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更新情報

この 『iSCSI SAN 構成ガイド』 は、製品のリリースごと、または必要に応じて更新されます。

『iSCSI SAN 構成ガイド』 の更新履歴を表に示します。

リビジョン 説明

JA-000267-03 n 「EMC CLARiiON ストレージ システム (P. 46)」 を更新。ALUA を使用する EMC CLARiiON に対する ESX/ESXi
のサポートに関する情報を追加。

n 付録 A「iSCSI SAN 構成チェックリスト (P. 81)」 を更新。EMC CLARiiON のフェイルオーバーのパラメー
タに関する情報を追加。

JA-000267-02 次のトピックを更新し、EMC CLARiiON でのポート バインドに関する情報を追加： 「ソフトウェア iSCSI ストレー
ジのネットワーク構成 (P. 32)」 および 「EMC CLARiiON ストレージ システム (P. 46)」。

JA-000267-01 「ジャンボ フレーム対応の VMkernel インターフェイスの作成 (P. 37)」 セクションの 手順 2 のコマンドを更新。

JA-000267-00 初期リリース。
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本書について

『iSCSI SAN 構成ガイド』 では、VMware® ESX™ および VMware ESXi システムを iSCSI ストレージ エリア ネットワーク
（SAN） と組み合わせて使用する方法について説明します。本書には、ESX、ESXi、および VMware vCenter™ Server
の概念的な背景情報とインストール要件が含まれます。

対象読者

本書は、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、docfeedback@vmware.com へご連
絡ください。

VMware vSphere のドキュメント

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

テクニカル サポートおよび教育リソース

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

オンライン サポートおよび電

話によるサポート

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

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

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

ヴイエムウェア プロフェッ

ショナル サービス

ヴイエムウェア教育サービスのコースでは、広範なハンズオン ラボやケース スタディ
をご紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供し

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

ラム、およびコンサルティング サービスの情報については、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。
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iSCSI ストレージ エリア ネットワークでの
ESX/ESXi の使用 1

ESX/ESXi 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/ESXi 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、ディザスタ リカバリ時に役立ちます。

ESX/ESXi と SAN を効果的に使用するには、ESX/ESXi 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、
インターネット SCSI （iSCSI） SAN ストレージ システムを使用するように ESX/ESXi ホストを設定するときは、特別な
考慮を必要とするものがあることに注意してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想化について (P. 9)

n iSCSI SAN の概念 (P. 11)

n ESX/ESXi と SAN の併用の概要 (P. 15)

n SAN ストレージを ESX/ESXi と併用する場合の特性 (P. 17)

n VMFS データストアについて (P. 17)

n LUN の決定 (P. 19)

n 仮想マシンから SAN 上のデータへのアクセス方法 (P. 20)

n マルチパスとフェイルオーバーについて (P. 21)

n 仮想マシンの場所の選定 (P. 26)

n サーバ障害に備えた設計 (P. 27)

n LUN の表示と再スキャン (P. 28)

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/ESXi 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となります。

仮想化レイヤーは、次のように編成されます。

n 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。

n 仮想化レイヤーは、特定の物理デバイスの共有にマッピングする仮想デバイスを提供します。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 アダプタおよびストレージ 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。
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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、独立した物理マシンを接続

する場合と同様のネットワーキング メカニズムでのみ、相互に通信できます。

この分離によって、システム管理者は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して、ある仮想

マシンは外部に接続し、ほかの仮想マシンは仮想ネットワークを通じてのみその他の仮想マシンに接続できるようにできます。

ストレージ仮想化

ESX/ESXi はホスト レベルのストレージ仮想化を行います。これは、仮想マシンから物理ストレージレイヤーを論理的に
抽象化します。ESX/ESXi ホスト上で動作する仮想マシンは、ホストが接続するストレージ デバイスの複雑性や特性を意
識しません。

ESX/ESXi 仮想マシンは仮想ハード ディスクを使用して、オペレーティング システム、プログラム ファイル、およびアク
ティビティに関連するその他のデータを格納します。仮想ディスクは、サイズの大きな物理ファイルまたはファイルのセッ

トであり、ほかのファイル同様、容易にコピー、移動、アーカイブ、バックアップできます。複数の仮想ディスクを持つ

仮想マシンを構成できます。

仮想マシンは仮想 SCSI コントローラを使用して仮想ディスクにアクセスします。こうした仮想コントローラは、BusLogic
パラレル、LSI Logic パラレル、LSI Logic SAS、および VMware 準仮想化など、さまざまなコントローラとして仮想マ
シンに認識されます。これらのコントローラは、仮想マシンが参照および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 コントローラ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） データストア、NFS ベースのデータストア、または Raw ディスクにあります。仮想マシンの観
点からは、仮想ディスクは SCSI コントローラに接続された SCSI ドライブとして認識されます。ホストのパラレル SCSI、
iSCSI、ネットワーク、またはファイバ チャネル アダプタのどれを経由して実際の物理ディスク デバイスにアクセスする
かは、ゲスト OS および仮想マシンで実行されるアプリケーションにとっては透過的です。

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、この図では、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も示しています。

iSCSI SAN 構成ガイド
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図 1-1.  iSCSI SAN ストレージ仮想化
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iSCSI SAN の概念

ESX/ESXi のシステム管理者として、SAN と連携するように ESX/ESXi 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。はじめて iSCSI 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。

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 トラフィックを転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。

第 1 章 iSCSI ストレージ エリア ネットワークでの ESX/ESXi の使用
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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/ESXi 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/ESXi システムとターゲット ストレージ デバイスとの間の SCSI 要求と応答を転送します。

ESX/ESXi 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

専用の iSCSI HBA を使用します。このハードウェア iSCSI イニシエータは、iSCSI と
ネットワークの処理および管理をすべて行います。

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/ESXi 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 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。

iSCSI SAN のポート

このドキュメントでは、ポートとは、デバイスから iSCSI SAN への接続のエンド ポイントを指します。iSCSI 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 つ以上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

のアドレスは、企業内のネットワークやインターネットにアクセスするときにコンピュー

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世界中で一意の名前。iSCSI 名は、 iqn. （iSCSI 修飾名）
または  eui. （extended unique identifier） 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。

デフォルトで、ESX/ESXi は iSCSI イニシエータに iqn.
1998-01.com.vmware:iscsitestox-68158ef2 のような一意の iSCSI 名を生成
します。通常、デフォルトの値を変更する必要はありませんが、変更する場合は、新しい

iSCSI 名が世界中で一意であることを確認してください。

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、ポートとの関連付けを単にわかりやすくするための
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/ESXi 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。

iSCSI SAN 構成ガイド
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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、アクティブ-アクティブのシステムとアクティブ-パッシブのシステムがあります。

ESX/ESXi では、次のタイプのストレージ システムをサポートします。

n アクティブ-アクティブのストレージ 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有効です （パスに障害が発生した
ときを除く）。

n アクティブ-パッシブのストレージ システム。1 つのポートが特定の LUN にアクティブにアクセスを提供します。そ
の他のポートは、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を提供します。I/O
は、特定の LUN のアクティブな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、自動的にまたはシステム管理者の操作によって、いずれかのセカンダリ ポートまたはストレージ プ
ロセッサが有効になります。

n 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 LUN にアクセスできます。アクティブ-
アクティブのストレージ デバイスもありますが、単一ポート経由の複数接続であることが隠されます。ESX/ESXi の
マルチパスでは、ストレージへの複数接続を検出できません。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よくあります。

ターゲットと LUN との対応表現

ESX/ESXi の文脈では、ターゲットという語は、ホストがアクセスできる 1 つのストレージ ユニットを表します。ストレージ
デバイスおよび LUN という語は、ターゲット上のストレージ領域を表す論理ボリュームを意味しています。一般的に ESX/
ESXi の文脈では、デバイスおよび LUN という語は、ストレージ ターゲットからホストに表示される SCSI ボリュームを
意味しており、フォーマットに使用できます。

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。ESX/ESXi 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.  ターゲットと LUN との対応表現

ストレージ アレイ

ターゲット

LUN LUN LUN

ストレージ アレイ

ターゲット ターゲット ターゲット

LUN LUN LUN

次の構成において、それぞれ 3 つの LUN が利用可能です。最初の例の場合、ESX/ESXi は 1 つのターゲットを検出しますが、
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、個々のストレージ ボリュームを意味します。2 つ目
の例では、ESX/ESXi はそれぞれ 1 つの LUN を持つ 3 つの異なるターゲットを検出します。

ESX/ESXi ベースの iSCSI イニシエータは、各ターゲットに対して接続を確立します。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、すべてのトラフィックは単一の接続で行われます。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、ホストと 3 つの LUN との間には、個別の接続が 3 つ存在します。これは、複数の iSCSI HBA
がある ESX/ESXi ホスト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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iSCSI 命名規則

iSCSI は、iSCSI デバイス （ターゲットまたはイニシエータ） を識別するために、一意の名前を使用します。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 命名要件と文字列プロファイルについては、IETF Web サイトの RFC 3721 と RFC 3722 を参照してください。

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。

n <yyyy-mm> は、命名機関が設立された年と月です。

n <naming-authority> は通常、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。この名前は、vmware.com の
ドメイン名が 1998 年 1 月に登録され、サブドメインが iscsi で、vmware.com によって管理されているというこ
とを表します。

n <unique name> は、使用する任意の名前です （ホスト名など）。命名機関は、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。

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

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

n 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 桁の 16 進数>> という形式になります。

たとえば、eui.0123456789ABCDEF です。

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。

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/ESXi ホストがアクセスできるボリュームを制限するには、いくつか方法を使用できます。

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、ホストおよび iSCSI ストレージ システムを構成する必
要があります。

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/ESXi 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。
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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/ESXi 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/ESXi 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

アクセス コントロールとは 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
つ以上のアクセス コントロール機能をサポートしています。

n イニシエータ名によるアクセス コントロール

n IP アドレスによるアクセス コントロール

n CHAP プロトコルによるアクセス コントロール

すべてのルールを満たすイニシエータのみが iSCSI ボリュームにアクセスできます。

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。

パラメータは両方ともデフォルトで無効になっていますが、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。

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。

注意   Intel Nehalem プロセッサを使用しているシステムは、iSCSI ダイジェストの計算をオフロードするため、パフォー
マンスへの影響が減少します。

ESX/ESXi と SAN の併用の概要

ESX/ESXi を SAN と併用すると、柔軟性、効率、信頼性が高まります。また ESX/ESXi を SAN と併用すると、一元管理や、
フェイルオーバーおよびロード バランシングのテクノロジーもサポートされます。

ESX/ESXi と SAN を併用すると、次のようなメリットがあります。

n データを多重に格納し、ストレージへのパスを複数構成することで、単一点障害を除去できます。ESX/ESXi システ
ムは、デフォルトですべての仮想マシンでマルチパスをサポートします。

n SAN を ESX/ESXi システムと併用すると、サーバの耐障害性が得られます。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をすぐに再起動できます。

n VMware VMotion を使用して、仮想マシンをライブ移行できます。

n 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。

第 1 章 iSCSI ストレージ エリア ネットワークでの ESX/ESXi の使用

VMware, Inc.  15



n VMware DRS （Distributed Resource Scheduler） を使用して、あるホストから別のホストに仮想マシンを自動
的に移行することでロード バランシングができます。ストレージは SAN アレイにあるため、アプリケーションは
シームレスに実行を継続できます。

n VMware DRS クラスタを使用している場合は、ESX/ESXi ホストをメンテナンス モードに切り替えて、すべての実
行中の仮想マシンを別の ESX/ESXi ホストに移行します。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。

このストレージが共有されているという特徴は、VMware 仮想マシンの移植性およびカプセル化でさらに強化されます。
仮想マシンが SAN ベースのストレージにある場合、即座に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動作をレジュームしたりできます。

この機能によって、共有アクセスを整合性のとれた状態で維持したまま、コンピューティング リソースを移行できます。

ESX/ESXi と SAN の使用例

ESX/ESXi を SAN と併用する場合、多くのタスクを実行できます。

ESX/ESXi を SAN と併用すると、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

ESX/ESXi ホストまたはインフラストラクチャの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 または 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、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点に加え、その他のメリットも
あります。

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。

ディザスタ リカバリ すべてのデータを SAN に格納すると、リモート ストレージへのデータ バックアップ
が簡単になります。1 つのサイトで障害が発生した場合、リモート ESX/ESXi ホストの
仮想マシンを再起動してリカバリを行えます。

アレイの移行とストレージの

アップグレードの簡素化

新しいストレージ システムまたはアレイを購入した場合、Storage VMotion を使用し
て、既存のストレージから新しいターゲットに、仮想マシンのディスク ファイルを自
動的にライブ移行できます。

詳細情報の参照先

このドキュメントのほかに、ESX/ESXi システムを SAN と組み合わせて構成する場合にいくつかの関連資料が役立ちます。

n 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 アレイ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 アレイのベンダーから、ESX/ESXi 環境でのストレージ アレイの使用に関するドキュメントが提供されて
いることもあります。

n 当社のドキュメント関連の Web サイト。

n 『ファイバ チャネル SAN 構成ガイド』 では、ESX/ESXi 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。

n 『VMware I/O 互換性ガイド』 では、現在承認されている HBA、HBA ドライバ、およびドライバ バージョンをリス
ト表示しています。

n 『VMware ストレージ/SAN 互換性ガイド』 では、現在承認されているストレージ アレイをリスト表示しています。
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n 『VMware リリース ノート』 では、既知の問題と回避策に関する情報を記述しています。

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

SAN ストレージを ESX/ESXi と併用する場合の特性

SAN を ESX/ESXi ホストと併用する場合は、さまざまな点で従来の SAN の使用方法と異なります。

SAN ストレージを ESX/ESXi と併用する場合は、次の点に留意してください。

n 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/ESXi オペレーティング システムだけを監視できます。仮想マシンを監視するには、vSphere Client
を使用します。

n 仮想マシンを作成する場合は、デフォルトで 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、vSphere 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。また、ハード ディスクを仮想マシンに追加できます。

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

n ESX/ESXi システムは、マルチパス機能を実行します。

サードパーティ製の管理アプリケーション

サードパーティ製の管理アプリケーションを ESX/ESXi ホストと組み合わせて使用できます。

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、このソフ
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 Web ブラウザから利用できます。その他の場合では、
このソフトウェアは通常、SAN をストレージとして使用するサーバとは関係なく、ストレージ システムまたは単一サー
バで実行されます。

このサードパーティ製の管理ソフトウェアを使用すると、次のタスクが実行できます。

n ストレージ アレイの管理 （LUN の作成、アレイ 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）

n レプリケーション、チェック ポイント、スナップショット、ミラーリングの設定

仮想マシンで SAN 管理ソフトウェアを実行する場合、VMotion や VMware HA を使用したフェイルオーバーなど、仮
想マシンを実行するメリットが得られます。ただし、より間接的になるため、管理ソフトウェアで SAN を検出できない
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。

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、ストレージ アレイに依存します。

VMFS データストアについて

仮想ディスクを格納するために、ESX/ESXi はデータストアを使用します。データストアとは、仮想マシンからストレー
ジの特性を隠し、仮想マシン ファイルを格納するための一貫したモデルを提供する論理コンテナです。ストレージ デバ
イスに導入されたデータストアは、VMware VMFS （Virtual Machine File System） フォーマットを使用します。
VMware VMFS フォーマットとは、仮想マシンの格納用に最適化された特殊な高性能ファイル システム フォーマットです。

VMFS データストアでは、複数の仮想マシンを 1 つのワークロードとして実行できます。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/ESXi ホストが LUN のセットを共有する SAN 環境で、仮想マシン
が安全に動作できます。

vSphere Client を使用して、ESX/ESXi ホストが検出する任意の SCSI ベースのストレージ デバイス上に、VMFS データ
ストアをあらかじめ設定します。VMFS データストアは、SAN LUN やローカル ストレージなどの複数の物理ストレージ
エクステントにまたがって拡張できます。この機能によってストレージのプール操作が可能になり、仮想マシンに必要な

