのサポートの変更（P.98）」を参照してください。 

Disk.MaxLUN の値を変更するには

1 VI Client のインベントリ パネルでホストを選択し、[構成（Configuration）] タ
ブをクリックし、[詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。 

2 [ ディスク（Disk）] を選択します。

注意   ESX Server ホストからデータストアを削除したあと、ストレージ システムで
LUNをマスクまたは削除し、VI Client で再スキャンして ESX Server がその LUNを検
出しないようにします。 

注意   LUN ID 番号が 255 よりも大きな LUNは検出できません。 
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3 [Disk.MaxLUN] まで下方向にスクロールし、既存の値を目的の値に変更し、[OK]
をクリックします。 

Disk.MaskLUNs による LUNのマスキング
Disk.MaskLUNs パラメータを使用して、特定のHBAの特定の LUNをマスクできます。
マスクされた LUNは、最初のスキャンを含めて、VMkernel から接触されず、アクセ
ス不可になります。

このオプションを使用すると、ESX Server システムが、ストレージ システムのマスキ
ング メカニズムのない iSCSI LUNにアクセスすることを防止できます。

Disk.MaskLUNs の値を変更するには

1 VI Client のインベントリ パネルでホストを選択し、[構成（Configuration）] タ
ブをクリックし、[詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。 

2 [ ディスク（Disk）] を選択します。

3 [Disk.MaskLUNs] まで下方向にスクロールし、既存の値を目的の値に変更し、
[OK] をクリックします。 

要注意   サーバまたは SANが再構成されたために、ターゲット、LUN、または vmhba
の番号が変わった場合、不正な LUNがマスクまたは公開されることがあります。 
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DiskSupportSparseLUN によるスパース LUNのサポートの変更
デフォルトで、VMkernel はスパース LUNをサポートするように構成されています。
スパース LUNとは、0～ N-1 の範囲で一部の LUNが存在せず、N番目の LUNが存在
するケースです。たとえば、ストレージ システムが 0、6、23 という番号の LUNを
表示し、それらの間の番号の LUNがない場合です。

すべての LUNが連続している場合、Disk.SupportSparseLUN パラメータを変更できま
す。この変更によって、LUNのスキャンに必要な時間が短縮されます。

Disk.SupportSparseLUN の値を変更するには

1 VI Client のインベントリ パネルでホストを選択し、[構成（Configuration）] タ
ブをクリックし、[詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。 

2 [ 詳細設定（Advanced Settings）] ダイアログボックスで、[ディスク（Disk）]
を選択します。

3 [Disk.SupportSparseLUN] まで下方向にスクロールし、値を 0に変更して、[OK]
をクリックします。

マルチパス機能
LUN とその LUNへのパスが多数ある SAN実装の場合、すべてのパスが列挙される前
に ESX Server でリソースが不足することがあります。この場合、ストレージへのすべ
てのパスを ESX Server が認識できません。これを防ぐには LUNへのパスの数を減ら
します。

マルチパスの概念の概要については、｢パスの管理とフェイルオーバー（P.32）｣を参
照してください。

現在のマルチパス状態の表示
VI Client を使用して、現在のマルチパス状態を表示できます。 

現在のマルチパス状態を表示するには

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

2 [ ストレージ（Storage）] パネルで、データストアを 1つ選択します。 
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データストアに関する情報が [詳細（Details）] パネルに表示されます。 

3 追加情報を表示したり、マルチパス ポリシーを変更したりするには、[ 詳細
（Details）] パネルの上の [ プロパティ（Properties）] を選択します。 

4 [ エクステント（Extents）] パネルで、情報を表示または変更するエクステント
を選択します。 

[ エクステント デバイス（Extent Device）] パネルに、エクステントの情報、パ
ス選択アルゴリズム、使用可能なパス、およびアクティブ パスが表示されます。 

表示には、デバイス エクステントへの各パスのステータス情報が含まれます。
次のパス情報が表示されます。

[ 有効（Active）]　パスが機能しており、現在、データの転送に使用されて
います。 
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[無効（Disabled）]　パスが機能しておらず、データを転送できません。 

[ スタンバイ（Standby）]　パスは機能していますが、現在、データの転送
には使用されていません。

[ 非活動（Dead）]　ソフトウェアは、このパス経由でディスクに接続でき
ません。

5 [固定（Fixed）]のパス ポリシーを使用している場合、どれが [優先（Preferred）]
パスかを表示するには、[管理パス（Manage Paths）]をクリックします。

優先パスは、4番目の列にアスタリスク（*）が付いています。 

表 5-2 に、ストレージ システムのタイプおよびフェイルオーバー ポリシーによって、
ESX Server システムの動作がどのように異なるか概要を示します。

表5-2  パス ポリシーの影響

ポリシー /コント
ローラ アクティブ -アクティブ アクティブ -パッシブ

最近の使用 パスに障害が発生したあとの
フェイルバックに、システム管
理者のアクションが必要。 

パスに障害が発生したあとの
フェイルバックに、システム管
理者のアクションが必要。 

固定 接続がリストアされたときに、
優先パスを使用して、VMkernel
がレジューム。 

優先パスを使用して、VMkernel
がレジュームを試行。このとき、
別の SPが LUNを所有しているた
めに、パスのスラッシングまたは
障害が発生する可能性がありま
す。「パスのスラッシングの解決
（P.114）」を参照してください。
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アクティブ パス
ESX Server は、通常、任意の LUNのパス全体の I/O ロード バランシングは行いませ
ん。常に、単一のパスを使用して LUNに I/O を発行します。このパスは、アクティ
ブ パスと呼ばれます。 

LUN のパス ポリシーが [ 固定（Fixed）] に設定されている場合、ESX Server は [ 優先
（Preferred）] のマークが付いているパスをアクティブ パスとして選択します。 

優先パスが無効または使用不可の場合、ESX Server システムは機能している別の
パスをアクティブ パスとして使用します。 

LUN のパス ポリシーが [ 最近の使用（Most Recently Used）] に設定されている場
合、ESX Server ホストは LUNへのアクティブ パスを選択して、パスのスラッシ
ングを防止します。優先パスの指定は考慮されません。

LUNのマルチパス ポリシーの設定
現在、次のマルチパス ポリシーがサポートされています。

[ 固定（Fixed）]　優先パスを使用できる場合、ESX Server ホストは、常にディス
クへの優先パスを使用します。優先パスを介してディスクにアクセスできない場
合は、代替パスが試されます。[固定（Fixed）] は、アクティブ - アクティブ ス
トレージ デバイスのデフォルト ポリシーです。

[ 最近の使用（Most Recently Used）]　ESX Server ホストは、ディスクへの最新の
パスが使用できなくなるまで、このパスを使用します。つまり、ESX Server ホス
トは、自動的には優先パスに戻りません。[最近の使用（Most Recently Used）]
は、アクティブ -パッシブ ストレージ デバイスのデフォルト ポリシーで、これ
らのデバイスでは必須です。

[ ラウンド ロビン（Round Robin）]　ESX Server ホストは、利用可能なすべての
パスを巡回する自動パス選択を使用します。ラウンド ロビンはパスのフェイル
オーバーに加え、パス間のロード バランシングをサポートしています。 

注意   アクティブ -アクティブとして動作する透過的なフェイルオーバーを提供する
iSCSI ストレージ システムです。

注意   一部のSANの用語では、アクティブという用語は、LUNへの I/O発行に使用でき
るパスを意味します。ESX Serverホストの視点から見ると、アクティブという用語は、
ESX Server ホストがLUNに I/Oを発行するために使用する唯一のパスを意味します。 

注意   ラウンド ロビンのロード バランシングは試験的サポートで、本番環境では
サポートされていません。詳細については、ホワイトペーパー『Round-Robin 
Load Balancing』を参照してください。
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ESX Server ホストは、検出したストレージ システムのメークとモデルに基づいてマル
チパス ポリシーを設定します。検出したストレージ システムがサポートされていな
い場合、アクティブ - アクティブとして処理します。サポートされているストレージ 
システムについては、『ストレージ /SAN互換性ガイド』を参照してください。 

VI Client でマルチパス ポリシーを設定するには

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

2 [ ハードウェア（Hardware）] パネルの [ ストレージ（Storage）] を選択します。 

3 マルチパス ポリシーを変更するデータストアを選択し、[ 詳細（Details）] パネ
ルの [ プロパティ（Properties）] をクリックします。 

4 [ エクステント（Extent）] パネルで変更するデバイスを選択し、右側の [エクス
テント デバイス（Extent Device）] パネルの [ 管理パス（Manage Paths）] をク
リックします。 

5 [ 管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスで、[ 変更（Change）] をク
リックします。

6 表示されるダイアログ ボックスでマルチパス ポリシーを選択し、[終了（Done）]
をクリックします。 

パスの無効化と有効化
メンテナンスなどの目的で、一時的にパスを無効にできます。これは、VI Client を使
用して実行できます。 

パスを無効または有効にするには

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

2 [ ハードウェア（Hardware）] パネルの [ ストレージ（Storage）] を選択します。 

3 パスを無効にするデバイスを選択し、[詳細（Details）] パネルの [ プロパティ
（Properties）] をクリックします。 

注意   [ 最近の使用（Most Recently Used）] を [Fixed（固定）] に変更しないことをお
勧めします。システムは、このポリシーを必要とするストレージ システム用に設定
しています。 

注意   アクティブ -パッシブ ストレージ デバイスには、[ 最近の使用（Most Recently 
Used）] を設定することをお勧めします。
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4 [ エクステント（Extent）] パネルで変更するデバイスを選択し、右側の [エクス
テント デバイス（Extent Device）] パネルの [ 管理パス（Manage Paths）] をク
リックします。 

5 [管理パス（Manage Paths）]ダイアログ ボックスの [パス（Paths）]パネルで [変
更（Change）]をクリックし、パスを無効にする場合は [無効（Disabled）]、パス
を有効にする場合は [有効（Enabled）]をクリックします。 

優先パスの設定（[固定（Fixed）] パス ポリシーのみ）
[ 固定（Fixed）] パス ポリシーを使用している場合、優先パスが使用可能な場合、
サーバは常に優先パスを使用します。 

優先パスを設定するには

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

2 [ ハードウェア（Hardware）] パネルの [ ストレージ（Storage）] を選択します。 

3 優先パスを設定するデバイスを選択し、[詳細（Details）] パネルの [ プロパティ
（Properties）] をクリックします。 

4 [ エクステント（Extent）] パネルで変更するデバイスを選択し、右側の [エクス
テント デバイス（Extent Device）] パネルの [ 管理パス（Manage Paths）] をク
リックします。 

5 優先パスとして設定するパスを選択し、[変更（Change）] をクリックします。 

6 [ 優先（Preference）] ペインで [ 優先（Preferred）] をクリックします。 
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[ 優先（Preferred）]がオプションとして表示されない場合は、パス ポリシーが [固
定（Fixed）]に設定されていることを確認します。 

7 [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックして、ダイアログボックスを終了
します。

パスの管理と手動ロード バランシング
使用可能なパスの間でロード バランシングを行うと、パフォーマンスが向上します。
HBAの優先パスを変えることで、各 LUNで異なるパスを使用するようにシステムを
設定できます。これは、アクティブ -アクティブ SP でのみ可能で、パス ポリシーを
[ 固定（Fixed）] に設定する必要があります。 

パスに障害が発生すると、正常なパスがすべてのトラフィックを搬送します。ネット
ワークが新しいトポロジで収束してサービスをリストアしようとするために、パスの
フェイルオーバーに 1分またはそれ以上の時間がかかることがあります。この遅延
は、トポロジの変更またはその他のネットワーク イベントのあとに、SANの構成を
安定させるために必要です。

次に手動ロード バランシングの実行例を示します。

アクティブ -アクティブ アレイを使用している場合、ロード バランシングを行うよ
うにシステムを設定できます。図5-1 に示すような設定について考えます。

アクティブ -アクティブ SP

ESX Server システム

2つの iSCSI HBA

図 5-1.  手動ロード バランシング
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ロード バランシングを行うには、次のように優先パスを設定します。 

LUN 1： vmhba1:1:1
LUN 2： vmhba2:1:2
LUN 3： vmhba1:2:3
LUN 4： vmhba2:2:4

パスのフェイルオーバー
パスのフェイルオーバーとは、LUNへのアクティブ パスが別のパスに変更されるこ
とです。通常、現在のパスの SANコンポーネントに発生した障害が原因です。通常、
1台のサーバには 1つまたは 2つの HBAがあり、各HBA は任意の SAN ストレージ 
システム上にある 1つまたは 2つのストレージ プロセッサを参照します。LUNのプ
ロパティを参照すると、アクティブ パス（現在サーバが使用しているパス）を特定
できます。

図5-1  アクティブ パスとスタンバイ パス

ネットワーク ケーブルを取り外したとき、リンクがダウンしていると iSCSI ドライバ
が判断し、フェイルオーバーが発生するまで、I/O が 30～ 60 秒停止することがあり
ます。その結果、仮想マシン（および SANストレージにインストールされているそ
の仮想ディスク）が応答しないように見えることがあります。ホスト、ストレージ 
デバイス、またはアダプタを表示しようとすると、動作が停止したように見えること
があります。フェイルオーバーが完了すると、I/O は正常にレジュームします。

アクティブ パスとスタンバイ パス
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複数が破損した場合は、SANストレージ デバイスへのすべての接続が失われること
があります。機能しているストレージ デバイスへの接続がない場合、いくつかの仮
想マシンで仮想 SCSI ディスクに対する I/O エラーが発生することがあります。

ゲストOSタイムアウトの設定　Windows ゲストOS がフェイルオーバー時に長時間
停止しないように、標準ディスク タイムアウト値を増やすことができます。   

Windows 2000 およびWindows Server 2003 がゲストOSの場合、レジストリを融合
することでオペレーティング システム タイムアウトを設定できます。

Windows サーバのオペレーティング システム タイムアウトを設定するには

1 Windows レジストリをバックアップします。 

2 [ スタート（Start）] - [ ファイル名を指定して実行（Run）] を選択し、
regedit.exeと入力して [OK] をクリックします。

3 左パネルの階層表示で、[HKEY_LOCAL_MACHINE]、[SYSTEM]、
[CurrentControlSet]、[ サービス（Services）]、[ ディスク（Disk）] の順にダブル
クリックします。

4 [TimeOutValue] を選択し、データ値を x03c（16 進）または 60（10 進）に設定
します。 

このように変更すると、Windows は遅延したディスク処理の完了を 60 秒間待機
してから、エラーを生成するようになります。

5 [OK] をクリックして、[ レジストリ エディタ（Registry Editor）] を終了します。

VMkernel の構成
ESX Server システムをインストールするときに、サービス コンソール（ESX Server 3
のみ）のルート（/）や /bootパーティションなど、さまざまなストレージ エレメン
トを配置する場所を決定します。 

診断パーティションの共有
ハードウェア iSCSI イニシエータを使用する場合、ESX Server ホストにローカル ディ
スクがあれば、このディスクを診断パーティションに使用すると最適です。理由の 1
つは、リモート ストレージの問題でコア ダンプが発生すると、そのコア ダンプが失
われ、問題の解決が困難になるためです。 