ストレージ ボリュームの作成において柔軟性が得られます。

仮想マシンがデータストア上で実行されている間に、データストアの容量を拡張できます。この機能によって、仮想マシ

ンが新しい領域を要求するたびに、VMFS データストアにその領域を追加できます。ESX/ESXi VMFS は、複数の物理マ
シンから同時アクセスできるよう設計され、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。
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複数の ESX/ESXi ホストでの VMFS データストアの共有

VMFS はクラスタ ファイル システムであるため、複数の ESX/ESXi ホストが同じ VMFS データストアに同時にアクセス
することが可能です。

同じ仮想マシンに複数のサーバが同時にアクセスするのを防ぐために、VMFS にはオンディスク ロック機能があります。
VMFS の内部ファイル システム情報へのアクセスを調整するために、ESX/ESXi は LUN 全体で SCSI 予約を使用します。

図 1-3 は、複数の ESX/ESXi システムが同一の VMFS ボリュームを共有している状態を示しています。

図 1-3.  複数の ESX/ESXi ホストでの VMFS データストアの共有
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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したり
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。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。

メタデータ アップデート

VMFS データストアは、仮想マシンのファイル、ディレクトリ、シンボリック リンク、RDM などを保持します。また VMFS
データストアは、これらのオブジェクトに関するすべてのマッピング情報について、一貫した表示を維持します。このマッ

ピング情報は、メタデータと呼ばれます。

次のいずれかの操作を実行する場合など、仮想マシンの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

はアップデートされます。

n 仮想マシンのファイルの作成、増大、ロック

n ファイル属性の変更

n 仮想マシンのパワーオンまたはパワーオフ
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LUN の決定

VMFS データストアを使用して LUN をフォーマットする場合は、まず ESX/ESXi システムのストレージのセットアップ
方法を検討する必要があります。

LUN を決定するとき、次の点を考慮してください。

n 各 LUN には、その 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。

n 1 つの LUN に含めることができる VMFS データストアは 1 つだけです。

n 複数の仮想マシンが同じ VMFS にアクセスする場合、ディスク シェアを使用して仮想マシンに優先順位を付けます。

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。

n 仮想マシンをより柔軟に作成でき、ストレージ管理者にディスク領域の拡張を依頼する必要がありません。

n 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より柔軟に実行できます。

n 管理する VMFS データストアの数が少なくなります。

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。

n 無駄になるストレージ領域が減ります。

n アプリケーションが異なると、必要な RAID 特性が異なる場合があります。

n マルチパス ポリシーやディスク共有を LUN ごとに設定すると、より柔軟性が高くなります。

n Microsoft Cluster Service を使用する場合、各クラスタ ディスク リソースが専用 LUN に存在する必要があります。

n 1 つのボリュームに対する競合が緩和されるのでパフォーマンスが向上します。

仮想マシンのストレージ特性がわからないときは、多くの場合、使用する LUN のサイズおよび LUN の数の決定に関する
単純な回答はありません。予測型スキームや適合型スキームで試行できます。

予測型スキームを使用した LUN の決定

VMFS データストアを使用して LUN をフォーマットする前に ESX/ESXi システムのストレージの設定方法を計画する場合は、
使用する LUN のサイズおよび LUN の数を決定する必要があります。予測型スキームを使用して試行できます。

手順

1 異なるストレージ特性で複数の LUN を作成します。

2 各 LUN に VMFS データストアを構築し、各データストアに、その特性に応じてラベルを付けます。

3 仮想マシン アプリケーションのデータを、アプリケーションの要件に合わせた適切な RAID レベルで LUN 上の VMFS
データストアに格納できるよう、仮想ディスクを割り当てます。

4 ディスク シェアを使用して、優先度の高い仮想マシンと優先度の低い仮想マシンを区別します。

ディスク シェアは、指定されたホスト内でのみ有効です。あるホストの仮想マシンに割り当てられたシェアは、別
のホストの仮想マシンでは無効です。

5 アプリケーションを実行し、仮想マシンのパフォーマンスが許容できる状態かどうかを判断します。
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適合型スキームを使用した LUN の決定

VMFS データストアを使用して LUN をフォーマットする前に ESX/ESXi システムのストレージの設定方法を計画する場合は、
使用する LUN のサイズおよび LUN の数を決定する必要があります。適合型スキームを使用して試行できます。

手順

1 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。

2 その LUN で VMFS を構築します。

3 その VMFS 上に 4 ～ 5 の仮想ディスクを配置します。

4 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できる状態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。パフォーマンスが条件にあっていない
場合は、新しく大きな LUN を作成 （おそらく別の RAID レベルで） し、このプロセスを繰り返します。移行を実行し、LUN
を再作成しても仮想マシンが失われないようにします。

ディスク シェアを使用した仮想マシンの優先順位付け

複数の仮想マシンが同じ VMFS データストア （したがって同じ LUN） にアクセスする場合、ディスク シェアを使用して、
仮想マシンからのディスク アクセスに優先順位を付けます。ディスク シェアでは、優先度の高い仮想マシンと優先度の
低い仮想マシンを区別します。

手順

1 vSphere Client を起動し、vCenter Server 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、メニューから  [仮想マシンの設定の編集]  を選択します。

3 [リソース]  タブをクリックし、 [ディスク]  をクリックします。

4 変更するディスクの  [シェア]  列をダブルクリックし、ドロップダウン メニューから目的の値を選択します。

シェアは、すべての仮想マシンに対してディスク バンド幅を制御するための相対的な基準を表します。低、標準、高、
カスタムの各値がサーバ、ESX ホスト、およびサービス コンソール上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と比
較されます。シェア割り当ての記号値を使用して、数値への変換を構成できます。

5 [OK]  をクリックして、選択内容を保存します。

注意   ディスク シェアは、指定された ESX/ESXi ホスト内でのみ有効です。あるホストの仮想マシンに割り当てられた
シェアは、別のホストの仮想マシンでは無効です。

仮想マシンから SAN 上のデータへのアクセス方法

ESX/ESXi は、SAN ストレージ デバイスにデプロイされた VMFS データストア内に、仮想マシンのディスク ファイルを
格納します。仮想マシンのゲスト 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。

仮想マシンが SAN 上の仮想ディスクと通信するとき、次の処理が実行されます。

1 仮想マシンのゲスト OS が SCSI ディスクに読み書きするとき、仮想ディスクに対して SCSI コマンドが発行されます。

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。

3 仮想 SCSI コントローラは、コマンドを VMkernel に転送します。
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4 VMkernel は次の処理を実行します。

n 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。

n 仮想ディスクに対するブロックの要求を、適切な物理デバイスのブロックにマッピングします。

n 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。

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

n iSCSI PDU を TCP/IP パケットにカプセル化します。

n 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 イニシエータがソフトウェア iSCSI イニシエータの場合、次の処理が実行されます。

n イニシエータは I/O 要求を iSCSI PDU にカプセル化します。

n イニシエータは TCP/IP 接続経由で iSCSI PDU を送信します。

n 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。

n 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。

7 iSCSI イニシエータがネットワークへの接続に使用するポートに応じて、ホストがアクセスするストレージ デバイス
にイーサネットのスイッチとルータが要求を転送します。

このストレージ デバイスは、ホストにとって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。

マルチパスとフェイルオーバーについて

ESX/ESXi ホストとそのストレージとの間の常時接続を維持するために、ESX/ESXi はマルチパスをサポートしています。
マルチパスは、複数の物理パスを使用できる技術で、ホストと外部のストレージ デバイス間におけるデータの送信を行います。

アダプタ、スイッチ、またはケーブルなど、SAN ネットワーク内の要素に障害が発生した場合、ESX/ESXi は、障害の発
生したコンポーネントを使用していない別の物理パスにフェイルオーバーできます。この、障害の発生したコンポーネン

トを避けるためのパスの切り替え手順は、パスのフェイルオーバーと呼ばれます。

パスのフェイルオーバーのほかに、マルチパスによるロード バランシングもあります。ロード バランシングは、複数の
物理パス間で I/O 負荷を割り当てる処理です。ロード バランシングによって、潜在的なボトルネックが軽減または排除さ
れます。

注意   パスのフェイルオーバーが発生した場合、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。一般的に、I/O 遅延はアクティブ-パッシブ
アレイでは長くなり、アクティブ-アクティブ アレイでは短くなります。

複数のパスの管理

ESX/ESXi では、ストレージのマルチパスの管理に PSA （Pluggable Storage Architecture） という特殊な VMkernel
レイヤーを使用します。PSA は、複数の MPP （Multipathing Plugin） の動作を同時に調整するオープン モジュラー
フレームワークです。

ESX/ESXi がデフォルトで提供する VMkernel マルチパス プラグインは、VMware NMP （Native Multipathing Plugin）
です。NMP は、サブプラグインを管理する拡張可能なマルチパス モジュールです。NMP のサブプラグインには、ストレージ
アレイ プラグイン （SATP） およびパス選択プラグイン （PSP） の 2 種類があります。SATP および PSP は、VMware
が組み込み式で提供するものと、サードパーティが提供するものがあります。

さらにマルチパス機能が必要であれば、デフォルトの NMP への追加またはその代替として、サードパーティ製の MPP
も利用できます。
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VMware NMP およびインストールされたサードパーティ製の MPP を調整する場合、PSA は次のタスクを実行します。

n マルチパス プラグインをロードおよびアンロードします。

n 仮想マシンの特性を特定のプラグインで非表示にします。

n 特定の論理デバイスに対する I/O 要求を、そのデバイスを管理する MPP にルーティングします。

n 論理デバイスへの I/O キューを処理します。

n 仮想マシン間で論理デバイスのバンド幅共有を実現します。

n 物理ストレージの HBA への I/O キューを処理します。

n 物理パスの検出と削除を処理します。

n 論理デバイスおよび物理パスの I/O 統計を提供します。

図 1-4 に示すように、VMware NMP と並行して複数のサードパーティ製 MPP を実行できます。サードパーティ製の MPP は
NMP の挙動を変え、特定のストレージ デバイスに関するパス フェイルオーバーおよびロード バランシングを完全に制御
します。

図 1-4.  プラグ可能ストレージ アーキテクチャ

サード パーティ
MPP

サード パーティ
MPP

VMkernel

プラグ可能ストレージ アーキテクチャ

VMware NMP

VMware SATP VMware PSP

VMware SATP VMware PSP

VMware SATP

サード パーティ SATP サード パーティ PSP

マルチパス モジュールは次の操作を行います。

n 物理パスの要求および要求解除を管理します。

n 論理デバイスの作成、登録、および登録解除を管理します。

n 物理パスを論理デバイスに関連付けます。

n 論理デバイスへの I/O 要求を処理します。

n 要求にとって最適な物理パスを選択します。

n ストレージ デバイスによっては、パスの障害や I/O コマンドの再試行を処理するのに必要となる特殊なアクショ
ンを実行します。

n 論理デバイスの中止やリセットなど、管理タスクをサポートします。

VMware マルチパス モジュール

デフォルトで ESX/ESXi は、NMP （Native Multipathing Plugin） と呼ばれる拡張可能なマルチパス モジュールを備
えています。

通常、VMware NMP は VMware ストレージ HCL に示されているすべてのストレージ アレイをサポートし、アレイ タ
イプに基づいてデフォルトのパス選択アルゴリズムを提供します。NMP は、一連の物理パスを特定のストレージ デバイ
スすなわち LUN に関連付けます。特定のストレージ アレイに対するパスのフェイルオーバーの処理については、ストレージ
アレイ タイプ プラグイン （SATP） に具体的な詳細が委ねられます。I/O 要求をストレージ デバイスに発行するために
どの物理パスを使用するかの決定については、具体的な詳細はパス選択プラグイン （PSP） によって処理されます。SATP
および PSP は、NMP モジュール内のサブプラグインです。
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VMware SATP

ストレージ アレイ タイプ プラグイン （SATP） は VMware NMP と一緒に実行され、アレイ固有の操作を行います。

ESX/ESXi は、当社がサポートするすべてのタイプのアレイに対して SATP を提供します。この SATP には、未指定のス
トレージ アレイのアクティブ-アクティブ SATP およびアクティブ-パッシブ SATP や、直接接続ストレージ用のローカル SATP
などが含まれます。各 SATP は特定のクラスのストレージ アレイの特性に対応しており、パスの状態を検出し、無効なパ
スを有効にするために必要なアレイ固有の操作を実行できます。このため、NMP モジュールは、ストレージ デバイスの
特性を認識しなくても、複数のストレージ アレイと連携できます。

NMP が、特定のストレージ デバイスをどの SATP が必要としているかを判断し、その SATP をストレージ デバイスの物
理パスに関連付けたあと、SATP は次のようなタスクを実施します。

n 各物理パスの健全性を監視します。

n 各物理パスの状態の変化を報告します。

n ストレージのフェイルオーバーに必要なアレイ固有のアクションを実行します。たとえば、アクティブ-パッシブ デ
バイスでは、パッシブ パスを有効にできます。

VMware PSP

パス選択プラグイン （PSP） は VMware NMP と一緒に実行され、I/O 要求の物理パスの選択を行います。

各論理デバイスに対し、VMware NMP はそのデバイスの物理パスに関連付けられた SATP に基づいて、デフォルトの PSP
を割り当てます。デフォルトの PSP はオーバーライドできます。

デフォルトで、VMware NMP は次の PSP をサポートします。

最近の使用 （MRU） ESX/ESXi ホストが特定デバイスへのアクセスに最近使用したパスを選択します。この
パスが利用できなくなった場合、ホストは代替パスに切り替えて、新しいパスが利用可

能な間はその使用を続行します。

固定 構成されている場合、指定の優先パスを使用します。構成されていない場合、システム

の起動時に検出された、機能している最初のパスを使用します。優先パスを使用できな

い場合、ホストは使用可能な代替パスをランダムに選択します。ホストは、優先パスが

利用可能になると、優先パスに自動的に戻ります。

注意    [固定]  のパス ポリシーを持つアクティブ-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可能性があります。

ラウンド ロビン （RR） 利用可能なすべてのパスを巡回し、パス間のロード バランシングを有効にするパス選
択アルゴリズムを使用します。

I/O の VMware NMP フロー

仮想マシンが、NMP によって管理されるストレージ デバイスに I/O 要求を発行するとき、次の処理が実行されます。

1 NMP が、このストレージ デバイスに割り当てられた PSP を呼び出します。

2 PSP が、I/O の発行先として最適な物理パスを選択します。

3 I/O 操作に成功した場合、NMP がその完了を報告します。

4 I/O 操作でエラーが報告された場合、NMP が適切な SATP を呼び出します。

5 SATP が I/O コマンド エラーを解釈し、無効なパスを適宜に有効にします。

6 PSP が呼び出され、I/O の発行先となる新しいパスを選択します。
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ホスト ベースのパス フェイルオーバー

ESX/ESXi ホストをマルチパスおよびフェイルオーバー用に設定する場合、ハードウェア iSCSI を使用する複数の iSCSI HBA
と、ソフトウェア iSCSI を使用する複数の NIC を使用できます。

ハードウェア iSCSI のフェイルオーバー

ハードウェア iSCSI を使用すると、ホストには通常複数の使用可能なハードウェア iSCSI アダプタがあり、この iSCSI ア
ダプタから 1 つ以上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ます。または、アダプタを 1 つ、ストレージ
プロセッサを 2 つ設定し、アダプタ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。

As 図 1-5 に示すように、ホストには HBA1 と HBA2 の 2 つのハードウェア iSCSI アダプタがあり、ストレージ システ
ムへの物理パスが 2 つ提供されます。VMkernel NMP であるかサードパーティ製の MPP であるかにかかわらず、ホス
トのマルチパス プラグインはデフォルトでパスにアクセスでき、各物理パスの健全性を監視できます。たとえば、HBA1
自体、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、マルチパス プラグインでパスを HBA2 に切
り替えることができます。

図 1-5.  ハードウェア iSCSI とフェイルオーバー

ESX/ESXi

iSCSI ストレージ

SP

HBA2 HBA1

IP ネットワーク

ソフトウェア iSCSI のフェイルオーバー

図 1-6 に示すように、ソフトウェア iSCSI を使用すると複数の NIC を使用でき、ホストとストレージ システム間の iSCSI
接続にフェイルオーバー機能とロード バランシング機能が提供されます。