ただし、SAN から起動するディスクレス サーバの場合は、複数の ESX Server システ
ムが SAN LUN 上の 1つの診断パーティションを共有できます。複数の ESX Server シ
ステムが 1つの LUNを診断パーティションとして使用する場合、その LUNは、すべ
てのサーバからアクセスできるように設定する必要があります。 
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サーバごとに 100MB の容量を必要とするため、LUNのサイズによって、共有できる
サーバの数が決まります。各 ESX Server システムごとに、診断スロットにマッピング
されます。サーバが診断パーティションを共有する場合は、16 スロット（1600MB）
以上のディスク領域を使用することをお勧めします。

デバイスの診断スロットが 1つだけの場合、そのデバイスを共有するすべての ESX 
Server システムが同じスロットにマップされます。この場合、簡単に問題が発生しま
す。2つの ESX Server システムが同時にコア ダンプを実行した場合、診断パーティ
ションの最後のスロットでコア ダンプがオーバーライドされます。

16 スロットを用意できる十分なメモリを割り当てると、2つの ESX Server システム
が同時にコア ダンプを実行しても、コア ダンプが診断パーティションの同じ場所に
マッピングされる可能性が低くなります。 

SAN の問題の回避と解決
このセクションでは、SAN構成に関する問題を回避および解決するためのいくつか
のヒントを示します。

すべてを文書化する。これには、構成、アクセス コントロール、ストレージ、
スイッチ、サーバと iSCSI HBA の構成、ソフトウェアとファームウェアのバー
ジョン、およびストレージ ケーブル計画に関する情報が含まれます。

障害に対する計画を立てる。

トポロジ マップの複製をいくつか作成する。エレメントごとに、エレメン
トに障害が発生した場合の SANへの影響を検討する。 

設計上の重大な障害を見落とさないように、さまざまなリンク、スイッチ、
HBA、およびその他のエレメントを削除する。

スロットとバス速度に基づき、iSCSI HBA が ESX Server ホストの正しいスロットに
インストールされていることを確認する。サーバで使用できるバス間で、PCI バ
スの負荷を分散する。 

ESX Server パフォーマンス チャート、イーサネット スイッチ統計情報、ストレー
ジ パフォーマンス統計情報など、参照できるすべてのポイントで、ストレージ 
ネットワークのさまざまな監視ポイントに関する知識を得る。

要注意   インストーラを使用すると、ほかのサーバが使用している SAN LUN を含
めて、アクセス可能なすべてのディスクを消去できます。
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SAN ストレージ パフォーマンスの最適化
一般的な iSCSI 環境を最適化する主な理由としては、ストレージ システム、サーバ、
およびネットワークのパフォーマンス向上が挙げられます。ネットワーク環境が適切
に構成されている場合、iSCSI コンポーネントは優れたスループットを発揮し、iSCSI
イニシエータおよびターゲットのレイテンシーは十分短くなります。ネットワーク輻
輳が発生し、リンク、スイッチ、またはルータが飽和した場合、iSCSI のパフォーマ
ンスが低下し、ESX Server 環境に適さなくなることもあります。

ストレージ システムのパフォーマンス
ストレージ システムのパフォーマンスに問題が発生した場合、これに関連する情報
はストレージ システム ベンダーが提供するドキュメントを参照してください。 

LUN を割り当てるときは、多数の ESX Server ホストから各 LUNにアクセスでき、各
ホストで多数の仮想マシンを実行できる点に注意してください。1つの ESX Server ホ
ストで使用される 1つの LUNが、異なるオペレーティング システムで実行される多
様なアプリケーションからの I/O を提供する可能性があります。このような場合は
様々なワークロードが発生するため、ESX Server LUN を含む RAID グループに、ESX 
Server を実行しないほかのホストが I/O の頻繁なアプリケーションに使用する LUN
を含めないでください。 

読み取りキャッシュおよび書き込みキャッシュを有効にします。 

ロード バランシングは、サーバの I/O 要求を使用可能なすべての SP およびそれに関
連付けられているホスト サーバ パスに分散するプロセスです。目的は、スループッ
トの観点からパフォーマンスを最適化することにあります（1秒あたりの I/O 数、1
秒あたりのメガバイト数、またはレスポンス タイム）。 

SAN ストレージ システムには、I/O がすべてのストレージ システム パスの間でバラ
ンスがとられるように、継続的な再設計と調整が必要です。この要件を満たすため
に、すべての SP 間で LUNへのパスを分散し、最適なロード バランシングを提供し
ます。詳細な監視によって、手動で LUNの分散を再調整する必要がある時期が示さ
れます。「パスの管理と手動ロード バランシング（P.104）」に、例を示します。

静的にバランスがとられたストレージ システムの調整は、特定のパフォーマンス統
計情報（1秒あたりの I/O 処理数、1秒あたりのブロック数、レスポンス タイムな
ど）を監視し、LUNのワークロードをすべての SP に分散して行います。

注意   現在、ESX Server ではダイナミック ロード バランシングはサポートされません。 
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サーバ パフォーマンス
最適なサーバ パフォーマンスを得るには、多くの要因について検討する必要があり
ます。各サーバ アプリケーションは、次の条件を満たしながら、目的のストレージ
にアクセスできる必要があります。

高い I/O レート（1秒あたりの I/O 処理数）

高いスループット（1秒あたりのメガバイト数）

最小限のレイテンシー（レスポンス タイム）

アプリケーションごとに要件が異なるため、ストレージ システムの適切な RAID グ
ループを選択することで、これらの目的を達成できます。パフォーマンスの目標を達
成するには、次のタスクを実行します。

各 LUNを、必要なパフォーマンス レベルを提供する RAID グループに配置する。
割り当てた RAID グループにあるほかの LUNのアクティビティおよびリソース
使用率に注意してください。RAID グループが高性能であっても、そのグループ
に I/O を行うアプリケーションが多すぎる場合、ESX Server ホストで実行される
アプリケーションに必要なパフォーマンス目標を達成できないことがあります。 

各サーバに十分な数のNIC または HBAを装備し、サーバがホスティングするすべ
てのアプリケーションでピーク時に最大のスループットが得られるようにする。
I/O を複数のポートに分散させることで、各アプリケーションでスループットが
高くなり、レイテンシーが低くなります。 

ソフトウェア iSCSI の冗長性を確保するために、イニシエータで、iSCSI 接続に利
用する vswitch に複数の NIC をバインドする。

ESX ServerシステムにLUNまたはRAIDグループを割り当てるときは、複数のオペ
レーティング システムがリソースを利用および共有するので、十分なパフォー
マンス キャパシティを割り当てる。結果として、ESX Server システムを使用する
場合にストレージ サブシステムの各 LUNで要求されるパフォーマンスは、物理
マシンを使用する場合よりも高くなることがあります。たとえば、I/O の多いア
プリケーションを 4つ実行しようとする場合は、ESX Server LUNに 4 倍のパ
フォーマンス キャパシティを割り当てます。 

複数のESX ServerシステムをVirtualCenterサーバと組み合わせて使用する場合は、
それに対応して、ストレージ サブシステムのパフォーマンスを高くする。 

ESX Server システムで実行されるアプリケーションが要求する未実行 I/O 数を、SAN
が処理できる I/O 数と一致させる。 



iSCSI SAN 構成ガイド

110 VMware, Inc.  

  

ネットワーク パフォーマンス
一般的な SANは、スイッチのネットワークを通じてストレージ システムの集合体に
接続されたコンピュータの集合体で構成されています。多数のコンピュータが同じス
トレージにアクセスすることはよくあります。図5-2 に、複数のコンピュータ シス
テムがイーサネット スイッチ経由でストレージ システムに接続している状況を示し
ます。この構成では、各システムはそれぞれ 1つのイーサネット リンクを経由して
スイッチに接続されており、スイッチからまた 1つのイーサネット リンクを経由し
てストレージ システムに接続されています。ほとんどの構成（比較的新しいスイッ
チを備えトラフィックも平均的）では、これで問題はありません。 

図5-2  ストレージへの単一のイーサネット リンク

システムがストレージからデータを読み取る場合、ストレージから得られる最大のレ
スポンスは、ストレージ システムとイーサネット スイッチとの間のリンクで送信で
きるデータ量です。1つのシステムまたは仮想マシンがネットワーク スピードを占有
してしまう可能性は少ないですが、複数のシステムが 1つのストレージ デバイスを
共用する場合には起こる可能性のある状況です。

ストレージにデータを書き込むとき、複数のシステムまたは仮想マシンがリンクを利
用しようとすることがあります。これが発生すると、図5-3 に示すとおり、システム
とストレージ システムとの間のスイッチでデータをドロップせざるを得なくなりま
す。このようなことが発生するのは、ストレージ デバイスへの接続が 1つしかない
にもかかわらず、ストレージ システムへ送信するトラフィックが 1つのリンクが送
信できる容量を超えているためです。この場合、送信可能なデータ量はスイッチとス
トレージ システムとの間のリンク速度に制限されるので、スイッチがネットワーク 
パケットをドロップします。
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図5-3  ドロップされたパケット

ドロップされたネットワーク パケットを復旧させると、パフォーマンスが著しく低
下します。データがドロップされたと判別する時間に加え、再送信するときに、次の
処理に使えたはずのネットワークのバンド幅を消費します。

iSCSI のトラフィックは、ネットワーク上を TCP（Transmission Control Protocol）で
通信されます。TCP は信頼性の高い伝送プロトコルで、ドロップされたパケットを再
送信し、確実に最終目的地まで届けます。TCP はドロップされたパケットを回復し、
すばやくシームレスに再送信するよう設計されています。ただし、スイッチがパケッ
トを頻繁に廃棄してしまう場合、ネットワークのスループットは著しく低下します。
ネットワークはデータ再送信リクエストや再送パケットなどで輻輳し、実際にネット
ワーク上を円滑に転送されるデータは少なくなります。

ほとんどのイーサネット スイッチはデータのバッファ（つまり一時保存）が可能な
ため、データを目的地に送信する機会は各デバイスに均等に与えられます。その代わ
り、この転送データを一部バッファできるという点と、多くのシステムでコマンド残
数を制限しているという点で、複数のシステムからストレージ システムに小規模な
データが一斉に送信される可能性があります。

処理が膨大で、かつ複数のサーバが 1つのスイッチ ポートからデータを送信しよう
とすると、1つのリクエストをバッファしつつ別のリクエストを転送するスイッチの
容量を超えてしまう場合があります。この場合、スイッチは送信できないデータをド
ロップし、ストレージ システムはドロップされたパケットの再送信を要求しなけれ
ばなりません。たとえば、イーサネット スイッチは 32KB しか入力ポートにバッファ
できないのに、そのスイッチに接続したサーバが 256KB をストレージ デバイスに送
信できると判断した場合、一部データがドロップされます。
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正しく管理されているスイッチであれば、ドロップしたパケットについて次のような
情報を表示します。

*: interface is up
IHQ:pkts in input hold queue     IQD:pkts dropped from input queue
OHQ:pkts in output hold queue    OQD:pkts dropped from output queue
RXBS:rx rate (bits/sec)          RXPS:rx rate (pkts/sec)
TXBS:tx rate (bits/sec)          TXPS:tx rate (pkts/sec)
TRTL:throttle count

この Cisco のスイッチの例では、使用しているバンド幅が 476303000 ビット / 秒で、
ケーブル速度の半分未満です。それにもかかわらずポートは受信パケットをバッファ
リングし、多数のパケットをドロップしています。最終行にある「interface」という
概要情報を見ると、このポートではすでに約 10,000 の受信パケットがドロップされ
ていると IQD列からわかります。

この問題を回避するための構成変更としては、複数の入力イーサネット リンクが 1
つの出力リンクに集中しないようにし、結果的にリンクのオーバーサブスクリプショ
ンを防止する方法があります。最大容量に近い転送を行う多数のリンクの数を減らす
と、オーバーサブスクリプションが発生する可能性があります。

ほとんどの場合は、データの取得や処理を記録するシステムなど、大量のデータをス
トレージに書き込むアプリケーションやシステムでは、ストレージ デバイスへの
イーサネット リンクを共用しないでください。このようなタイプのアプリケーショ
ンでは、ストレージ デバイスへの接続を複数にしておくと最高のパフォーマンスを
発揮します。

図5-4 に、スイッチからストレージに複数の接続が行われている例を示します。

図5-4  スイッチからストレージへの複数の接続

Interface IHQ IQD OHQ OQD RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL

* GigabitEthernet0/1 3 9922 0 0 476303000 62273 477840000 63677 0
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共有構成でのリンクのオーバーサブスクリプションの問題は、VLAN または VPNを使
用しても解決されません。VLANやその他のネットワーク仮想分割を利用すると、論
理的なネットワーク設計は可能になりますが、スイッチ間のリンクやトランクの物理
的容量が改善されるわけではありません。VPN のように、ストレージ トラフィック
やその他のネットワーク トラフィックが最終的に物理接続を共用する場合、オー
バーサブスクリプションおよびパケット消失が起こる可能性があります。スイッチ間
のトランクを共用する VLANにも同じことが言えます。SANのパフォーマンス設計を
する場合、ネットワークの論理的な割り当てではなく、ネットワークの物理的な制限
を考慮する必要があります。

パフォーマンスの問題の解決
このセクションでは、パフォーマンスの監視と、パフォーマンスの問題を解決する方
法について説明します。最高のパフォーマンスを得るために、各仮想マシンをスト
レージの適切なティアに配置します。詳細については、「仮想マシンの選定（P.36）」
を参照してください。

パフォーマンスの監視
VI Client は、パフォーマンス情報を収集するための幅広い機能を提供します。情報は
VI Client で視覚的に表示されます。VI Client は、定期的に表示をアップデートします。
詳細については、『Virtual Infrastructure User's Guide』を参照してください。 

ESX Server 3 では、サービス コンソールから esxtopユーティリティも利用できます。
esxtopの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照するか、サービス コン
ソールからマニュアル ページを参照してください。esxtopを使用して、パフォーマ
ンスをリアルタイムで監視できます。ESX Server 3i を使用している場合は、resxtop

ユーティリティが同様に機能します。

イーサネット スイッチ統計情報の確認
多くのイーサネット スイッチには、スイッチの状態を監視する手段が備わっていま
す。稼働時間のほとんどのスループットが最大限に近い状態のポートのあるスイッチ
では、最大のパフォーマンスは発揮できません。最大限近くで稼働しているポートが
使用中の iSCSI SANにあれば、負荷を減らしてください。そのポートが ESX Server シ
ステムや iSCSI ストレージに接続されている場合、「パスの管理と手動ロード バラン
シング（P.104）」で説明するような手動ロード バランシングを利用することで負荷を
軽減できます。
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そのポートが複数のスイッチまたはルータ同士を接続している場合、それらのコン
ポーネント間にリンクを追加して処理量を増やすことも検討してください。イーサ
ネット スイッチは通常、転送エラー、キュー状態のパケット、およびドロップされ
たイーサネット パケットに関する情報も通知します。iSCSI トラフィックで利用して
いるポートがこのような状態であるとスイッチが頻繁にレポートする場合、iSCSI 
SAN のパフォーマンスは低くなります。iSCSI ネットワークの適切な設定についての
詳細は、「ネットワーク パフォーマンス（P.110）」を参照してください。