この設定を行う場合、マルチパス プラグインはホストの物理 NIC に直接アクセスできないため、最初に各物理 NIC を個別の
VMkernel ポートに接続する必要があります。その後、ポートのバインド技術を使用して、すべての VMkernel ポートと
ソフトウェア iSCSI イニシエータを関連付けます。その結果、別個の NIC に接続された各 VMkernel ポートは別々のパス
になり、iSCSI ストレージ スタックと iSCSI ストレージ対応のマルチパス プラグインで使用できるようになります。

ソフトウェア iSCSI 用のマルチパスの構成方法については、「ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワーク構成 (P. 32)」
を参照してください。
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図 1-6.  ソフトウェア iSCSI とフェイルオーバー

ESX/ESXi

iSCSI ストレージ

SP

NIC2 NIC1
ソフトウェア イニシエータ

IP ネットワーク

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/ESXi 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/ESXi 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/ESXi 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/ESXi 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/ESXi 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/ESXi 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、有効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 1-7 に、ポート リダイレクトの例を示します。ESX/ESXi 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/ESXi 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 1-7.  ポート リダイレクト

ストレージ

10.0.0.1

10.0.0.2

ESX/ESXi 「10.0.0.1 でストレージに接続」

「10.0.0.2 に再接続」

ストレージ

10.0.0.1

10.0.0.2

ESX/ESXi iSCSI ストレージ トラフィック

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 1-8 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 1-8.  ポート再割り当て

ストレージ

10.0.0.1

10.0.0.2

ストレージ

10.0.0.1

10.0.0.1
10.0.0.2

仮想マシンの場所の選定

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。

n 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。レプリケーション、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。

n 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。

n 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。

iSCSI SAN 構成ガイド
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必ずしもすべてのアプリケーションが、最高のパフォーマンスと可用性を備えたストレージを必要とするわけではありま

せん。少なくとも、アプリケーションのライフサイクル全体で必要となるわけではありません。

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。

どこに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。

n その仮想マシンは、どの程度重要か。

n パフォーマンスと可用性の要件はどの程度か。

n PiT リストア要件は何か。

n バックアップ要件は何か。

n レプリケーション要件は何か。

仮想マシンでは、重要度の変化、またはハイ ティア機能をロー ティアに取り込めるようなテクノロジーの変化によって、
ライフサイクルを通じて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

などの変更を含め、さまざまな理由で変わることがあります。

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。

VMware HA の使用

ESX/ESXi の提供するフェイルオーバー オプションの 1 つに、VMware High Availability （HA） があります。

VMware HA を使用して、仮想マシンをフェイルオーバー グループに編成できます。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。

注意   VMware HA を使用するには、ライセンスが必要です。

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

SAN と組み合わせて ESX/ESXi ホストを使用する場合、環境全体に耐障害性を与え、ホスト障害から保護することが必要
です。

サーバ フェイルオーバーのタイプごとに、次の内容に従う必要があります。

n 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。

n 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、クラスタリングされた仮想マシン
で使用するすべてのデータストアが、すべての ESX/ESXi ホストで参照されるようにする必要があります。

データストア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データストア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   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ホストからのみ参照されます。
例外は、もうひとつのホストが同じボリュームを参照するようにして、障害から復旧しようとする場合です。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、ここから起動するホスト
はありません。この SAN ボリュームは、ホスト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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LUN の表示と再スキャン

SAN は動的であるため、特定のホストが使用できる LUN は、さまざまな要因で変わることがあります。

起動時に VMkernel が LUN を検出し、これらの LUN が vSphere Client で参照できるようになります。LUN 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。

n iSCSI ストレージで作成された新しい LUN

n LUN のアクセス コントロールへの変更

n 接続での変更

iSCSI SAN 構成ガイド
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iSCSI イニシエータおよびストレージの構成 2
ESX/ESXi を SAN と連携させるには、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。これを行うには、
まず基本的な要件を満たし、次にベスト プラクティスに従って、ハードウェアまたはソフトウェア iSCSI イニシエータを
インストールおよび設定して SAN にアクセスします。

この章では次のトピックについて説明します。

n ESX/ESXi iSCSI SAN の要件 (P. 29)

n ESX/ESXi iSCSI SAN の制約 (P. 30)

n LUN 割り当ての設定 (P. 30)

n ネットワーク構成と認証 (P. 30)

n ハードウェア iSCSI イニシエータの設定 (P. 30)

n ソフトウェア iSCSI イニシエータの設定 (P. 32)

n iSCSI イニシエータの検出アドレスの構成 (P. 38)

n iSCSI イニシエータの CHAP パラメータの構成 (P. 39)

n iSCSI の追加パラメータの構成 (P. 43)

n iSCSI ストレージの追加 (P. 44)

ESX/ESXi iSCSI SAN の要件

ESX/ESXi ホストを SAN と正常に連携させるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

n 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が、ESX/ESXi システムでもサポートされていること
を確認します。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。

n LUN ごとに VMFS データストアが 1 つのみ存在するように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）。

n 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。

n Raw ディスクへのアクセスには RDM を使用します。

n ゲスト OS の SCSI コントローラ ドライバを、十分に大きなキューに設定します。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。

n 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 の TimeoutValue パラメータの値を増やします。
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ESX/ESXi iSCSI SAN の制約

このトピックでは、ESX/ESXi を SAN と併用する場合の制約を示します。

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

n 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。

LUN 割り当ての設定

ESX/ESXi システムで iSCSI SAN ストレージを使用する準備をする場合、LUN 割り当てを設定する必要があります。

次の点に注意してください。

n ストレージのプロビジョニング。起動時に ESX/ESXi ホストが LUN を認識するようにするために、すべての iSCSI
ストレージ ターゲットが構成されていることを確認し、ホストがターゲットにアクセスして利用できるようにします。
またホストを構成し、使用可能な iSCSI ターゲットをすべて検出できるようにします。

n VMotion および VMware DRS。vCenter Server と VMotion または DRS を使用する場合は、仮想マシンの LUN
がすべての ESX/ESXi ホストにプロビジョニングされていることを確認します。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。

n 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-パッシブの 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/ESXi システムが、すべてのストレージ プロセッサへのパ
スを一貫して保持するようにします。そうしない場合、VMotion での移行が行われるときに、パスのスラッシング
が生じることがあります。

『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 ポートのフェイ
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/ESXi ホストに確実に提供されます。

ネットワーク構成と認証

ESX/ESXi で iSCSI ストレージを検出するには、あらかじめ iSCSI イニシエータ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。

n ソフトウェア iSCSI の場合、VMkernel 用のネットワークを構成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。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 で構成する必要があります。

n 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。

n 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 を使用して、このアドレスで ping
が通るようにします。

n 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、新しく検出されたターゲットが公開され、その時点で使用できるようになります。

ハードウェア iSCSI イニシエータの設定

ハードウェア ベースの iSCSI ストレージでは、TCP/IP で iSCSI ストレージにアクセスできる、サードパーティ製の専用
アダプタを使用します。この iSCSI イニシエータは、ESX/ESXi システムの iSCSI とネットワークの処理および管理をす
べて行います。

ホストが iSCSI ストレージ デバイスにアクセスできるように、ハードウェア iSCSI アダプタをインストールして構成する
必要があります。インストールについては、ベンダーのドキュメントを参照してください。

iSCSI SAN 構成ガイド
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ハードウェア iSCSI イニシエータの表示

iSCSI ハードウェア イニシエータを表示して、インストールが正しく行われ、構成する準備が整っていることを確認します。

開始する前に

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、構成可能なイニシ
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。

手順

1 vSphere Client にログインして、インベントリ パネルからホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  をクリックします。

ストレージ アダプタのリストに、ハードウェア iSCSI イニシエータが表示されます。

3 表示するイニシエータを選択します。

モデル、iSCSI 名、iSCSI エイリアス、IP アドレス、ターゲットとパスの情報など、イニシエータのデフォルトの詳
細が表示されます。

4 [プロパティ]  をクリックします。

iSCSI イニシエータのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。 [全般]  タブにイニシエータの特性が追加で
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 イニシエータの名前および IP アドレスの変更

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。

手順

1 vSphere Client にログインして、インベントリ パネルからホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  をクリックします。

3 構成するイニシエータを選択し、 [プロパティ]  -  [構成]  をクリックします。

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。

入力した名前が世界中で一意であることと、形式が適切であることを確認します。これが正しく行われないと、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。

5 (オプション) 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。

6 デフォルトの IP 設定を変更します。

デフォルトの IP 設定が IP SAN で正しく構成されるように変更する必要があります。ネットワーク管理者と協力して、
HBA の IP 設定を決定します。

7 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

iSCSI 名を変更した場合、その名前は新しい iSCSI セッションで使用されます。既存のセッションでは、ログアウトして
再ログインするまで、新しい設定は使用されません。
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ソフトウェア iSCSI イニシエータの設定

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、ESX/ESXi ホストを IP ネットワーク
上のリモート iSCSI ターゲットに接続できます。ESX/ESXi に組み込まれたソフトウェア 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、このような接続を容易にします。

ソフトウェア イニシエータを構成する前に、次のタスクを実行する必要があります。

1 物理ネットワーク アダプタに VMkernel ポートを作成します。

2 ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にします。

3 複数のネットワーク アダプタを使用する場合、ポート バインドの手法を使用して、ホスト上でマルチパスを有効に
します。

4 必要に応じて、ジャンボ フレームを有効にします。ジャンボ フレームは vSphere CLI を使用して各 vSwitch で有
効にする必要があります。また ESX ホストを使用している場合、ジャンボ フレームを有効にした VMkernel ネット
ワーク インターフェイスを作成する必要があります。

ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワーク構成

ソフトウェア iSCSI のネットワーク構成では、iSCSI VMkernel ポートを作成し、そのポートを、iSCSI トラフィックを処
理する物理 NIC にマッピングします。

iSCSI トラフィックに使用する物理 NIC の数に応じて、次のようにさまざまなネットワーク設定が可能です。

n 物理 NIC が 1 つの場合、vSwitch で 1 つの VMkernel ポートを作成し、そのポートを NIC にマッピングします。iSCSI
専用に別のネットワーク アダプタを指定することをお勧めします。追加のネットワーク構成手順は不要です。

ポートの作成については、「ソフトウェア iSCSI の VMkernel ポートの作成 (P. 33)」 を参照してください。

n iSCSI に複数の物理 NIC がある場合、ポート バインドの手法を使用して、ソフトウェア iSCSI に複数のパスを作成で
きます。

ソフトウェア iSCSI マルチパスの背景については、「ホスト ベースのパス フェイルオーバー (P. 24)」 を参照してく
ださい。

ポート バインドでは 1 対 1 のマッピングで、各物理 NIC に別々の VMkernel ポートを作成します。ネットワーク
アダプタと VMkernel ポートのすべてのペアを、図 2-1 に示すように 1 つの vSwitch に追加できます。

図 2-1.  1 つの vSwitch でのポート バインド

vmnic1

vSwitch1

vmk1

portgrp1

vmnic2

vmk2

portgrp2

NIC と VMkernel ポートのペアの vSwitch への追加については、「ソフトウェア iSCSI のマルチパスの設定 (P. 34)」
を参照してください。

別の方法としては、図 2-2 に示すように、ネットワーク アダプタと VMkernel ポートの各ペアに対し、別々の vSwitch
を作成する方法があります。
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図 2-2.  個別の vSwitch でのポート バインド
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VMkernel ポートをネットワーク アダプタにマッピングしたあと、esxcli コマンドを使用してポートとソフトウェア
iSCSI イニシエータを接続します。詳細については、「ソフトウェア iSCSI イニシエータのマルチパスの有効化 (P. 35)」
を参照してください。

注意   EMC CLARiiON ストレージ システムでのポート バインドのサポートには、異なるサブネットのイニシエータが必
要です。詳細については、ベンダーのドキュメントを参照してください。

ソフトウェア iSCSI の VMkernel ポートの作成

この手順によって、iSCSI ストレージ用にサービスを実行する VMkernel を物理ネットワーク アダプタに接続できます。

iSCSI トラフィックに使用する物理ネットワーク アダプタが 1 つの場合、iSCSI ネットワークを設定するのに実行する必
要があるのはこの手順だけです。

手順

1 vSphere Client にログインして、インベントリ パネルからホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックし、 [ネットワーク]  をクリックします。

3 仮想スイッチ ビューで、 [ネットワークの追加]  をクリックします。

4 [VMkernel]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 [仮想スイッチの作成]  を選択して、新しい vSwitch を作成します。

[仮想スイッチの作成]  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
アダプタを使用しています。iSCSI トラフィックに既存の vSwitch を使用できます。

6 iSCSI トラフィックに使用するアダプタを選択します。

重要   速度が 100Mbps 以下のアダプタでは、iSCSI を使用しないでください。

7 [次へ]  をクリックします。

8 [ポート グループのプロパティ]  で、ネットワーク ラベルを入力します。ネットワーク ラベルは、作成する VMkernel
ポートを識別する分かりやすい名前です。

9 [次へ]  をクリックします。

10 IP 設定を指定して、 [次へ]  をクリックします。

11 情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

次に進む前に

ホストが iSCSI に使用するネットワーク アダプタが 1 つだけの場合、追加のネットワーク構成手順は不要です。
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ホストが iSCSI に複数の物理アダプタを使用している場合、アダプタを追加で接続し、ポート バインドの手法を使用して
対応の VMkernel ポートに関連付ける必要があります。次のオプションがあります。

n iSCSI マルチパスに単一の vSwitch を使用します。作成したばかりの vSwitch に追加のネットワーク アダプタおよび
VMkernel ポートを接続し、デフォルト設定をオーバーライドして、各ポートが 1 つのアクティブなアダプタのみに
マッピングするようにする必要があります。「ソフトウェア iSCSI のマルチパスの設定 (P. 34)」 を参照してください。

n 追加のネットワーク アダプタごとに別々の vSwitch を作成します。

ソフトウェア iSCSI のマルチパスの設定

iSCSI に指定できる NIC が複数あり、すべての iSCSI NIC を単一の vSwitch に接続する場合にのみ、この手順に従います。
この手順では、1 対 1 のマッピングを使用して、VMkernel ポートをネットワーク アダプタに関連付けます。

ここで、追加のネットワーク アダプタを既存の vSwitch に接続し、対応する VMkernel ポートにマッピングする必要が
あります。

開始する前に

ソフトウェア iSCSI にマルチパスを設定する前に、ネットワーク アダプタに VMkernel ポートを 1 つ作成しておく必要
があります。

手順

1 vSphere Client にログインして、インベントリ パネルからホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックし、 [ネットワーク]  をクリックします。

3 iSCSI に使用する vSwitch を選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 追加のネットワーク アダプタを vSwitch に接続します。

a vSwitch のプロパティ ダイアログ ボックスで、 [ネットワーク アダプタ]  タブをクリックし、 [追加]  をクリッ
クします。

b リストから 1 つ以上のアダプタを選択し、 [次へ]  をクリックします。

c アダプタ サマリ ページで情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

ネットワーク アダプタのリストが再表示され、vSwitch で現在要求されているネットワーク アダプタが表示さ
れます。

5 接続したすべてのネットワーク アダプタに対して VMkernel ポートを作成します。

VMkernel ポートの数は、vSwitch 上のネットワーク アダプタの数に対応する必要があります。

a vSwitch のプロパティ ダイアログ ボックスで、 [ポート]  タブをクリックし、 [追加]  をクリックします。

b [VMkernel]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

c [ポート グループのプロパティ]  で、ネットワーク ラベルを入力し、 [次へ]  をクリックします。

d IP 設定を指定して、 [次へ]  をクリックします。

サブネット マスクを入力する場合、ネットワーク アダプタが接続先のストレージ システムのサブネットに設定
されていることを確認します。

e 情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

注意   ソフトウェア iSCSI イニシエータを追加したネットワーク アダプタが iSCSI ターゲットと同じサブネットにな
い場合、ホストはこのネットワーク アダプタからターゲットへのセッションを確立できません。
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6 各 VMkernel ポートを 1 つのアクティブなアダプタだけにマッピングします。