パスのスラッシングの解決
サーバが LUNにアクセスできない場合、または非常に遅い場合、パスのスラッシン
グ（LUNのスラッシング）の問題が発生している可能性があります。パスのスラッ
シングは、2台のホストが異なる SP を通じて LUNにアクセスし、その結果、LUNが
事実上使用不可のままになることです。 

通常、パスのスラッシングは、次の条件が組み合わさった特別な SAN構成でのみ発
生します。 

アクティブ-パッシブ アレイを使用している。パスのスラッシングはアクティブ-パッ
シブ アレイでのみ発生します。アクティブ-アクティブ アレイ、または透過的な
フェイルオーバーを行うアレイでは、パスのスラッシングは発生しません。

パス ポリシーが [ 固定（Fixed）] に設定されている。 

2 台のホストが対立するパス順で LUNにアクセスしている。たとえば、ホスト A
が SP A を通じて番号が低い順に LUNにアクセスするように設定され、ホスト B
が SP B を通じて番号が低い順に LUNにアクセスするように設定されている場合
です。 

パスのスラッシングは、ホスト Aであるパスが失われ、SP A へのパスだけを使用
でき、ホスト Bで別のパスが失われ、SP B へのパスだけを使用できる場合にも
発生することがあります。

パスのスラッシングは、1つまたは複数のノードでHBAフェイルオーバーが発生し
たときに、直接接続ストレージ システム（AX100i や AX150i など）でも発生するこ
とがあります。 

パスのスラッシングは、その他のオペレーティング システムでは、通常は発生しな
い問題です。

その他の一般的なオペレーティング システムは、複数のサーバで共有 LUNを使
用します（セットアップは通常、クラスタ用に予約されています）。

クラスタリングでは、同時に 1台のサーバだけが I/O を発行するため、パスのス
ラッシングが問題とはなりません。 



VMware, Inc. 115

第 5章 SAN ストレージを使用する ESX Server システムの管理

  

  

これに対して複数の ESX Server システムでは、同じ LUNに同時に I/O を発行するこ
とがあります。 

パスのスラッシングを解決するには

このようなアクティブ-パッシブ アレイにある同じLUNのセットを共有するすべ
てのホストが、同時に同じストレージ プロセッサにアクセスしているか確認し
ます。 

異なるESX ServerホストとSANターゲットの間の整合性のないケーブル接続を修
正して、すべてのHBAが同じターゲットを同じ順序で参照するようにします。 

パス ポリシーを [最近の使用（Most Recently Used）]に設定します（デフォルト）。

パスのスラッシングについて 
すべてのストレージ システムで、SP は、共有ストレージにアクセスする独立したコ
ンピュータのように動作します。アルゴリズムによって、アクセスの処理方法が決ま
ります。

アクティブ -パッシブ アレイの場合、任意の LUNを構成するストレージのすべて
のセクタに、同時に 1つの LUNだけがアクセスできます。所有権がストレージ 
プロセッサ間で渡されます。ストレージ システムがキャッシュを使用するため、
SP A がディスクに書き込んで SP B のキャッシュを破壊しないようにします。SP
は、処理を終了したときにキャッシュをフラッシュする必要があるため、所有権
の移動には多少時間がかかります。この間、いずれの SP も LUNへの I/O を処理
できません。

アクティブ -アクティブ アレイの場合、アルゴリズムによって、ストレージへの
アクセスがより詳細に調整され、キャッシュの同期が行われます。余分な時間を
必要とせずに、任意の SP を通じて同時にアクセスできます。

パスが選択される方法について考えます。

アクティブ-アクティブ アレイでは、システムは新しいパス上でI/Oの送信を開始
します。

アクティブ -パッシブ アレイでは、ESX Server システムはすべてのスタンバイ パ
スを確認します。現在着目しているパスの終端の SP は、現在 LUNを所有してい
るかどうかに応じて、情報をシステムに送信します。 

ESX Server システムが LUNを所有している SPを検出すると、そのパスが選択
されて、そのパスで I/O が送信されます。 

ESX Server ホストがそのようなパスを検出できなかった場合、ESX Server ホス
トは 1つのパスを選択し、（パスの反対側の終端の）SP に対し、LUNの所有
権をこの SP に移動するようにコマンドを送信します。 
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次のようにパスを選択すると、パスのスラッシングが発生することがあります。
サーバ Aが 1つの SP でのみ LUNに到達でき、サーバ Bが同じ LUNに別の SP
でのみ到達できる場合、2つの SP 間で LUNの所有権が移動し続けます。システ
ムは所有権をすぐに移動するため、ストレージ システムは I/O を全く処理でき
ません（または、ごくわずかしか処理できません）。結果として、その LUNに依
存するすべてのサーバで I/O のタイムアウトが始まります。

仮想マシン間のディスク アクセスの均一化
VI Client で Disk.SchedNumReqOutstanding パラメータを使用して、未処理のディス
ク要求の最大数を調整できます。複数の仮想マシンが同じ LUNにアクセスする場合、
このパラメータによって、各仮想マシンが LUNに発行できる未処理の要求数が制御
されます。制限を調整することで、仮想マシン間のディスク アクセスを均一化でき
ます。 

この制限は、LUN上でアクティブな仮想マシンが 1つだけのときには適用されませ
ん。この場合、ストレージ アダプタのキューの深さとネットワークのトラフィック
容量でバンド幅が制限されます。

未処理のディスク要求の数を設定するには

1 VI Client の [ インベントリ（inventory）] パネルで、ホストを選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ 詳細設定（Advanced Settings）]
をクリックします。 

3 左のパネルの[ディスク（Disk）]をクリックし、[Disk.SchedNumReqOutstanding]
までスクロールします。 

4 パラメータ値を変更し、[OK] をクリックします。 

5 サーバを再起動します。 

この変更はディスクのバンド幅のスケジューリングに影響を与えますが、多くのディ
スクを必要とするワークロードが改善される場合もあります。 

このパラメータ値を VMkernel で調整する場合は、ストレージ アダプタのキューの深
さも調整できます。「ソフトウェア iSCSI キューの最大の深さの設定（P.117）」を参照
してください。 

VMFS-2 ドライバの削除
大量の LUNおよび VMFS ボリュームがあり、そのすべてが VMFS-3 の場合は、
VMFS-2 ドライバをアンロードすると、パフォーマンスが向上することがあります。
コマンドライン プロンプトで、次のように入力します。

vmkload_mod -u vmfs2

データストアの更新、ストレージ アダプタの再スキャンなど、特定の管理動作の速
度が大幅に向上します。 
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SCSI 予約の削減
VMFS のファイル ロックまたはメタデータ ロックの取得を必要とする操作によって、
期限の短い SCSI 予約が発生します。SCSI 予約は、LUN全体をロックします。サーバ
による過剰な SCSI 予約は、同じ VMFS にアクセスするほかのサーバのパフォーマン
スを低下させる原因になります。

ファイル ロックまたはメタデータ ロックの取得を必要とする操作には、次の操作が
あります。

仮想マシンのパワーオン

VMotion

仮想ディスク スナップショットを使用して実行する仮想マシン 

ファイルを開いたりメタデータ アップデートをしたりする必要があるファイル
操作（「メタデータ アップデート（P.24）」を参照。）

このような操作が、同じ VMFS にアクセスする複数のサーバで頻繁に発生すると、パ
フォーマンスが低下することがあります。たとえば、複数のサーバで同じ VMFS の仮
想ディスク スナップショットを使用する多くの仮想マシンを実行することはお勧め
しません。VMFS で多くの仮想マシンを実行するときは、VMFS ファイル操作の数を
制限します。

ソフトウェア iSCSI キューの最大の深さの設定
ソフトウェア iSCSI LUNのパフォーマンスが十分でないと感じられる場合は、次のよう
に esxcfg-moduleコマンドを使用することで、キューの最大の深さを変更できます。

esxcfg-module   -s  iscsi_max_lun_queue=value  iscsi_mod

このコマンドを発行したあとはシステムを再起動します。

iscsi_max_lun_queueパラメータは、ソフトウェア iSCSI アダプタ経由でアクセスされ
る LUNごとに、最大コマンド残数（つまり、キューの深さ）を設定するために使用
します。デフォルトは 32 で、有効な範囲は 1～ 255 です。

要注意   キューの深さをデフォルトより大きく設定すると、サポートされる LUNの総
数が減ることがあります。
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SAN ストレージ バックアップに関する考慮事項
SAN環境では、バックアップの目的は 2つあります。最初の目的は、オンライン 
データをオフライン メディアにアーカイブすることです。このプロセスは、すべて
のオンライン データに対して、定期的にスケジュールに従って繰り返されます。も
う 1つの目的は、問題から復旧するために、オフラインデータへのアクセスを提供
することです。たとえば、データベースの復旧では、現在オンラインではないアーカ
イブされたログ ファイルの取得がしばしば必要となります。 

バックアップのスケジューリングは、多くの要因に依存します。

一定の期間内により頻繁なバックアップ サイクルを必要とする重要なアプリ
ケーションの特定。

復旧ポイントと復旧時間の目標。必要な復旧ポイントの正確さと、復旧を待つこ
とができる時間の長さについて考えます。 

データに関連付けられた変更率（RoC）。たとえば、同期 - 非同期レプリケーショ
ンを使用している場合、RoCが、プライマリ ストレージ デバイスとセカンダリ 
ストレージ デバイスとの間で必要なバンド幅の量に影響を与えます。

SAN環境、（バックアップ中の）ストレージ パフォーマンス、およびその他のア
プリケーションに与える全体的な影響。

SANのピーク トラフィック時間の特定（ピーク時間にスケジュールされたバッ
クアップは、アプリケーションおよびバックアップ プロセスの速度を低下させ
ることがあります）。

データセンター内のすべてのバックアップをスケジュールする時間。

個別のアプリケーションをバックアップするために必要な時間。

データのアーカイブに使用できるリソース。通常はオフライン メディア アクセ
ス（テープ）です。

バックアップ計画を立てるときには、アプリケーションごとの復旧時間の目標を含め
ます。つまり、データを再プロビジョニングするために必要な時間とリソースについ
て考慮します。たとえば、スケジュール設定したバックアップで大量のデータが保管
されるために復旧に長時間かかる場合は、バックアップ スケジュールを検討してみ
てください。バックアップの実行回数を増やすと、1回にバックアップされるデータ
の量が少なくなり、復旧時間が短縮されます。

特定のアプリケーションを特定の時間枠で復旧する必要がある場合は、この要件を満
たすために、バックアップ プロセスでタイム スケジュールと特別なデータ処理を指
定する必要があります。高速復旧では、失われたデータ コンポーネントに低速なオ
フライン メディアでアクセスする必要性を最小限にする、またはなくすために、オ
ンライン ストレージにある復旧ボリュームを使用する必要が生じることがあります。 
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スナップショット ソフトウェア
スナップショット ソフトウェアを使用して、システム管理者は、ディスク サブシス
テム内に定義されている任意の単一仮想ディスクのコピーを即座に作成できます。ス
ナップショット ソフトウェアは、さまざまなレベルで使用できます。 

ESX Server ホストでは、仮想マシンのスナップショットを作成できます。このソ
フトウェアは、ESX Server の基本パッケージに含まれています。 

サード パーティのバックアップ ソフトウェアでは、より広範囲なバックアップ
手順を実行できることがあります。また、より高度な構成オプションが含まれて
いることがあります。 

システム管理者は、次のようなさまざまな目的でスナップショットを作成します。 

バックアップ

災害復旧

複数の構成、バージョン、またはその両方の使用

フォレンジック（システムの実行中に、スナップショットを調べて問題の原因を
探す）

データ マイニング（データのコピーを調べて、稼働中システムの負荷を減らす） 

サード パーティのバックアップ パッケージの使用
サード パーティのバックアップ ソフトウェアを使用する場合は、そのソフトウェア
が ESX Server ホストでサポートされることを確認してください。詳細については、
『バックアップ ソフトウェアの互換性』を参照してください。 

サード パーティのソフトウェアを使用すると、統一された環境を利用できます。た
だし、SANの大規模になるに従い、サード パーティのスナップショット ソフトウェ
アにかかる追加コストが高くなります。 

スナップショットを使用してデータをバックアップする場合は、次の点に注意してく
ださい。

一部のベンダーは、VMFS と RDMのスナップショットをサポートしています。両
方がサポートされている場合は、ホストの VMFS 全体のスナップショットを作成
したり、個々の仮想マシン（1つのディスクにつき 1つ）のスナップショットを
作成したりすることができます。 

一部のベンダーは、RDMを使用する設定のスナップショットのみをサポートし
ています。RDMのみがサポートされている場合は、個々の仮想マシンのスナッ
プショットを作成できます。 

詳細については、ストレージ ベンダーのドキュメントを参照してください。 
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バックアップ ソリューションの選択
バックアップ ソリューションを選択するときは、バックアップが次のいずれか、ま
たはすべてを満たすように考慮します。

クラッシュ時の整合性 
ファイル システムの整合性
アプリケーションの整合性

ヴイエムウェアでは、ファイル システムの整合性を満たすバックアップを提供して
います。ほとんどの場合、ファイル システムの整合性を満たすバックアップで、障
害から完全に復旧できます。ただし、アプリケーションでファイル システム間の同
期またはデータベースとの同期が要求される場合は、ヴイエムウェアのソリューショ
ンでは十分な整合性が得られません。この場合は、サードパーティのバックアップ 
ソリューションを調査し、ニーズにより適しているかどうかを確認します。 

レイヤー化されたアプリケーション 
SAN管理者は、一般的に、特別なアレイベースのソフトウェアを使用して、バック
アップ、災害復旧、データ マイニング、フォレンジック、および構成テストを行い
ます。 

ストレージ業者は通常、LUNのスナップショットおよび複製について、2種類の上級
サービスを提供しています。 

スナップショットでは、データのブロックが共通である LUNを効率的にコピーし
て容量を作成します。一般的に、スナップショットは主要 LUNと同じストレー
ジ システムでローカルに利用され、短時間でのバックアップ、アプリケーショ
ン テスト、フォレンジック、またはデータ マイニングを行います。

複製では、LUN全体のコピーを作成します。複製は通常、ストレージ システム
を独立させるために使用します。ストレージ システムやサイト全体の機能停止
または破壊を招くような大規模な停電から、サイトを保護するような場合です。

ESX Server システムを SANと組み合わせて使用する場合は、現在の環境で、アレイ
ベースのツールとホストベースのツールのどちらがより適しているかを判断します。

注意   ESX Server システムには、Consolidated Backup コンポーネントも含まれていま
す。詳細については、『仮想マシン バックアップ ガイド』を参照してください。
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アレイベース（サード パーティ）のソリューション
アレイベースのソリューションについて検討するときは、次の点に注意してください。

アレイベースのソリューションは、通常、より広範囲な統計情報を提供します。
RDMでは、データは常に同じパスを通るため、パフォーマンス管理が簡単にな
ります。

RDMとアレイベースのソリューションを使用すると、ストレージ管理者にとっ
てセキュリティがよりわかりやすくなります。これは、RDMを使用すると、仮
想マシンはより物理マシンに近くなるためです。