デフォルトでは、vSwitch の VMkernel ポートごとに、すべてのネットワーク アダプタがアクティブなアダプタと
して表示されます。この設定をオーバーライドし、各ポートが、対応する 1 つのアクティブなアダプタのみにマッピ
ングするようにする必要があります。たとえば、VMkernel ポート vmk1 はアクティブなアダプタ vmnic1 にマッ
ピングし、ポート vmk2 は vmnic2 にマッピングする、というようにします。

a [ポート]  タブで、VMkernel ポートを選択し、 [編集]  をクリックします。

b [NIC チーミング]  タブをクリックし、 [vSwitch のフェイルオーバー順序の置き換え]  を選択します。

c 1 つのアダプタのみをアクティブなアダプタとして指定し、残りのすべてのアダプタを  [未使用のアダプタ]  カ
テゴリに移動します。

7 vSwitch の VMkernel ポートごとに、最後のステップを繰り返します。

次に進む前に

このタスクの実行後、esxcli コマンドを使用して、VMkernel ポートをソフトウェア iSCSI イニシエータに接続します。

ソフトウェア iSCSI イニシエータのマルチパスの有効化

このタスクは、iSCSI トラフィックに指定する物理ネットワーク アダプタが ESX/ESXi ホストに複数ある場合にのみ使用
します。このタスクでは、ホストに対してホスト ベースのマルチパスを有効にする方法を示します。これを行うには、
ネットワーク アダプタ用に作成した iSCSI VMkernel ポートにソフトウェア iSCSI イニシエータを接続します。

開始する前に

マルチパスを有効にする前に、次のタスクを完了します。

n ポートとアダプタとの 1 対 1 のマッピングを必ず使用して、物理ネットワーク アダプタ用に VMkernel ポートを作
成します。「ソフトウェア iSCSI の VMkernel ポートの作成 (P. 33)」 および 「ソフトウェア iSCSI のマルチパスの
設定 (P. 34)」 を参照してください。

n ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にします。「ソフトウェア iSCSI イニシエータの有効化 (P. 36)」 を参照し
てください。

手順

1 物理アダプタに割り当てた VMkernel iSCSI ポートの名前を識別します。

vSphere Client には、ネットワーク ラベルの下にポートの名前が表示されます。

たとえば、次の図では、ポートの名前が vmk1 と vmk2 と表示されています。

2 vSphere CLI を使用して、ソフトウェア iSCSI イニシエータを iSCSI VMkernel ポートに接続します。

ポートごとにこのコマンドを繰り返します。

esxcli swiscsi nic add -n <<ポート名>> -d <<vmhba>>

3 次のコマンドを実行して、ポートがソフトウェア iSCSI イニシエータに追加されたことを確認します。

esxcli swiscsi nic list -d <<vmhba>>
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4 vSphere Client を使用して、ソフトウェア iSCSI イニシエータを再スキャンします。

5 ソフトウェア iSCSI イニシエータをポートから切断するには、次のコマンドを実行します。

ホストとターゲットの間でアクティブな iSCSI セッションがある場合、このコマンドを実行する前にそのセッション
を中止します。セッションを中止するには、ポートで使用している静的ターゲットを vSphere Client から削除します。

esxcli swiscsi nic remove -n <<ポート名>> -d <<vmhba>>

例 2-1.  2 つの VMkernel ポートへのソフトウェア iSCSI イニシエータの接続

この例では、ソフトウェア iSCSI イニシエータ vmhba33 を VMkernel ポート vmk1 および vmk2 に接続する方法を示
します。

1 vmk1 への vmhba33 の接続： esxcli swiscsi nic add -n vmk1 -d vmhba33

2 vmk2 への vmhba33 の接続： esxcli swiscsi nic add -n vmk2 -d vmhba33

3 vmhba33 の構成の確認： esxcli swiscsi nic list -d vmhba33

vmk1 と vmk2 が両方ともリストに表示されるはずです。

この例では、vSphere Client を使用して vmhba33 イニシエータのパス ビューを表示すると、2 つの異なるパスが同じ
ターゲットへのアクセスに使用されていることが分かります。これらのパスの実行時の名前は、vmhba33:C1:T1:L0 および
vmhba33:C2:T1:L0 です。この例での C1 および C2 は、マルチパスに使用される 2 つのネットワーク アダプタを示し
ています。

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/ESXi が iSCSI ストレージへのアクセスにそれを使用できるように
する必要があります。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  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。

3 構成する iSCSI イニシエータを選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 [構成]  をクリックします。

[全般プロパティ]  ダイアログ ボックスに、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。

5 イニシエータを有効にするには、 [有効]  を選択します。

6 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。

入力した名前が世界中で一意であることと、形式が適切であることを確認します。これが正しく行われないと、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。

7 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

iSCSI 名を変更した場合、その名前は新しい iSCSI セッションで使用されます。既存のセッションでは、ログアウトして
再ログインするまで、新しい設定は使用されません。
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ソフトウェア iSCSI のジャンボ フレームの有効化

ジャンボ フレームを使用すると、ESX/ESXi でより大きいフレームを物理ネットワークに送信できます。ジャンボ フレー
ムを有効にするには、ネットワークがジャンボ フレームのエンド ツー エンドをサポートしている必要があります。9KB
（9,000 バイト） までのジャンボ フレームがサポートされます。

ジャンボ フレームを有効にする前に、物理ネットワーク アダプタおよび iSCSI ストレージがジャンボ フレームをサポー
トしていることをハードウェア ベンダーに確認してください。

ジャンボ フレームは vSphere CLI を使用して各 vSwitch で有効にする必要があります。また ESX ホストを使用してい
る場合、ジャンボ フレームを有効にした VMkernel ネットワーク インターフェイスを作成する必要があります。

ジャンボ フレーム対応の vSwitch の作成

vSwitch の MTU サイズを変更して、ジャンボ フレームの vSwitch を構成します。

手順

1 vSwitch の MTU サイズを設定するには、vSphere CLI から vicfg-vswitch -m <MTU> <vSwitch> コマンド
を実行します。

このコマンドは、vSwitch 上のすべてのアップリンクに対して MTU を設定します。MTU サイズは、vSwitch に接
続されているすべての仮想ネットワーク アダプタ間で最大の MTU サイズに設定します。

2 vicfg-vswitch -l コマンドを実行して、ホスト上の vSwitch のリストを表示し、vSwitch の構成が正しいこと
を確認します。

ジャンボ フレーム対応の VMkernel インターフェイスの作成

ESX ホストを使用している場合、コマンドライン インターフェイスを使用して、ジャンボ フレーム対応の VMkernel ネッ
トワーク インターフェイスを作成します。

手順

1 ESX ホストのコンソールに直接ログインします。

2 次のコマンドを実行して、ジャンボ フレームをサポートした VMkernel 接続を作成します。

esxcfg-vswitch -a <<仮想スイッチ>>

esxcfg-vswitch -m <<MTU>> <<仮想スイッチ>>

esxcfg-vswitch -A <<ポート グループ名>> <<仮想スイッチ>>

esxcfg-vswitch -L <<pnic>> <<仮想スイッチ>>

esxcfg-vmknic -a -I <<IP アドレス>> -n <<ネットマスク>> -m <<MTU>> <<ポート グループ名>>

3 esxcfg-vmknic -l コマンドを使用して VMkernel インターフェイスのリストを表示し、ジャンボ フレーム対応
のインターフェイスの構成が正しいことを確認します。

4 VMkernel インターフェイスが、ジャンボ フレーム対応の vSwitch に接続されていることを確認します。

5 この VMkernel インターフェイスが接続されるすべての物理スイッチ、およびすべての物理マシンまたは仮想マシンが、
ジャンボ フレームをサポートするように構成します。
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iSCSI イニシエータの検出アドレスの構成

iSCSI 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。

ESX/ESXi システムでは次の検出方法をサポートします。

動的検出 ターゲットの送信検出とも呼ばれます。イニシエータが指定の iSCSI サーバに接続する
たびに、イニシエータはターゲットの送信要求をサーバに送信します。サーバは、使用

可能なターゲットのリストをイニシエータに提供することで応答します。これらのター

ゲットの名前および IP アドレスは、 [静的検出]  タブに表示されます。動的検出で追加
された静的ターゲットを削除する場合、このターゲットは、次回の再スキャン実行時、

HBA のリセット時、またはホストの再起動時にリストに戻すことができます。

静的検出 イニシエータは検出を実行する必要がありません。イニシエータは、接続可能なすべて

のターゲットのリストを所有しており、そのターゲットの IP アドレスおよびドメイン
名を使用してターゲットと通信します。

動的検出の設定

動的検出では、イニシエータが指定された iSCSI サーバに接続するたびに、ターゲットの送信要求をサーバに送信します。
サーバは、使用可能なターゲットのリストをイニシエータに提供することで応答します。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  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。

3 構成する iSCSI イニシエータを選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 iSCSI イニシエータのプロパティ ダイアログ ボックスで、 [動的検出]  タブをクリックします。

5 ターゲットの送信の検出にアドレスを追加するには、 [追加]  をクリックします。

[ターゲット サーバ送信の追加]  ダイアログ ボックスが表示されます。

6 ストレージ システムの IP アドレスまたは DNS 名を入力し、 [OK]  をクリックします。

ホストがこのシステムでターゲットの送信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

リストに表示されます。

7 特定のターゲットの送信サーバを削除するには、それを選択して  [削除]  をクリックします。

ターゲットの送信サーバを削除したあとでも、静的ターゲットの親として継承フィールドに表示されたままになる場

合があります。この項目は静的ターゲットがどこで検出されていたかを示すだけで、機能には影響しません。

注意   既存のターゲットの送信サーバの IP アドレス、DNS 名、またはポート番号は変更できません。これを変更するには、
既存のサーバを削除して新しいサーバを追加します。

静的検出の設定

iSCSI イニシエータでは動的検出方法のほかに、静的検出を使用して、ターゲットの情報を手動で入力することも可能です。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  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。
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3 構成する iSCSI イニシエータを選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 iSCSI イニシエータのプロパティ ダイアログ ボックスで、 [静的検出]  タブをクリックします。

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。

5 ターゲットを追加するには、 [追加]  をクリックして、ターゲットの情報を入力します。

6 特定のターゲットを削除するには、それを選択して  [削除]  をクリックします。

注意   既存のターゲットの IP アドレス、DNS 名、iSCSI ターゲット名、またはポート番号は変更できません。これを変更
するには、既存のターゲットを削除して新しいターゲットを追加します。

iSCSI イニシエータの CHAP パラメータの構成

リモート ターゲットへの接続に iSCSI テクノロジーで使用する IP ネットワークでは、転送するデータが保護されないため、
接続のセキュリティを確保する必要があります。iSCSI の実装するプロトコルの 1 つに、CHAP （チャレンジ ハンドシェ
イク認証プロトコル） があります。CHAP は、ネットワーク上のターゲットにアクセスするイニシエータの正当性を検証
します。

CHAP は、三方向ハンドシェイク アルゴリズムを使用してホストの ID を検証します。また該当する場合、ホストとター
ゲットが接続を確立するときに iSCSI ターゲットの ID を検証します。検証は、イニシエータとターゲットで共有する事
前定義されたプライベート値、すなわち CHAP シークレットに基づいています。

ESX/ESXi は、アダプタ レベルで CHAP 認証をサポートします。この場合、すべてのターゲットが、iSCSI イニシエータ
から同じ CHAP 名およびシークレットを受信します。ソフトウェア iSCSI の場合、ESX/ESXi は、ターゲットごとの CHAP
認証もサポートしています。この認証により、ターゲットごとに異なる証明書を構成して、セキュリティのレベルを向上

させることができます。

CHAP 認証方法の選択

ESX/ESXi は、ハードウェア iSCSI およびソフトウェア iSCSI の両方に対して一方向 CHAP をサポートし、ソフトウェア iSCSI
のみに対して相互 CHAP をサポートします。

CHAP を構成する前に、iSCSI ストレージ システムで CHAP が有効になっているかどうかと、システムがサポートする CHAP
認証方法を確認します。CHAP が有効になっている場合、イニシエータ用に有効にして、CHAP の認証証明書が iSCSI ス
トレージの認証証明書と一致することを確認します。

ESX/ESXi は、次の CHAP 認証方法をサポートします。

一方向 CHAP 一方向、つまり片方向の CHAP 認証では、ターゲットはイニシエータを認証しますが、
イニシエータはターゲットを認証しません。

相互 CHAP （ソフトウェア

iSCSI のみ）

相互、つまり双方向の CHAP 認証では、セキュリティ レベルが上がるため、イニシ
エータはターゲットを認証できます。

ソフトウェア iSCSI のみに該当しますが、一方向 CHAP および相互 CHAP を各イニシエータに対して設定するか、ターゲット
レベルで設定できます。ハードウェア iSCSI は、イニシエータ レベルでのみ CHAP をサポートします。

CHAP パラメータを設定する場合、CHAP のセキュリティ レベルを指定します。

表 2-1.  CHAP のセキュリティ レベル

CHAP のセキュリティ レベル 説明 サポート

CHAP を使用しない ホストは CHAP 認証を使用しません。現在有効な場合、このオ
プションを選択すると認証は無効になります。

ソフトウェア iSCSI
ハードウェア iSCSI

ターゲットで要求されない場合は

CHAP を使用しない
ホストは CHAP 以外の接続を優先しますが、ターゲットが要求
する場合は CHAP 接続を使用できます。

ソフトウェア iSCSI
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表 2-1.  CHAP のセキュリティ レベル (続き)

CHAP のセキュリティ レベル 説明 サポート

ターゲットで禁止されていない場合は

CHAP を使用する
ホストは CHAP を優先しますが、ターゲットが CHAP をサポー
トしていない場合は CHAP 以外の接続を使用できます。

ソフトウェア iSCSI
ハードウェア iSCSI

CHAP を使用する ホストは正常な CHAP 認証を要求します。CHAP ネゴシエー
ションに失敗した場合、接続に失敗します。

ソフトウェア iSCSI

iSCSI イニシエータの CHAP 証明書の設定

セキュリティ向上のため、イニシエータ レベルですべてのターゲットが同一の CHAP 名およびシークレットを iSCSI イ
ニシエータから受け取るよう設定できます。デフォルトでは、すべての検出アドレスまたは静的ターゲットは、イニシエータ

レベルで設定された CHAP パラメータを継承します。

開始する前に

ソフトウェア iSCSI の CHAP パラメータを設定する前に、一方向 CHAP を構成するか、相互 CHAP を構成するかを決め
ます。ハードウェア iSCSI は、相互 CHAP をサポートしません。

n 一方向の CHAP では、ターゲットがイニシエータを認証します。

n 相互 CHAP では、ターゲットおよびイニシエータの両方が互いを認証します。CHAP と相互 CHAP には、別々の
シークレットを使用してください。

CHAP パラメータを構成する場合、そのパラメータがストレージ側のパラメータと一致するようにします。

ソフトウェア iSCSI の場合、CHAP 名は英数字で 511 文字以内に、CHAP シークレットは英数字で 255 文字以内にして
ください。ハードウェア iSCSI の場合、CHAP 名は英数字で 255 文字以内に、CHAP シークレットは英数字で 100 文字
以内にします。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  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。

3 構成する iSCSI イニシエータを選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 [全般]  タブで、 [CHAP]  をクリックします。

5 一方向の CHAP を構成するには、CHAP で次を指定します。

a 次のオプションのいずれかを選択します。

n [ターゲットで要求されない場合は CHAP を使用しない]  （ソフトウェア iSCSI のみ）

n [ターゲットで禁止されていない場合は CHAP を使用する]

n [CHAP を使用する]  （ソフトウェア iSCSI のみ）。相互 CHAP を構成できるようにするには、このオプショ
ンを選択する必要があります。

b CHAP 名を指定します。

指定する名前が、ストレージ側で構成した名前と一致するようにします。

n CHAP 名を iSCSI イニシエータ名に設定するには、 [イニシエータ名の使用]  を選択します。

n CHAP 名を iSCSI イニシエータ名以外の名前に設定するには、 [イニシエータ名の使用]  を選択解除し、 [名前]
フィールドに名前を入力します。

c 認証の一部として使用する一方向の CHAP シークレットを入力します。ストレージ側で入力するのと同じシー
クレットを使用してください。
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6 相互 CHAP を構成するには、手順 5 の指示に従って、まず一方向 CHAP を構成します。

一方向 CHAP のオプションとして、 [CHAP を使用する]  を選択します。次に、 [相互 CHAP]  で次のように指定します。

a [CHAP を使用する]  を選択します。

b 相互 CHAP 名を指定します。

c 相互 CHAP シークレットを入力します。一方向 CHAP と相互 CHAP には、別々のシークレットを使用してく
ださい。

7 [OK]  をクリックします。

8 イニシエータを再スキャンします。

CHAP または相互 CHAP のパラメータを変更した場合、そのパラメータは新しい iSCSI セッションで使用されます。既存
のセッションでは、ログアウトして再ログインするまで、新しい設定は使用されません。

ターゲットの CHAP 証明書の設定

ソフトウェア iSCSI の場合、検出アドレスまたは静的ターゲットごとに別々の CHAP 証明書を構成できます。

CHAP パラメータを構成する場合、そのパラメータがストレージ側のパラメータと一致するようにします。ソフトウェア
iSCSI の場合、CHAP 名は英数字で 511 文字以内に、CHAP シークレットは英数字で 255 文字以内にしてください。

開始する前に

ソフトウェア iSCSI の CHAP パラメータを設定する前に、一方向の CHAP を構成するか、相互 CHAP を構成するかを決
めます。

n 一方向の CHAP では、ターゲットがイニシエータを認証します。

n 相互 CHAP では、ターゲットおよびイニシエータの両方が互いを認証します。CHAP と相互 CHAP には、別々の
シークレットを使用してください。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ アダプタ]  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。

3 構成するソフトウェア iSCSI イニシエータを選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 [動的検出]  タブまたは  [静的検出]  タブを選択します。

5 使用可能なターゲットのリストから、構成するターゲットを選択し、 [設定]  -  [CHAP]  をクリックします。

第 2 章 iSCSI イニシエータおよびストレージの構成

VMware, Inc.  41



6 一方向の CHAP を構成するには、CHAP で次を指定します。

a [親から継承]  を選択解除します。

b 次のオプションのいずれかを選択します。

n [ターゲットで要求されない場合は CHAP を使用しない]

n [ターゲットで禁止されていない場合は CHAP を使用する]

n [CHAP を使用する] 。相互 CHAP を構成できるようにするには、このオプションを選択する必要があります。

c CHAP 名を指定します。

指定する名前が、ストレージ側で構成した名前と一致するようにします。

n CHAP 名を iSCSI イニシエータ名に設定するには、 [イニシエータ名の使用]  を選択します。

n CHAP 名を iSCSI イニシエータ名以外の名前に設定するには、 [イニシエータ名の使用]  を選択解除し、 [名前]
フィールドに名前を入力します。

d 認証の一部として使用する一方向の CHAP シークレットを入力します。ストレージ側で入力するのと同じシー
クレットを使用してください。

7 相互 CHAP を構成するには、手順 6 の指示に従って、まず一方向 CHAP を構成します。

一方向 CHAP のオプションとして、 [CHAP を使用する]  を選択します。次に、 [相互 CHAP]  で次のように指定します。

a [親から継承]  を選択解除します。

b [CHAP を使用する]  を選択します。

c 相互 CHAP 名を指定します。

d 相互 CHAP シークレットを入力します。一方向 CHAP と相互 CHAP には、別々のシークレットを使用してく
ださい。

8 [OK]  をクリックします。

9 イニシエータを再スキャンします。

CHAP または相互 CHAP のパラメータを変更した場合、そのパラメータは新しい iSCSI セッションで使用されます。既存
のセッションでは、ログアウトして再ログインするまで、新しい設定は使用されません。

CHAP の無効化

CHAP は、ストレージ システムで必要とされない場合には、無効にすることができます。

CHAP 認証を必要とするシステムで CHAP を無効にすると、ESX/ESXi ホストが再起動されるまで、またはストレージ シ
ステムで強制ログアウトが行われるまで、既存の iSCSI セッションは有効なままとなります。セッションの終了後は、CHAP
を必要とするターゲットには接続できなくなります。

手順

1 CHAP 認証情報ダイアログ ボックスを開きます。

2 ソフトウェア iSCSI の場合、相互 CHAP だけを無効にするには、 [相互 CHAP]  から  [CHAP を使用しない]  を選択
します。

3 一方向 CHAP を無効にするには、 [CHAP]  から  [CHAP を使用しない]  を選択します。

相互 CHAP が設定されている場合、一方向 CHAP を無効にすると、相互 CHAP は自動的に  [CHAP を使用しない]
に変更されます。

4 [OK]  をクリックします。
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iSCSI の追加パラメータの構成

iSCSI イニシエータに追加パラメータを構成することが必要になる場合があります。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 （アドレス解決プロトコル） リダイレクト
が必要です。この場合、ホストで ARP リダイレクトを有効にする必要があります。

VMware サポート チームと作業をしているか、iSCSI の詳細設定に指定する値についての十分な情報がある場合を除き、
この詳細設定を変更しないでください。

表 2-2 に、vSphere Client を使用して構成できる iSCSI の詳細パラメータを示します。また、vicfg-iscsi という
vSphere CLI コマンドを使用すると、この詳細パラメータの一部を構成できます。詳細については、『VMware vSphere
Command-Line Interface Installation and Reference Guide』 を参照してください。

表 2-2.  iSCSI イニシエータの追加パラメータ

詳細パラメータ 説明 構成可能な対象

ヘッダ ダイジェスト データの整合性を高めます。ヘッダ ダイジェストが有効な場合、システムは
CRC32C アルゴリズムを使用して各 iSCSI PDU （Protocol Data Unit） の
ヘッダ部分でチェックサムを実行し、検証を行います。

ソフトウェア iSCSI

データ ダイジェスト データの整合性を高めます。データ ダイジェストが有効な場合、システムは
CRC32C アルゴリズムを使用して各 PDU のデータ部分でチェックサムを実
行し、検証を行います。

注意   Intel Nehalem プロセッサを使用するシステムでは、ソフトウェア iSCSI
の iSCSI ダイジェスト計算が軽減されるため、パフォーマンスへの影響が小
さくなります。

ソフトウェア iSCSI

最大 R2T 残数 ACK の PDU が受信されるまで移行中の状態にしてもよい R2T （Ready to
Transfer） PDU を定義します。

ソフトウェア iSCSI

第 1 バースト長 単一の SCSI コマンドの実行時に iSCSI イニシエータがターゲットに送信でき
る非請求データの最大量 （バイト単位） を指定します。

ソフトウェア iSCSI

最大バースト長 Data-In または請求 Data-Out の iSCSI シーケンスでの最大 SCSI データ ペ
イロード （バイト単位） です。

ソフトウェア iSCSI

最大受信データ セグメン
ト長

iSCSI PDU で受信できる最大データ セグメント長 （バイト単位） です。 ソフトウェア iSCSI

ARP リダイレクト ストレージ システムで、ポート間で iSCSI トラフィックを動的に移動できる
ようにします。アレイ ベースのフェイルオーバーを実行するストレージ シス
テムでは ARP が必要です。

ハードウェア iSCSI
（vSphere CLI 経由で構成可
能）

遅延 ACK システムで、受信データ パケットの ACK を遅延させることができるようにし
ます。

ソフトウェア iSCSI

iSCSI の詳細パラメータの構成

iSCSI の詳細設定では、ヘッダ ダイジェスト、データ ダイジェスト、ARP リダイレクト、遅延 ACK などのパラメータを
制御します。通常、割り当てられた定義済みの値で ESX/ESXi ホストは動作するので、これらの設定を変更する必要はあ
りません。

注意   VMware サポート チームと作業をしているか、iSCSI の詳細設定に指定する値についての十分な情報がある場合を
除き、この詳細設定を変更しないでください。

手順

1 vSphere Client にログインして、インベントリ パネルからホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックして、 [ストレージ アダプタ]  をクリックします。

3 構成する iSCSI イニシエータを選択し、 [プロパティ]  をクリックします。

4 イニシエータ レベルで詳細パラメータを構成するには、 [全般]  タブで  [詳細]  をクリックします。手順 6 に進みます。
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5 ターゲット レベルで詳細パラメータを構成します。

ターゲット レベルでは、ソフトウェア iSCSI のみ詳細パラメータを構成できます。

a [動的検出]  タブまたは  [静的検出]  タブを選択します。

b 使用可能なターゲットのリストから、構成するターゲットを選択し、 [設定]  -  [詳細]  をクリックします。

6 変更する詳細パラメータに必要な値を入力し、 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

iSCSI ストレージの追加

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]ウィザードに従って構成を行います。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックし、 [ストレージ]  をクリックします。

3 [ストレージの追加]  をクリックします。

4 [ディスク/LUN]  ストレージ タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

[ディスクまたは LUN の選択]  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]  をクリックします。

6 現在のディスク レイアウトを確認し、 [次へ]  をクリックします。

7 データストアを入力し、 [次へ]  をクリックします。

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

8 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提供されます。

9 [次へ]  をクリックします。

[終了準備の完了]  ページが表示されます。

10 データストアの構成情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

データストアは iSCSI ストレージ デバイスで使用可能になりました。
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ESX/ESXi 用の SAN ストレージ システムの
変更 3

iSCSI イニシエータおよびストレージを構成したあと、ストレージ システムが ESX/ESXi 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。

このセクションでは、VMware ESX/ESXi 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）、または当
社のナレッジ ベースで関連する記事をデバイスごとに示します。

注意   このセクションの情報は、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、このセクションでは説明いたしま
せん。最新の 『ストレージ/SAN 互換性ガイド』 または当社のナレッジ ベースで関連する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。

この章では次のトピックについて説明します。

n ESX/ESXi SAN 構成のテスト (P. 45)

n iSCSI SAN ストレージ システムに関する一般的な考慮事項 (P. 46)

n EMC CLARiiON ストレージ システム (P. 46)

n EMC Symmetrix ストレージ システム (P. 47)

n ESX/ESXi との通信に向けた HP StorageWorks MSA1510i の有効化 (P. 47)

n HP StorageWorks EVA ストレージ システム (P. 48)

n NetApp ストレージ システム (P. 49)

n EqualLogic ストレージ システム (P. 51)

n LeftHand Networks SAN/iQ ストレージ システム (P. 51)

n Dell PowerVault MD3000i ストレージ システム (P. 51)

ESX/ESXi SAN 構成のテスト

ESX/ESXi 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。一般に、ヴイエムウェアでは、
ESX/ESXi とサポートされているストレージ システムとの、基本的な接続、HBA フェイルオーバーなどをテストします。

ESX/ESXi 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/ESXi を独自の方式でサポートしている場合があります。
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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/ESXi との動作をテストしています。

基本的な接続 ESX/ESXi 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 つ以上の 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 フェイル

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 （ESX ホス

トのみ）

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

iSCSI SAN ストレージ システムに関する一般的な考慮事項

ESX/ESXi と組み合わせて動作する iSCSI SAN ストレージ システムを準備するには、すべてのストレージ システムに適
用される具体的な一般的要件に従う必要があります。

すべてのストレージ システムが従う一般的要件には、次のものがあります。

n 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/ESXi 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。

n このセクションの説明で、ストレージ システムを個別に特定していない場合、ESX/ESXi 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/ESXi 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。

n VMotion、DRS、または HA を使用する場合、同じ LUN ID を使用して、仮想マシンのソース ホストとターゲット
ホストの両方が同じ LUN を参照できるようにしてください。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/ESXi システムに LUN をプロビジョ
ニングすることは適切です。

n 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/ESXi ホストでも CHAP を無効にする必要があ
ります。無効にしないと、LUN に CHAP 要件がなくても、ストレージ システムの認証に失敗します。

EMC CLARiiON ストレージ システム

EMC CLARiiON ストレージ システムは、iSCSI SAN 構成の ESX/ESXi ホストと連携して機能します。通常、構成を行うには
EMC ソフトウェアを使用します。

詳細については、EMC のドキュメントを参照してください。

これはアクティブ-パッシブ ディスク アレイなので、すべてのアクティブ-パッシブ ディスク アレイに該当する関連問題
が関係します。さらに、次の点に注意してください。

n 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 ポリシーを固定ではなく最近の使用にします。ESX/ESXi
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。

n 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なストレージ プロセッサを選択します。

n 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/ESXi 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。
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n 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。

n EMC CLARiiON ストレージ システムでのポート バインドのサポートには、異なるサブネットのイニシエータが必要
です。詳細については、ベンダーのドキュメントを参照してください。

n ALUA を使用する EMC CLARiiON をサポートする ESX/ESXi については、ストレージ アレイで正しいファームウェア
バージョンを使用していることを HCL で確認してください。詳細については、ストレージ ベンダーにお問い合わせ
ください。

EMC Symmetrix ストレージ システム

ESX/ESXi と連携する場合、EMC Symmetrix ストレージ システムには特定の設定が必要です。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。

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

n 共通シリアル番号 （C）

n 自動ネゴシエーション （EAN） の有効化

n SCSI 3 （SC3） 設定 （有効化）

n UWN （Unique world wide name）

n SPC-2 （Decal） （SPC2） SPC-2 フラグ必須

注意   ESX/ESXi ホストは、容量が 50MB 以下の Symmetrix ストレージ システムのすべての 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。

ESX/ESXi との通信に向けた HP StorageWorks MSA1510i の有効化

このセクションでは、HP StorageWorks MSA1510i ストレージ システムが ESX/ESXi ホスト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。

手順

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 <<アドレス
>>

b [MSA1510i の基本情報]  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、前のステップで取得
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、デフォルト アクセス権を入力します。

n ユーザー名： root

n 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。

第 3 章 ESX/ESXi 用の SAN ストレージ システムの変更
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6 ウィザードを使用して次の処理を実行します。

オプション 説明

ストレージ構成 a フォルト トレラント モード （RAID モード） の設定。
b 適切な RAID レベルの予備ディスクの割り当て。

iSCSI 構成 （iSCSI ポータルの構成） a データ ポートの選択。
b データ ポートへの IP アドレスの割り当て。
c 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）。
d ウィザードでは、デフォルトの iSCSI ターゲット名および iSCSI ターゲット エイ

リアスが示されます。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。

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ウィザードのプロセ
スを実行し、 [構成]  タブで利用可能なタスクを使用します。

ログイン設定

管理設定

 

7 [終了]  をクリックして構成設定を適用します。

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]  または  [構成]
タブを使用します。

次に進む前に

初期設定後、次のタスクを実行して構成を行います。

n アレイを作成する。

n 論理ドライブを作成する。

n ターゲットを作成する。

n ポータル グループを作成する。

n 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。

n ターゲットに論理ドライブをマッピングする。

n 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）。

n 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）。

HP StorageWorks EVA ストレージ システム

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/ESXi と組み合わせて動作するシステムには、特定の具体的な設定が必
要です。

ESX/ESXi ホストに LUN を提供するときは、接続タイプを  [カスタム]  に設定します。値は、次のいずれかです。

n 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。

n HP EVAgl ファームウェア 4.001 （GL シリーズ用アクティブ-アクティブなファームウェア） 以降の場合、VMware
ホスト モード タイプを使用。
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n 5.031 より前のファームウェアを使用している EVA4000/6000/8000 アクティブ-アクティブ アレイの場合、
000000202200083E ホスト モード タイプを使用。

n 5.031 以降のファームウェアを使用している EVA4000/6000/8000 アクティブ-アクティブ アレイの場合、VMware
ホスト モード タイプを使用。

そのほかの場合、ESX/ESXi 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。

NetApp ストレージ システム

ESX/ESXi 環境内で通信する NetApp ストレージ システムでは、特定の構成手順を実行する必要があります。

NetApp や当社のベスト プラクティス、SAN ソリューションに関するその他のドキュメントについては、NetApp Web
ページを検索してください。

表 3-1.  構成手順

構成手順 説明

ALUA の無効化。 iSCSI イニシエータのいずれかがイニシエータ グループ （igroup） に含まれる場合、NetApp フィ
ルタで ALUA を無効にする。

マルチパス機能の設定。 2 つの iSCSI HBA と NetApp 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 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。
NetApp 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 HBA で、
同一の NetApp 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。

LUN タイプおよびイニシエータ
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。
n LUN タイプ： VMware （VMware タイプが使用できない場合は、Linux を使用）
n 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 を使用します。