アレイベースのソリューションを使用する場合、仮想マシンのストレージには物
理的に互換性のある RDMがよく利用されます。RDMを使用する計画がない場合
は、ストレージ ベンダーのドキュメントを確認して、VMFS ボリュームのある
LUNでの操作がサポートされているかどうか確認してください。さらに、VMFS 
LUN でアレイ操作を行う場合、再署名のセクションを注意して読んでください。

ファイルベース（VMFS）のソリューション
VMware Tools と VMFS を（アレイツールの代わりに）使用するファイルベースのソ
リューションについて検討するときは、次の点に注意してください。 

VMware Tools と VMFS の使用は、1つの大きな LUNが割り当てられ、複数の VMDK

ファイルをその LUNに配置できるプロビジョニングに適しています。RDMで
は、各仮想マシンに新しい LUNが必要です。 

スナップショットは ESX Server ホストに無償で含まれています。そのため、ファ
イルベースのソリューションは、アレイベースのソリューションよりもコスト効
率が良くなります。 

ESX Server システム管理者にとっては、VMFS を使用するほうが簡単です。

ファイルベースのソリューションを使用する ESX Server システム管理者は、SAN
管理者に依存しなくなります。

注意   ESX Server システムには、Consolidated Backup コンポーネントも含まれていま
す。詳細については、『仮想マシン バックアップ ガイド』を参照してください。
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VMFS ボリュームの再署名 
各 ESX Server では VMFS ボリュームを見分ける必要があり、この目的でボリュームの
署名を利用します。VMFS ボリュームを複製するかスナップショットを作成する場
合、コピーされた LUNの署名はコピー元の署名と同じになります。ESX Server で同
じ署名を持つ 2つの LUNを認識した場合、どの LUNを利用して登録仮想マシンへア
クセスするかについて混乱が発生するため、ESX Server はその状況を処理してダウン
タイムを防止する必要があります。再署名とは、この問題を解決するために ESX 
Server 3.0 に導入された機能です。

オリジナル、スナップショット、または複製の VMFSボリューム
のマウント
オリジナル、スナップショット、または複製の VMFS ボリュームを同じ ESX Server ホ
ストにマウントできます。

オリジナル、スナップショット、または複製のVMFSボリュームをマウントするには

1 ストレージで必要なタスクを実行します。

a ストレージ システムのスナップショットまたは複製を作成します。

b アクセス コントロールを設定し、ESX Server がスナップショットまたは複製
にアクセスできるようにします。

2 VI Client の [ インベントリ（inventory）] パネルで、ホストを選択します。

3 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ 詳細設定（Advanced Settings）]
をクリックします。 

4 左のパネルで [LVM] を選択し、[LVM.EnableResignature] オプションを 1に設定
します。

5 新しい LUNまたは VMFS ボリュームがあるか再スキャンします。 

再スキャンのあと、コピーされた VMFS は /vmfs/volumes/snap-<数字 >-<古
いラベル >のように表示されます。 

任意の仮想マシンの VMXファイルまたは仮想マシン スナップショットの VMSD
ファイルに /vmfs/volumes/<ラベルまたはUUID>/パスが含まれている場合、
再署名されたボリューム パスを反映するように、これらの項目を変更する必要
があります。

注意   LUNで再署名が必要な場合、vmkernel ログにアラートが表示されます。このア
ラートが表示された場合、次のセクションの説明に基づいて再署名オプションを適切
に設定してください。
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6 再署名が完了したあと、LVM.EnableResignature オプションを 0に設定します。 

再署名オプションについて
このセクションでは、EnableResignature オプションとDisallowSnapshotLUN オプ
ションの相互作用について説明し、これらのオプションの変更によって生じる次の 3
つの状態について説明します。

状態 1：EnableResignature=0、DisallowSnapshotLUN=1（ESX Server 3.x のデフォ
ルト）

状態 2：EnableResignature=1（DisallowSnapshotLUN は関係しない）

状態 3：EnableResignature=0、DisallowSnapshotLUN=0（ESX Server 2.x の動作）

状態 1：EnableResignature=0、DisallowSnapshotLUN=1（デフォルト）
この状態では、次のようになります。

ESX Server がオリジナルの LUNにアクセスできるかどうかにかかわらず、スト
レージ システムで作成された VMFS ボリュームのスナップショットまたは複製
を ESX Server ホストに移動することはできません。

VMFSでフォーマットされたLUNは、各ESX Serverホストで同じIDを持つ必要があ
ります。

状態 1は最も安全ですが、次の問題があります。

Navisphere ExpressとClariion AX100iまたはAX150iを使用する場合は、複数のスト
レージ グループで同じ LUN ID を構成することができません。代わりに、より広
範囲な管理機能を持つバージョンのNavisphere ソフトウエアを使用する必要が
あります。

IBM TotalStorage 8000 では、すべてのサーバに対して同じ LUN ID を提供するよう
設定されていない LUNが存在する場合、状態 3の設定を利用するか、LUNを最
初から再作成する必要があります。

状態 2：EnableResignature=1（DisallowSnapshotLUN は関係しない）
この状態では、次のようになります。

VMFS ボリュームのスナップショットまたは複製をオリジナルと同じサーバに安
全に移動することができ、自動的に再署名されます。

注意   この新しいスナップショット ボリュームの仮想マシンは、自動検出されませ
ん。手動で仮想マシンを登録する必要があります。
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すべてのサーバに対して同じ LUN番号が提供されない、AX100i または AX150i の
LUN を含む VMFS ボリュームでは、その VMFS ボリュームに格納された仮想マシ
ンを使用する機能が完全に失われます。この状態は避けてください。

状態 3：EnableResignature=0、DisallowSnapshotLUN=0 
ESX Server 2.x の動作に似ています。この状態では、ESX Server は、ある LUNの 1つ
の複製またはスナップショットだけを認識し、決して再署名しないことを前提として
います。これは、元の LUNにアクセスできない別のサイトなどの ESX Server の新し
いクラスタに、LUNの複製を移動するDRシナリオでは理想的です。このような場
合、ESX Server は複製をオリジナルと同様に扱います。

何らかの理由で同じ LUN番号をすべてのサーバに提供するよう構成できないAX100i
または AX150i を使用する場合、すべての ESX Server システムが同じ LUNを使用して
VMotion、VMware DRS、VMware HA などの機能を使用できるようにするために、こ
の設定が必要です。 

オリジナルの LUNにアクセスした状態で LUNのスナップショットまたは複製をサー
バに移動する場合は、この設定を使用しないでください。この場合、次のような有害
な結果を引き起こす可能性があります。

1回または複数回、VMFS ボリュームのスナップショットを作成して、このスナッ
プショットを動的に ESX Server に公開する場合、最初のコピーだけが使用可能で
す。使用可能なコピーは、プライマリ コピーの可能性が最も高いものです。再
起動後、どのボリューム（ソースまたはスナップショットのいずれか）が使用可
能かは判断できません。このような不安定な動作は避けてください。

複数にまたがる VMFS ボリュームのスナップショットを作成した場合、ESX Server
ホストは、別のスナップショットに属するフラグメントからボリュームを再構築
することがあります。これにより、ファイル システムが破損する可能性があり
ます。 
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この付録では、さまざまなストレージ システムのマルチパス設定要件のチェックリ
ストを提供します。