FilerView ストレージ管理を使用したストレージのプロビジョニング

FilerView を使用して、NetApp ストレージ システム上のストレージをプロビジョニングできます。

手順

1 NetApp 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]  を選択し、 [追加]  をクリックします。

b [次へ]  をクリックします。

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

d [ボリューム名]  を入力し、 [言語]  を選択して、 [次へ]  をクリックします。

e [集合体を含む] 、 [合計ボリューム サイズ] 、および  [容量配分量]  に値を入力し、 [次へ]  をクリックします。

f [コミット]  をクリックすると、ボリュームが作成されます。
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3 LUN を作成します。

a [LUN]  を選択し、 [追加]  をクリックします。

b 次のように入力します。

n [パス] ： たとえば、/vol/vol1/lun1 のようなパスを入力します。

n [LUN プロトコル タイプ] ： VMware。

n [説明] ： 簡単な説明。

n [サイズと単位] ： サイズを入力し （例： 10GB）、 [予約容量]  を選択します。

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]  を選択して、 [追加]  をクリックします。

b 次のように入力します。

n [グループ名] ： グループ名を入力します。

n [タイプ] ：  [iSCSI]  を選択します。

n [オペレーティング システム] ： VMware と入力します。

n [イニシエータ] ： 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
タは改行で区切る必要があります。

c [追加]  をクリックします。

5 イニシエータ グループに LUN をマッピングします。

a [LUN]  を選択し、 [管理]  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]  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]  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]  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]  をクリックします。

コマンドライン インターフェイスを使用したストレージのプロビジョニング

コマンドライン インターフェイスを使用して、NetApp ストレージ システム上のストレージをプロビジョニングできます。

手順

1 必要に応じて、コマンドライン インターフェイスを使用して集合を作成します。

aggr create <<VMware の集合体>><<ディスク数>>

2 フレキシブル ボリュームを作成します。

vol create <<集合体名>><<ボリューム サイズ>>

3 各 LUN を格納する Qtree を作成します。

qtree create <<パス>>

4 LUN を作成します。

lun create -s <<サイズ>> -t vmware <<パス>>
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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 名>>

6 作成したイニシエータ グループに LUN をマッピングします。

lun map (<<パス>>) <<igroup 名>><<LUN ID>>

EqualLogic ストレージ システム

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

ESX/ESXi と連携する EqualLogic ストレージ システムの特定要件は、次のとおりです。

n 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 フェイルオー
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。

n iSCSI LUN の作成。EqualLogic Web ポータルから、 [ボリューム]  を右クリックし、 [ボリュームの作成]  を選択
します。

n ESX/ESXi ハードウェア iSCSI HBA で ARP リダイレクトを有効にします。

n EqualLogic ストレージ システムでは、ストレージ プールにつき最大 512 iSCSI の接続、およびストレージ グルー
プにつき最大 2048 の接続という制限があります。

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。

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ハードウェア イニシエータからの ESX/ESXi iSCSI 接続をサポートし
ています。

SAN/iQ を構成する場合、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 vSphere 用の LeftHand Networks SAN の構成についての詳細は、VMware に関連するベンダーのドキュメ
ントを参照してください。

基本構成の設定手順には、いくつかのタスクが含まれています。

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。

ベスト プラクティスとしては、すべての ESX/ESXi 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
します。

Dell PowerVault MD3000i ストレージ システム

MD3000i iSCSI ストレージ システム向けの相互 CHAP を構成するときに適用される特別な注意事項を記載しています。

MD3000i iSCSI アレイ向けに双方向 CHAP を構成する場合、次のガイドラインに従ってください。

n MD3000i ストレージ システムでは、双方向 CHAP 構成で必要とされるのは CHAP シークレットだけです。

n ESX/ESXi ホストの双方向 CHAP 構成では、名前と CHAP シークレット両方が必要となります。ESX/ESXi ホストで
双方向 CHAP を構成する場合、ターゲットの IQN 名を双方向 CHAP 名として入力してください。CHAP シークレッ
トが、アレイで設定されたものと一致するようにしてください。
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ESX システムでの iSCSI SAN からの起動 4
ESX ホストを使用すると、SAN から起動するようシステムを設定できます。起動イメージは ESX システムのローカル
ディスクではなく、SAN LUN に格納されます。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。

この章では次のトピックについて説明します。

n SAN からの起動の概要 (P. 53)

n SAN からの起動の有効化 (P. 54)

SAN からの起動の概要

SAN から起動する場合、ESX ホストの起動イメージは SAN ストレージ システムの 1 つ以上の LUN にインストールされます。
ホストは、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。

注意   VMware ESX システムと組み合わせて 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。

ハードウェア iSCSI イニシエータを備えた ESX ホストのみが、SAN から起動できます。

図 4-1.  SAN からの起動のしくみ

ストレージ アレイ

起動ディスク

ホスト

サービス
コンソール

VMkernel

LAN

ハードウェア

iSCSI

イニシエータ

（HBA）

SAN から起動するメリット

SAN からの ESX ホストの起動には、多くのメリットがあります。

SAN からの起動には、次のようなメリットがあります。

n サーバが安価になる。内部ストレージが不要になるため、サーバの密度を高くしたり動作時の温度を抑えたりできます。

n 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参照するようにできます。
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n 無駄になる領域が減る。

n 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。

n 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 からの起動の判断

SAN から起動するように ESX ホスト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。

n 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

n サービス コンソールを簡単にクローン作成する必要がある場合

n 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。

SAN からの起動の有効化

ESX ホスト上で SAN からの起動を有効にするには、いくつかのタスクを完了する必要があります。

手順

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 SAN および HBA などのストレージ ネットワークのハードウェア要素を構成します。

3 ストレージ システムで ACL を構成します。

ESX 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。

n 起動 LUN は、その LUN を使用して起動するサーバにのみ認識されるようにします。その SAN のほかのサー
バまたはシステムからその起動 LUN を参照できないようにしてください。

n 診断パーティションは、複数の ESX ホストで共有できます。ストレージ システムの ACL で、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。診断パーティションが起動 LUN から構成される場合、この LUN は複数のホストで共有できません。

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 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 iSCSI HBA を構成する前に、まずケーブル配線およびスイッチ接続を確認し、ストレージ システ
ムを構成して、ストレージ エリア ネットワークを用意します。

注意   SAN から起動する場合、ESX をインストールするためにスクリプトによるインストールを使用するときは、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。当社のナレッジ ベースで関連する記事 1540 を参照
してください。
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手順

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またはスイッチが適切に構成されていることも含まれます。
ストレージ システムでは、ESX ホストの iSCSI HBA に ping が通っている必要があります。

3 ストレージ システムを構成します。

a ストレージ システムで ESX の起動元となるボリューム （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 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 システムで使用する、IP アドレスによる ACL、iSCSI 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 ホストにアクセス情報を指定する
だけでなく、割り当てた LUN をそのホストに明示的に関連付ける必要もあります。

c その LUN が ESX システムに対して、LUN 0 と表示されていることを確認します。ホストは LUN 255 からも
起動できます。

複数の LUN ではなく複数のターゲットとしてボリュームを表示しているストレージ システム上では、そのボ
リュームは常に LUN 0 と表示されます。

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 ホストに割り当てられたターゲットの iSCSI 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。

SAN から起動する iSCSI HBA の構成

このトピックでは、SAN から起動するために QLogic iSCSI HBA を構成する方法を説明します。

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。

n 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。

n 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。

手順

1 サーバが POST で送信中に  [Crtl]  +  [q]  を押し、QLogic iSCSI HBA 構成メニューに入ります。

2 構成する I/O ポートを選択します。

デフォルトで、アダプタの起動モードは無効に設定されます。

3 HBA を構成します。

a [Fast!UTIL オプション]  メニューから、 [構成設定]  -  [ホスト アダプタの設定]  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） 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]  メニューから、 [構成設定]  -  [iSCSI 起動設定]  を選択します。

b SendTargets を設定する前に、アダプタの起動モードを  [手動]  に設定します。

c [プライマリ起動デバイス設定]  を選択します。

1 検出の  [ターゲット IP]  および  [ターゲット ポート]  を入力します。

2 指定したアドレスに、起動元となる 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]  および  [iSCSI 名]  フィールドを空のままにできます。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。

3 変更内容を保存します。

d [iSCSI 起動設定]  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]  を押すと、特定の
LUN ID を選択できます。

f [プライマリ起動デバイス設定]  メニューに戻ります。再スキャン後、 [起動 LUN]  および  [iSCSI 名]  フィール
ドが使用できます。 [起動 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。

次に進む前に

QLogic ホスト アダプタ構成設定の詳細および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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SAN ストレージを使用する ESX/ESXi シス
テムの管理 5

このセクションでは、ESX/ESXi 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。また、ストレージ デバイス、アダプタ、マルチパスなどに関する情報を検索
する方法についても説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

n ストレージ アダプタ情報の表示 (P. 57)

n ストレージ デバイス情報の表示 (P. 58)

n データストア情報の表示 (P. 60)

n 可視性の問題の解決 (P. 61)

n パスのスキャンと要求 (P. 63)

n 診断パーティションの共有 (P. 67)

n SAN の問題の回避と解決 (P. 68)

n SAN ストレージ パフォーマンスの最適化 (P. 68)

n パフォーマンスの問題の解決 (P. 72)

n SAN ストレージ バックアップに関する考慮事項 (P. 74)

n 重複 VMFS データストアの管理 (P. 76)

ストレージ アダプタ情報の表示

vSphere Client では、ホストで使用するストレージ アダプタを表示して、これらの情報を確認できます。

利用可能なすべてのアダプタを一覧表示すると、それらのモデル、タイプ （ファイバ チャネル、パラレル SCSI、iSCSI
など）、および存在する場合は一意の識別子を表示できます。

一意の識別子として、iSCSI アダプタは iSCSI 名を使用します。

各 iSCSI アダプタの詳細を表示すると、次の情報が表示されます。アダプタによっては、情報表示の前にアダプタを構成
するまたは有効にする必要があります。

表 5-1.  ストレージ アダプタの情報

アダプタ情報 説明

モデル アダプタのモデル。

ターゲット アダプタを介してアクセスしたターゲット数。

iSCSI 名 iSCSI アダプタを識別する iSCSI の基準に従って形式化された一意の名前。

iSCSI エイリアス iSCSI 名のかわりに使用される、わかりやすい名前。
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表 5-1.  ストレージ アダプタの情報 (続き)

アダプタ情報 説明

IP アドレス iSCSI アダプタに割り当てられているアドレス。

デバイス アダプタがアクセスできるすべてのストレージ デバイスまたは LUN。

パス アダプタが使用してストレージ デバイスにアクセスするためのすべてのパス。

ストレージ アダプタ情報の表示

vSphere Client を使用してストレージ アダプタを表示し、その情報を確認できます。

手順

1 インベントリで  [ホストおよびクラスタ]  を選択します。

2 ホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

3 ハードウェアで  [ストレージ アダプタ]  を選択します。

4 特定のアダプタの詳細を表示するには、 [ストレージ アダプタ]  リストからアダプタを選択します。

5 アダプタがアクセスできるすべてのストレージ デバイスを一覧で表示するには、 [デバイス]  をクリックします。

6 アダプタが使用するすべてのパスを一覧で表示するには、 [パス]  をクリックします。

クリップボードへのストレージ アダプタ名のコピー

アダプタの名前を UI から直接クリップボードにコピーできます。

手順

1 インベントリで  [ホストおよびクラスタ]  を選択します。

2 ホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

3 ハードウェアで  [ストレージ アダプタ]  を選択します。

4 [ストレージ アダプタ]  リストからアダプタを選択します。

5 詳細パネルで、名前フィールドの値を右クリックし、 [識別子をクリップボードにコピー]  を選択します。

ストレージ デバイス情報の表示

vSphere Client を使用すると、ローカル デバイスおよびネットワーク デバイスも含め、ホストで使用できるすべてのス
トレージ デバイスまたは LUN を表示できます。サードパーティ製のマルチパス プラグインを使用している場合は、プラ
グインを介して使用できるストレージ デバイスもリストに表示されます。

各ストレージ アダプタについて、このアダプタでのみアクセスできるストレージ デバイスの個別リストを表示できます。
ストレージ デバイスのリストを確認する場合、通常は次の情報が表示されます。

表 5-2.  ストレージ デバイスの情報

デバイス情報 説明

名前 ホストが、ストレージ タイプおよびメーカーに基づいてデバイスに割り当てた、わかりやすい名前。

識別子 ストレージ デバイスに固有な、あらゆる場所において一意の ID。

ランタイム名 デバイスに対する最初のパス名。

LUN ターゲット内の LUN の場所を表す、LUN 番号。

タイプ デバイスのタイプ （ディスク、CD-ROM など）。

転送 ホストがデバイスにアクセスするために使用する転送プロトコル。
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表 5-2.  ストレージ デバイスの情報 (続き)

デバイス情報 説明

容量 ストレージ デバイスの容量の合計。

所有者 NMP やサードパーティ製のプラグインなど、ホストがストレージ デバイスを管理するために使
用するプラグイン。

各ストレージ デバイスの詳細には、次の情報が含まれています。

n /vmfs/devices/ ディレクトリにあるストレージ デバイスへのパス。

n プライマリおよび論理パーティション （構成されている場合は、VMFS データストアを含む）。

ストレージ デバイスの命名について

vSphere Client では、それぞれのストレージ デバイス、つまり LUN は、さまざまな名前で識別されます。

名前 ホストが、ストレージ タイプおよびメーカーに基づいてデバイスに割り当てた、わか
りやすい名前。vSphere Client を使用してこの名前を変更できます。

識別子 ホストがストレージから取得した、あらゆる場所において一意の識別子。ストレージの

タイプによって、ホストは異なるアルゴリズムを使用して識別子を取得します。この識

別子は再起動しても変わらず、デバイスを共有しているすべてのホストで同じです。

ランタイム名 デバイスに対する最初のパス名。ランタイム名は、ホストによって作成されます。この

名前は、デバイスの信頼できる識別子ではなく、永続的でもありません。

ランタイム名の形式は次のようになります。

vmhba#:C#:T#:L#

n vmhba# はストレージ アダプタの名前です。この名前は、仮想マシンで使用される
SCSI コントローラではなく、ホストの物理アダプタを表します

n C# はストレージ チャネルの番号です。

ソフトウェア iSCSI イニシエータはチャネル番号を使用して、複数のパスを同一
のターゲットに提示します。

n T# はターゲットの番号です。ターゲットの番号付けはホストによって決定されま
すが、ホストに表示されるターゲットのマッピングが変わると、番号付けも変わ

ることがあります。複数のホストで共有しているターゲットは、同じターゲット

番号を持たないことがあります。

n L# は、ターゲット内の LUN の場所を表す、LUN の番号です。LUN 番号は、ス
トレージ システムによって提供されます。ターゲットに 1 つの LUN しかない場合、
LUN 番号は常にゼロ （0） になります。

たとえば vmhba1:C0:T3:L1 は、ストレージ アダプタ vmhba1 とチャネル 0 を介し
てアクセスされるターゲット 3 上の LUN1 を表します。

ホストのストレージ デバイスの表示

vSphere Client を使用すると、ローカル デバイスおよびネットワーク デバイスも含め、ホストで使用できるすべてのス
トレージ デバイスまたは LUN を表示できます。サードパーティ製のマルチパス プラグインを使用している場合は、プラ
グインを介して使用できるストレージ デバイスもリストに表示されます。

手順

1 インベントリで  [ホストおよびクラスタ]  を選択します。

2 ホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。
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3 ハードウェアで  [ストレージ]  を選択します。

4 [デバイス]  をクリックします。

5 特定のデバイスについて、その他の詳細を表示するには、リストからデバイスを選択します。

アダプタのストレージ デバイスの表示

ホスト上の各ストレージ アダプタで、このアダプタでのみアクセスできるストレージ デバイスのリストを表示できます。

手順

1 インベントリで  [ホストおよびクラスタ]  を選択します。

2 ホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

3 ハードウェアで  [ストレージ アダプタ]  を選択します。

4 [ストレージ アダプタ]  リストからアダプタを選択します。

5 [デバイス]  をクリックします。

クリップボードへのストレージ デバイス識別子のコピー

ストレージ デバイス識別子は、ホストがストレージ デバイスまたは LUN に割り当てる一意の識別子です。ストレージの
タイプによって、ホストは異なるアルゴリズムを使用して識別子を作成するため、識別子は非常に長くて複雑になること

があります。ストレージ デバイス識別子は、UI から直接コピーできます。

手順

1 ストレージ デバイスのリストを表示します。

2 デバイスを右クリックし、 [識別子をクリップボードにコピー]  を選択します。

データストア情報の表示

使用可能なデータストアのリストを表示し、そのプロパティを分析できます。

データストア ペインに、データストアの概要情報が表示されています。

n データストアが配置されているターゲット ストレージ デバイス。

n データストアが使用するファイル システム。

n 合計容量と使用可能な領域。

各データストアごとに、次の詳細情報も表示できます。

n データストアの場所。

n 使用中および使用可能な領域を含む合計容量。

n データストアがまたがる個々のエクステントとその容量。エクステントの詳細を表示するには、 [プロパティ]  をク
リックし、 [エクステント]  パネルを選択します。

n ストレージ デバイスへのアクセスに使用するパス。

データストア プロパティの確認

データストアのプロパティを確認するには、vSphere Client を使用します。

手順

1 インベントリでホストを選択し、 [構成]  タブをクリックします。

2 ハードウェアで  [ストレージ]  を選択します。
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3 [データストア]  ビューをクリックします。

4 特定のデータストアに関する詳細を表示するには、リストからデータストアを選択します。

可視性の問題の解決

vSphere Client を使用して ESX/ESXi ホストで利用可能なストレージ デバイスを表示し、その際の出力が予測と異なる
場合には、トラブルシューティング処理を行なってください。

可視性の問題がある場合、次のトラブルシューティング処理を行なってください。

表 5-3.  iSCSI LUN 表示のトラブルシューティング

トラブルシューティング処理 説明

ケーブル接続の確認 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。

ルーティング設定の確認 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/ESXi
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/ESXi 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 コントロール構成の確認 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。

n CHAP が設定されている場合は、ESX/ESXi 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。

n 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。

n 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。

n SAN から起動する場合、各 ESX ホストが必要な LUN だけを参照するようにします。ESX ホス
トが、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 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。

n [Disk.MaxLUN]  を設定し、必要な LUN を参照できるようにします。

ストレージ プロセッサ設定の確認 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。

ソフトウェア iSCSI の場合、ネッ
トワーク構成の確認

ESX/ESXi のソフトウェア iSCSI イニシエータを使用するには、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、ESX/ESXi シス
テムと iSCSI ストレージとのデータ転送に VMkernel を使用します。

iSCSI イニシエータの再スキャン 次のいずれかのタスクを実行するたびに再スキャンします。

n SAN に新しい LUN を作成した場合。
n ESX/ESXi 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。
n ケーブルを接続しなおした場合。

n クラスタのホストを変更した場合。

n 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。

データストアの更新操作とストレージの再スキャン操作

データストアの更新操作によって、vSphere Client に表示されるデータストア容量などのストレージ情報やデータストア
リストが更新されます。データストアの管理タスクを実行したり、SAN 構成を変更したりすると、ストレージ デバイス
とデータストアをスキャンするために、ストレージ アダプタの再スキャンを使用する必要がある場合があります。

通常、ホストまたは vCenter Server の構成を変更すると、ストレージ アダプタの再スキャンとストレージ デバイスおよび
VMFS データストアの更新が自動的に行われます。ストレージ アダプタを手動で再スキャンする必要がある場合もあります。
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ホスト上のすべてのアダプタを再スキャンできます。特定のアダプタに対してのみ変更を行う場合、そのアダプタだけを

再スキャンします。vSphere Client が vCenter Server システムに接続されている場合、vCenter Server システムで管
理されているすべてのホスト上のアダプタを再スキャンできます。

次のいずれかのタスクを実行するたびに再スキャンします。

n SAN に新しい LUN を作成した場合。

n ホスト上でパスのマスキングを変更した場合。

n ケーブルを接続しなおした場合。

n クラスタのホストを変更した場合。

n 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。

n vCenter Server ホストおよび単一ホストによって共有されているデータストアを編集または vCenter Server から
削除したあと、vCenter Server に単一ホストを追加してください。

重要   パスが使用できない場合は再スキャンしないでください。あるパスに障害が発生した場合でも、別のパスが引き継
ぐため、システムのすべての機能が継続して使用可能です。ただし、パスが使用できないときに再スキャンすると、ホス

トはデバイスのパスのリストからパスを削除します。パスがアクティブな状態で次回再スキャンが実行されるまで、ホス

トはそのパスを使用できません。

ストレージ アダプタの再スキャン

ESX/ESXi ホストまたは SAN 構成を変更する場合、ストレージ アダプタを再スキャンする必要がある場合があります。
ホスト上のすべてのアダプタを再スキャンできます。特定のアダプタに対してのみ変更を行う場合、そのアダプタだけを

再スキャンします。

再スキャンを特定のホストまたはホスト上のアダプタに制限する場合は、次の手順を使用します。vCenter Server シス
テムが管理するすべてのホストのアダプタを再スキャンする場合は、データ センター、クラスタ、またはそのホストを含
むフォルダを右クリックし、 [データストアの再スキャン]  を選択します。

手順

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

2 ハードウェア パネルで  [ストレージ アダプタ]  を選択し、ストレージ アダプタ パネルの上の  [再スキャン]  をクリッ
クします。

1 つのアダプタを右クリックし、 [再スキャン]  をクリックして、そのアダプタのみを再スキャンすることもできます。

重要   ESXi では、1 つのストレージ アダプタを再スキャンすることはできません。1 つのアダプタを再スキャンすると、
すべてのアダプタが再スキャンされます。

3 新規のディスクまたは LUN を検出するには、 [新規ストレージ デバイスのスキャン]  を選択します。

新しい LUN が検出されると、デバイス リストに表示されます。

4 新しいデータストアを検出したり、構成を変更したあとでデータストアをアップデートするには、 [新規 VMFS ボ
リュームのスキャン]  を選択します。

新しいデータストアまたは VMFS ボリュームが検出されると、データストア リストに表示されます。

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 256 LUN）。Disk.MaxLUN
パラメータを変更して、LUN の検出速度を変更できます。

重要   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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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。ただし 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る場合があります。

手順

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

2 [ディスク]  を選択します。

3 [Disk.MaxLUN]  までスクロールしてください。

4 既存の値を目的の数値に変更し、 [OK]  をクリックします。

入力値では、検出したい最後の LUN の次の LUN を指定します。

たとえば、0～ 31 の LUN を検出するには、 [Disk.MaxLUN]  を 32 に設定してください。

スパース LUN サポートの無効化

ESX/ESXi が LUN スキャンをするのに必要な時間を短縮するために、デフォルトのスパース LUN サポートを無効化できます。

VMkernel は、デフォルトでスパース LUN サポートを提供しています。スパース LUN サポートにより VMkernel は、
ストレージ システムが 0、6、23 のような連続していない LUN 番号を持つ LUN を提供している場合でも、中断のない LUN
スキャンを行うことができます。ストレージ システムの提供するすべての LUN が連続しているのであれば、スパース LUN
サポートを無効化できます。

手順

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

2 詳細設定ダイアログ ボックスで、 [ディスク]  を選択します。

3 [Disk.SupportSparseLUN]  までスクロール ダウンして値を 0 に変更し、 [OK]  をクリックします。

パスのスキャンと要求

ESX/ESXi ホストを起動またはストレージ アダプタを再スキャンすると、ホストは利用可能なストレージ デバイスへのす
べての物理パスを検出します。/etc/vmware/esx.conf ファイルに規定された要求ルールに基づき、ホストはどのマ
ルチパス プラグイン （MPP） が特定のデバイスに対するパスの要求をし、そのデバイスのマルチパス対応を管理すべき
かを判断します。

デフォルトでは、ホストは 5 分おきに周期的なパス評価を行い、要求を受けていないパスがあれば、適切な MPP が要求
するようにします。

要求ルールには番号がつけられています。各物理パスに対し、ホストは最も小さい番号から要求ルールを調べていきます。

物理パスの属性が、要求ルールのパス仕様と比較されます。一致すると、ホストは要求ルールに指定された MPP を物理
パスの管理に割り当てます。これは、すべての物理パスが対応する MPP （サードパーティ製またはネイティブのマルチパス
プラグイン （NMP）） により要求されるまで続けられます。

NMP モジュールにより管理されているパスについては、別の要求ルールが適用されます。これらの要求ルールにより、
特定のアレイ タイプからのパスの管理にどの SATP を使用し、各ストレージ デバイスに対しどの PSP を使用すべきかを
判断します。たとえば、EMC CLARiiON CX ストレージ ファミリのストレージ デバイスの場合、デフォルトの SATP は
VMW_SATP_CX で、デフォルトの PSP は 「最近の使用」 となります。

ホストが特定のストレージ デバイスに対しどの SATP および PSP を使用しているのか表示するには、また当該ストレージ
デバイスで利用可能なすべてのパスの状態を表示するには、vSphere Client を使用します。デフォルトの VMware PSP は、
必要に応じて vSphere Client で変更できます。デフォルトの SATP を変更するには、vSphere CLI を使用して要求ルー
ルを変更する必要があります。

要求ルールの変更については、付録 C「ストレージ パスおよびマルチパス プラグインの管理 (P. 85)」 に情報があります。

PSA を管理するのに使用できるコマンドの詳細については、『vSphere Command-Line Interface Installation and
Reference Guide』 を参照してください。
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パス情報の表示

ESX/ESXi ホストが特定のストレージ デバイスにどの SATP および PSP を使用しているのか、また当該ストレージ デバ
イスで利用可能なすべてのパスがどのような状態にあるのかを判断するには、vSphere Client を使用します。データストア
ビューおよびデバイス ビューどちらからもパス情報にアクセスできます。データストアの場合、そのデータストアが展開
されているデバイスに接続するパスが表示されます。

パス情報には、デバイス管理用に割り当てられた SATP、パス選択ポリシー （PSP）、各パスが使うアダプタやターゲット
などの物理特性を記載したパスのリスト、および各パスの状態が含まれます。次のパス状態情報が表示されます。

アクティブ I/O を LUN に発行するのに使用できるパス。現在データの転送に使用されている単一
または複数の機能しているパスはアクティブ （I/O） とマークされます。

注意   ESX/ESXi 3.5 以前を実行しているホストの場合、アクティブという用語は、I/O を
LUN に発行するためにホストが使用している唯一のパスを示します。

スタンバイ パスは動作中であり、アクティブなパスに障害が発生した場合、I/O 用に使用できます。

無効 パスが機能しておらず、データを転送できません。

破損 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。

[固定]  パス ポリシーを使用している場合、どのパスが優先パスであるかを確認できます。優先パスには、優先の列がアス
タリスク （*） でマークされます。

データストア パスの表示

データストアが展開されているストレージ デバイスに接続するパスを表示するには vSphere Client を使用します。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ]  をクリックします。

3 ビューの  [データストア]  をクリックします。

4 構成されたデータストアのリストから、パスを表示または構成するデータストアを選択します。

詳細パネルに、デバイスのアクセスに使用されているパスの合計数と、そのいずれかが故障または無効化されている

かが表示されます。

5 [プロパティ]  -  [パスの管理]  をクリックして、パスの管理ダイアログ ボックスを開きます。

パスの管理ダイアログ ボックスを使用すると、パスの有効化または無効化、マルチパス ポリシーの設定、および優
先パスの指定ができます。

ストレージ デバイス パスの表示

ホストが特定のストレージ デバイスに対しどの SATP および PSP を使用しているのか、また当該ストレージ デバイスで
利用可能なすべてのパスの状態を表示するには、vSphere Client を使用します。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ]  をクリックします。

3 ビューの  [デバイス]  をクリックします。

4 [パスの管理]  をクリックすると、パスの管理ダイアログ ボックスを開きます。
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パス選択ポリシーの設定

各ストレージ デバイスに対し、ESX/ESXi ホストは、/etc/vmware/esx.conf ファイルに規定されている要求ルール
に基づきパス選択ポリシーを設定します。

デフォルトで、次のパス選択ポリシーがサポートされます。ホストにサードパーティ製の PSP をインストールしている場合、
そのポリシーもリストに表示されます。

固定 （VMware） ホストは、ディスクの優先パスが使用可能な場合は、常にそのパスを使用します。ホス

トが優先パスでディスクにアクセスできない場合、代替パスが試されます。アクティブ-
アクティブのストレージ デバイスのデフォルト ポリシーは固定です。

最近の使用 （VMware） ホストは、ディスクのパスが使用できなくなるまで、そのパスを使用します。パスが使

用できなくなると、ホストは代替パスの 1 つを選択します。元のパスが再び使用でき
るようになっても、ホストは元のパスに戻りません。MRU ポリシーでは優先パスの設
定はありません。MRU は、アクティブ-パッシブのストレージ デバイスのデフォルト
ポリシーであり、それらのデバイスに必須です。

ラウンド ロビン （VMware） ホストは、使用可能なすべてのパスを巡回する自動パス選択アルゴリズムを使用します。

使用可能なすべての物理パス間のロード バランシングが実装されます。

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ホスト パスに分散す
る処理です。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、または応答時間）。

表 5-4 に、アレイのタイプおよびフェイルオーバー ポリシーによってホストの動作がどのように変わるかをまとめています。

表 5-4.  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、

システム管理者の操作が必要。

パスに障害が発生したあとのフェイルバックに、シ

ステム管理者の操作が必要。

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。これにより別の SP が LUN を所有すること
になるため、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。

ラウンド ロビン フェイルバックなし。 ラウンド ロビン スケジュールの次のパスが選択さ
れる。

パス選択ポリシーの変更

一般的に、ホストが特定のストレージ デバイスに使用しているデフォルトのマルチパス設定を変更する必要はありません。
ただし変更する場合、パスの管理ダイアログ ボックスを使用してパス選択ポリシーを変更し、固定ポリシーで優先するパ
スを指定できます。

手順

1 データストア ビューまたはデバイス ビューから、パスの管理ダイアログ ボックスを開きます。

2 パス選択ポリシーを選択します。

デフォルトで、次のパス選択ポリシーがサポートされます。ホストにサードパーティ製の PSP をインストールして
いる場合、そのポリシーもリストに表示されます。

n [固定 （VMware）]

n [最近の使用 （VMware）]

n [ラウンド ロビン （VMware）]

第 5 章 SAN ストレージを使用する ESX/ESXi システムの管理

VMware, Inc.  65



3 固定ポリシーの場合、優先パスとして割り当てるパスを右クリックして、 [優先]  を選択します。

4 [OK]  をクリックして設定内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

パスの無効化

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、vSphere Client を使用して実行できます。

手順

1 データストア ビューまたはデバイス ビューから、パスの管理ダイアログ ボックスを開きます。

2 パス パネルで、無効にするパスを右クリックし、 [無効化]  をクリックします。

3 [OK]  をクリックして設定内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

アダプタのパス ビューからも、リスト内でパスを右クリックし、 [無効化]  を選択することによりパスを無効化できます。

パスの管理と手動 （静的） 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。アクティブ-アクティブおよびアク
ティブ-パッシブのストレージ アレイでは、ホストを設定して別々の LUN に別々のパスを使用することで、アダプタが均
等に使われるようにできます。

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。SAN が新しいトポロジで収束し、サービス
をリストアしようとするとするために、パスのフェイルオーバーに 1 分以上の時間がかかることがあります。この遅延時
間は、トポロジが変わったあとで SAN の構成を安定させるために必要です。

アクティブ-アクティブのストレージ アレイでは、ESX/ESXi ホストを構成して LUN に優先パスを割り当てることで、複
数のアダプタ間でトラフィックをロード バランシングできます。パス ポリシーは固定に設定しておく必要があります。