マルチパス チェックリスト A
表 A-1.  マルチパス設定要件

コンポーネント コメント

すべてのストレージ シ
ステム

バッテリ バックアップがない場合、書き込みキャッシュを無効にする。 

トポロジ 特にアクティブ - パッシブ ストレージ アレイで、HBA フェイルオーバーお
よび SP フェイルオーバーを発生させる単一点障害がない。 

EMC Symmetrix SPC2 および SC3 設定を有効にする。EMC に最新の設定を問い合わせる。

EMC CLARiiON ESX Server ホストの詳細設定を行う。
LVM.EnableResignature = 1
すべてのイニシエータ レコードが次のとおり。
Failover Mode = 1
Initiator Type = Clariion Open
Array CommPath = "Enabled" または 1

HP MSA 特別な要件はなし。

HP EVA EVA3000/5000 ファームウェア 4.001 以降、および EVA4000/6000/8000
ファームウェア 5.031 以降の場合、ホスト タイプが [VMware] に設定されて
いる。
その他の場合、ホスト モード タイプが [Custom] に設定されている。値は次
のとおり。
EVA3000/5000 ファームウェア 3.x：000000002200282E
EVA4000/6000/8000：000000202200083E

NetApp 特別な要件はなし。
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EqualLogic 特別な要件はなし。

LeftHand 特別な要件はなし。

ESX Server の構成 ESX Server ホストの次の高度な設定を行う。
[Disk.UseLunReset] を [1] に設定する
[Disk.UseDeviceReset] を 0 に設定する。

アクティブ - パッシブ アレイのクラスタ化されたディスクをホスティングし
ているすべての LUN で、マルチパス ポリシーを [ 最近の使用（Most 
Recently Used）] に設定する。アクティブ -アクティブ アレイの LUN では、
マルチパス ポリシーを [ 最近の使用（Most Recently Used）] または [ 固定
（Fixed）] に設定できる。 
ストレージ システムが透過的フェイルオーバーをサポートしている場合 ARP
リダイレクトを許可する。「esxcfg-hwiscsi ユーティリティ（P.130）」を参照
してください。

表 A-1.  マルチパス設定要件 （続き）

コンポーネント コメント
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B

ほとんどの場合、SANストレージに接続されている ESX Server ホストは、VI Client で
十分に監視できます。上級ユーザーは、コマンドライン ユーティリティを使用して、
さらに詳細な情報を得ることもできます。 

この付録では、次のユーティリティについて説明します。

esxtop ユーティリティ（P.127）

storageMonitor ユーティリティ（P.128）

esxcfg-swiscsi ユーティリティ（P.129）

esxcfg-hwiscsi ユーティリティ（P.130）

vmkping ユーティリティ（P.130）

esxtop ユーティリティ
esxtopコマンドライン ユーティリティは、リアルタイムで ESX Server 3 のリソース
使用率を詳細に表示します。このユーティリティは、ESX Server ホストのサービス コ
ンソールで実行します。esxtopの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照
するか、コマンドライン プロンプトでman esxtop と入力してください。 

ユーティリティ B

注意   ESX Server 3iを使用している場合は、resxtopユーティリティが同様に機能します。
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storageMonitor ユーティリティ
storageMonitorユーティリティは、VMware ESX Server に接続されているストレー
ジ デバイスで発生した SCSI 認識エラーを監視します。このユーティリティは、
VMkernel の内部で実行している storageMonitorを定期的にポーリングすることに
よって認識エラー情報を収集し、このエラー情報を標準出力ファイル、ファイル、ま
たはシステム ログに送信します。エラー情報は、出力に送信される前にフォーマッ
トされます。たとえば、認識エラー コードは SCSI-3 仕様に従って対応するテキスト
に変換されます。

構成ファイルが指定されていない場合、storageMonitorはデフォルトの
/etc/vmware/storageMonitor.conf構成ファイルを解析し、特定のエラーをフィ
ルタし、その他のエラーを表示します。storageMonitorは、-dオプションを使用
して、対話モードまたはデーモン モードで実行できます。

オプション
storageMonitorは、ESX Server コマンドラインから次のいずれかのオプションを使
用して起動できます。

表B-1  storageMonitor コマンド ライン オプション

オプション 説明

<config-file> 構成ファイルを指定できます。このオプションを指定しない場合、
デフォルトが使用されます。 
構成ファイルは、storageMonitorが表示するエラーと表示前に
フィルタするエラーのタイプを指定します。 
デフォルト構成ファイルでエントリの形式を示します。

-d storageMonitorをデーモン モードで実行するように指定します。
このオプションを指定すると、すべての出力が syslog またはユー
ザーが指定したログ ファイルに出力されます。-sオプションも指定
した場合、出力は標準出力ファイルにも書き込まれます。

-h ヘルプ情報を表示します。

-l <log_file>  このオプションを指定すると、プログラムの出力が <log_file> に
書き込まれます。このオプションは、-dオプションも指定されてい
る場合にのみ有効です。

-p 
<poll_interval>

カーネル常駐ストレージをポーリングし、ストレージ デバイスの状
態またはエラーを取得する間隔を指定できます（秒単位）。このオプ
ションを指定しなかった場合、デフォルトのポーリング間隔の 10 秒
が使用されます。

-s storageMonitorが出力を標準出力ファイルに送信するように指定
します。このオプションは、storageMonitorをデーモン モードで
起動した場合にのみ有効です（-dオプションを指定）。
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例
storageMonitor -p 60

ポーリング間隔を 60秒に設定します。出力は標準出力ファイルに送信されます
（storageMonitorがデーモン モードで実行されていないため）。出力が送信される
前に、デフォルト構成ファイルで指定されたフィルタが使用されます。 

storageMonitor -d -c myconf.conf

myconf.conf構成ファイルを使用して、storageMonitorをデーモン モードで実行
します。出力は syslog に書き込まれます。デフォルトでは、syslogは
/var/log/storageMonitorに作成されます。

storageMonitor -d -l mylog.log -s

デフォルト構成ファイルを使用して、storageMonitorをデーモン モードで実行し
ます。出力は syslogではなく、mylog.logに送信されます。-sオプションも指定
されているため、標準出力ファイルにも出力が書き込まれます。 

esxcfg-swiscsi ユーティリティ
esxcfg-swiscsiユーティリティを使用して、ESXホストでソフトウェア iSCSI を有
効または無効にします。

次に使用例を示します。

esxcfg-swiscsi [-e][-d][-h][-q][-s] <vmkernel SCSI adapter name>

表B-2  esxcfg-swiscsi コマンドライン オプション

オプション 説明

-e ソフトウェア iSCSI を有効にします。

-d ソフトウェア iSCSI を無効にします。iSCSI ボリュームを使用してい
る場合は、このオプションを使用すると問題が発生する可能性があ
ります。

-q ソフトウェア iSCSI が有効または無効かを確認します。

-s ソフトウェア iSCSI インターフェイスから使用できるディスクをス
キャンします。

-h ヘルプ情報を表示します。
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esxcfg-hwiscsi ユーティリティ
esxcfg-hwiscsiユーティリティを使用して、ハードウェア iSCSI 用にサポートされ
ているパラメータを構成できます。

次に使用例を示します。
/sbin/esxcfg-hwiscsi [-l] [-a allow|deny] [-h] <vmkernel SCSI adapter 
name>

vmkping ユーティリティ
vmkpingユーティリティを使用して、VMkernel ネットワーク構成を検証できます。

次に使用例を示します。

vmkping [options] [host|IP address]

表B-3  esxcfg-hwiscsi コマンドライン オプション

オプション 説明

-l 現在の構成を示します（設定オプションをオーバーライド）。

-a アダプタでの ARP リダイレクトを許可または禁止します。

-h ヘルプ情報を表示します。

表B-4  vmkping コマンド ライン オプション

オプション 説明

-D VMkernel TCP スタック デバッグ モード。

-c <count> パケット カウントを設定します。

-i <interval> 送信間隔を設定します。

-s <size> 送信サイズを設定します。
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