次に、アクティブ-アクティブ アレイによる手動ロード バランシングの実行例を示します。

図 5-1 の設定が行われていることを想定しています。

n アクティブ-アクティブ SP

n ESX/ESXi システム

n 2 つの iSCSI HBA

図 5-1.  iSCSI を使用した手動ロード バランシング

ストレージ アレイ

ESX/ESXi

SP1 SP2

3 421

HBA2HBA1

IP ネットワーク

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。

n LUN 1 の場合： HBA1-SP1-LUN1

n LUN 2 の場合： HBA2-SP1-LUN2
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n LUN 3 の場合： HBA1-SP2-LUN3

n LUN 4 の場合： HBA2-SP2-LUN4

アクティブ-パッシブ アレイの場合、アレイが 2 つのアクティブ パスをサポートし、HBA ポートがアレイ内の両方の SP
にアクセスできる場合、ロード バランシングを実行できます。

注意   アクティブ-パッシブ アレイでは、優先パスのない MRU パス ポリシーを使用します。パスの障害が発生した場合、
フェイルバックはありません。そのため静的ロード バランシングでは、長時間が経過するとバランスが崩れる可能性があ
ります。

ゲスト OS タイムアウトの設定

Windows ゲスト OS がパスの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します。

パスのフェイルオーバーは、LUN へのアクティブなパスが別のパスに変更されると発生します。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。

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終了するまで I/O は 30 ～ 60 秒間停止する可
能性があります。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終了すると、I/O は正常にレジュームします。

破損の箇所が多い場合は、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。

Windows 2000 および Windows Server 2003 がゲスト OS の場合、レジストリを使用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。

手順

1 Windows レジストリをバックアップします。

2 [スタート]  -  [ファイル名を指定して実行]  を選択します。

3 コマンド プロンプトから regedit.exe と入力して、 [OK]  をクリックします。

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

5 [TimeOutValue]  を選択し、データ値を x03c （16 進数） または 60 （10 進数） 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。

6 [OK]  をクリックして、 [レジストリ エディタ]  を終了します。

診断パーティションの共有

通常は、ESX/ESXi ホストのローカル ディスクを診断パーティションとして使用します。SAN から起動するディスクレスの
ESX サーバの場合は、複数のホストが同じ 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/ESXi システムが同じ 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ゾーニングする必要があります。

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/ESXi
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。
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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/ESXi システムが同じスロットにマッ
ピングされます。この設定では簡単に問題が発生します。2 つの ESX/ESXi 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ディスクスペースを割り当てると、2 つの ESX/ESXi 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

ESX/ESXi を SAN と併用する場合、SAN の問題を回避するために特別なガイドラインに従う必要があります。

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。

n 各 LUN には、VMFS データストアを 1 つだけ配置します。1 つの LUN に複数の VMFS データストアを配置するこ
とはお勧めしません。

n 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]  に設定すると、パスのスラッシングの
原因になります。

n すべてを文書化します。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。

n 障害に対する計画を立てます。

n トポロジ マップの複製をいくつか作成します。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
の影響を検討します。

n 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
を削除します。

n iSCSI HBA が、スロットとバス速度を基準として、ESX/ESXi ホストの正しいスロットにインストールされているこ
とを確認します。サーバで使用できるバス間で、PCI バスの負荷を分散します。

n ESX/ESXi 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、
すべての参照できるポイントで、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情報を得ます。

n ESX/ESXi ホストで使用されている VMFS データストアを持つ LUN の ID の変更時には、注意が必要です。ID を変
更すると、VMFS データストアで実行中の仮想マシンが停止します。

VMFS データストア上で実行中の仮想マシンがない場合、LUN の ID を変更したあとで、再スキャンを実行してホストの
ID をリセットする必要があります。再スキャンについては、「ストレージ アダプタの再スキャン (P. 62)」 を参照し
てください。

SAN ストレージ パフォーマンスの最適化

一般的な SAN 環境の最適化には、いくつかの要因があります。

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待ち時間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/ESXi 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は、iSCSI 環境全体のパフォーマンスに影響する主要な要因の 1 つです。

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。
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LUN を割り当てるときは、多数の ESX/ESXi 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/ESXi 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。このような場合はさまざまなワークロード
が発生するため、ESX/ESXi を I/O の頻繁なアプリケーションに使用していない別のホストの LUN を、ESX/ESXi LUN のある
RAID グループに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、または応答時間）。

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。

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、応答時間など） 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/ESXi ではダイナミック ロード バランシングはサポートされていません。

サーバ パフォーマンス

サーバ パフォーマンスを最適にするために考慮しなければならない点がいくつかあります。

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。

n 高い I/O レート （1 秒あたりの I/O 処理数）

n 高いスループット （1 秒あたりのメガバイト数）

n 最小限の待ち時間 （応答時間）

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。

n 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。割り当てられた 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。I/O を行うアプリケーションが多す
ぎる高性能 RAID グループは、ESX/ESXi ホストで実行されるアプリケーションで要求されるパフォーマンス目標を
達成できないことがあります。

n 各サーバに十分な数のネットワーク アダプタまたは iSCSI ハードウェア アダプタを装備し、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、待ち時間が短くなります。

n ソフトウェア iSCSI の冗長性を確保するために、iSCSI 接続に利用するすべてのネットワーク アダプタにイニシエー
タが接続されていることを確認する。

n ESX/ESXi 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 システムがそのリ
ソースを使用および共有する。結果として、ESX/ESXi 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/ESXi 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。

n 複数の ESX/ESXi システムを vCenter Server 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。

n ESX/ESXi 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 で処理できる I/O 数と一致させる。
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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。複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頻繁にあります。

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
と標準トラフィックを備えている） 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。

図 5-3.  ドロップされたパケット

1Gbit

1Gbit

1Gbit

ドロップされたパケット

ドロップされたネットワーク パケットをリカバリさせると、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） で送信されます。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。
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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。

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

表 5-5.  サンプルのスイッチ情報

インターフェイス IHQ IQD
OH
Q

OQ
D RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL

*GigabitEthernet
0/1

3 9922 0 0 47630300
0

62273 47784000
0

63677 0

この Cisco のスイッチの例では、使用しているバンド幅が 476,303,000 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。このインターフェ

イスの最終行にある概要情報を見ると、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。

一般的に言って、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 デバイスのイーサネット リンクを共用しないほうがよいでしょう。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

1Gbit

1Gbit

1Gbit

1Gbit

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。
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パフォーマンスの問題の解決

vSphere 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 vSphere Client で視覚的に
表示されます。vSphere Client は、定期的に表示をアップデートします。

resxtop vSphere CLI コマンドを使用して、ESX/ESXi ホストのリソースの使用状態を調べることもできます。resxtop
については、『リソース管理ガイド』 または 『VMware vSphere Command-Line Interface Installation and Reference
Guide』 を参照してください。

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、スイッチの健全性を監視するさまざまな手段が備わっています。

稼働時間の大部分で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/ESXi
システムや iSCSI ストレージに接続されている場合、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。

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。

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。

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。

n 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。

n 2 台のホストが異なるストレージ プロセッサ （SP） で同じ LUN にアクセスしている。たとえば、LUN は固定 PSP
を使用するよう構成されているとします。ホスト A では、LUN への優先パスが設定され、SP A 経由でのパスを使用
します。ホスト B では、LUN への優先パスが設定され、SP B 経由でのパスを使用します。

固定 PSP または MRU PSP のいずれかを使用するよう LUN が構成されており、かつ、ホスト A が SP A 経由のパスでのみ
LUN にアクセス可能で、ホスト B が SP B 経由のパスでのみ LUN にアクセス可能な場合、パスのスラッシングが発生す
る可能性があります。

この問題は、1 つ以上のノードで HBA フェイルオーバーが発生したときに、直接接続アレイ （AX100 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。

n その他の一般的なオペレーティング システムでは、複数のサーバで共有 LUN を使用しません。この設定は通常、ク
ラスタ用に予約されています。

n 同時に 1 つのサーバのみが I/O を LUN に発行している場合、パスのスラッシングは問題にはなりません。

逆に複数の ESX/ESXi システムの場合、同一の LUN に同時に I/O を発行する可能性があります。
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パスのスラッシングについて

ストレージ アレイの SP は、同じ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を微調整し、キャッシュを同期で
きます。追加の時間がなくても、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。

n アクティブ-アクティブ アレイでは、ESX/ESXi システムは新しいパスへの I/O の送信を開始します。

n アクティブ-パッシブ アレイでは、ESX/ESXi システムはすべてのスタンバイ パスをチェックします。現在着目して
いるパスの SP は、現在 LUN を所有しているかどうかについて、情報をシステムに送信します。

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

n ESX/ESXi ホストがそのようなパスを検出できなかった場合、ESX/ESXi ホストはスタンバイ パスの 1 つを選択し、
そのパスの 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。

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 はある 1 つの SP でのみ LUN
に到達でき、サーバ B はそれと同じ LUN に別の SP でのみ到達できる場合、LUN の所有権が 2 つの SP 間で移動す
ることになるため、LUN の所有権は行き来し続けます。システムは所有権をすぐに移動するため、ストレージ アレイは
I/O をまったく処理できません （または、ごくわずかしか処理できません）。結果として、各 I/O 要求の完了までに
時間がかかるため、その LUN に依存するすべてのサーバでスループットが低下します。

パスのスラッシングの解決

パスのスラッシングを解決するには、この方法を使用します。パスのスラッシングとは、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、アクティブ-パッシブ アレイで発生します。

手順

1 このようなアクティブ-パッシブ アレイで、同じ LUN のセットを共有するすべてのホストが、同じストレージ プロ
セッサを使用していることを確認します。

2 各 ESX/ESXi ホストと SAN ターゲットとの間でケーブル接続に誤りがあれば修正して、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。

3 最近に使用した PSP （デフォルト） を使用するようにパスを構成します。

仮想マシン間のディスク アクセスの均一化

vSphere 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
のキューの深さによって、バンド幅が制限されます。

手順

1 vSphere Client のインベントリ パネルで、ホストを選択します。

2 [構成]  タブをクリックし、ソフトウェアの  [詳細設定]  をクリックします。
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3 左のパネルの  [ディスク]  をクリックし、 [Disk.SchedNumReqOutstanding]  までスクロールします。

4 パラメータ値を目的の数値に変更し、 [OK]  をクリックします。

この変更はディスク バンド幅のスケジューリングに影響を与える可能性がありますが、実験の結果、ディスク負荷の大き
いワークロードで改善が見られました。

次に進む前に

この値を 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。

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。

n 仮想マシンのパワーオン。

n VMotion の実行。

n 仮想ディスク スナップショットを使用する仮想マシンの実行。

n ファイルを開いたり、メタデータを更新したりする必要のあるファイル操作。

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 ファイル操作の回数を制限します。

ソフトウェア iSCSI キューの最大深度の設定

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、vicfg-module コマンドを使用することで、
キューの最大深度を変更できます。

vSphere CLI で次のコマンドを実行します。

vicfg-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、キューの深度） 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。

注意   キューの深度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。

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、問題からリカバリするために、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
タベースのリカバリでは、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、次のような多くの要因に依存します。

n 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。

n リカバリ ポイントとリカバリ時間の目標。必要なリカバリ ポイントの正確さと、リカバリを待つことができる時間
の長さについて考えます。

n 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 デバイスの間で必要なバンド幅の量に影響を与えます。
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n 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。

n 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）。

n 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。

n 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。

n 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リカバリ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リカバリ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、リカバリ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リカバリ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。高速リカバリでは、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
ジにあるリカバリ ボリュームを使用する必要が生じることがあります。

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。

n ESX/ESXi 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/ESXi の基本パッ
ケージに含まれています。

n サードパーティ製のバックアップ 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。

n バックアップ

n ディザスタ リカバリ

n 複数の構成、バージョン、またはその両方の使用

n 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）

n 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）

サードパーティ製のバックアップ パッケージの使用

サードパーティ製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 の規模が大きくなるに従い、
サードパーティ製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。

サードパーティ製のバックアップ ソフトウェアを使用する場合は、そのソフトウェアが ESX/ESXi ホストでサポートされ
ることを確認してください。

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、次の点を考慮してください。

n 一部のベンダーは、VMFS と RDM の両方について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、ホストの仮想マシン ファイル システム全体のスナップショットを作成するか、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できます。

n 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。
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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。

注意   ESX/ESXi システムは Consolidated Backup コンポーネントも含んでいます。

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、ディザスタ リカバリ、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 ついて 2 種類の上級サービスを提供しています。スナップショットとレプリケーションです。

ESX/ESXi システムを SAN と組み合わせて使用する場合は、アレイ ベースとホスト ベースのツールのどちらがその状況
に適しているかを判断する必要があります。

アレイ ベース （サードパーティ） のソリューション

ESX/ESXi システムを SAN と組み合わせて使用する場合は、アレイ ベースのツールがその状況に適しているかどうかを
判断する必要があります。

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、次の点に留意してください。

n 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。

n 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。

n 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。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

ESX/ESXi システムを SAN と組み合わせて使用する場合は、ホスト ベースのツールがその状況に適しているかどうかを
判断する必要があります。

アレイツールの代わりに VMware Tools と VMFS を使用するファイル ベースのソリューションについて検討するときは、
次の点を考慮してください。

n プロビジョニングについては、VMware Tools と VMFS の使用がより適しています。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 に配置できます。RDM では、各仮想マシンに新しい LUN が必要です。

n スナップショットは ESX/ESXi 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。

n ESX/ESXi 管理者にとっては、VMFS を使用するほうが簡単です。

n ファイル ベースのソリューションを使用すると、ESX/ESXi 管理者の SAN 管理者に対する依存度が減ります。

重複 VMFS データストアの管理

LUN に VMFS データストアのコピーがある場合、既存の署名を使用してデータストアをマウントするか、新たに署名を
割り当てることができます。

LUN 内に作成された各 VMFS データストアには一意の UUID があり、ファイル システム スーパーブロックに格納されて
います。LUN のレプリケーションまたはスナップショットを作成する場合、コピーされた LUN は元の LUN とバイト単
位で同じになります。その結果、元の LUN に UUID X を持つ VMFS データストアがある場合、コピーされた LUN には、
まったく同一の UUID X を持つ同じ VMFS データストア、すなわち VMFS データストアのコピーがあるように見えます。

ESX/ESXi は LUN に VMFS データストアのコピーがあるかどうかを調べ、元の UUID を使用したデータストア コピーの
マウント、または UUID の変更のいずれかを行い、データストアに再署名します。
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既存の署名を使用した VMFS データストアのマウント

VMFS データストアのコピーへの再署名が不要な場合があります。署名を変えることなく、VMFS データストアのコピー
をマウントできます。

たとえば、ディザスタ リカバリ プランの一環として、仮想マシンの同期済みコピーをセカンダリ サイトで維持管理できます。
プライマリ サイトでディザスタが発生した場合、セカンダリ サイトでデータストアのコピーを仮想マシンにマウントし
てパワーオンできます。

重要   VMFS データストアをマウントできるのは、すでにマウントされている同じ UUID を持った別の VMFS データスト
アと競合しない場合だけです。

VMFS データストアをマウントする際、ESX/ESXi では LUN コピー上にあるデータストアの読み取りおよび書き込みが可
能です。LUN コピーは書き込み可能である必要があります。データストアのマウントは、システムを再起動しても継続し
て有効となります。

ESX/ESXi ではマウントされたデータストアの再署名ができないため、再署名する前にデータストアをアンマウントして
ください。

既存の署名を使用した VMFS データストアのマウント

VMFS データストアのコピーに再署名する必要がない場合、その署名を変えずにマウントできます。

開始する前に

VMFS データストアをマウントする前に、ホストでストレージの再スキャンを行なって、提供されている LUN の表示を
更新します。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ]  をクリックします。

3 [ストレージの追加]  をクリックします。

4 [ディスク/LUN]  ストレージ タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 LUN のリストから、データストア名が VMFS ラベル列に表示されている LUN を選択し、 [次へ]  をクリックします。

VMFS ラベル列に表示された名前は、LUN が既存の VMFS データストアのコピーを含むコピーであることを示します。

6 マウント オプションで、 [既存の署名を保持]  を選択します。

7 終了準備の完了ページで、データストア構成情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

次に進む前に

マウントしたデータストアにあとで再署名する場合、まずアンマウントする必要があります。

データストアのアンマウント

データストアをアンマウントしても、そのまま存在していますが、指定したホストからデータストアを参照できなくなり

ます。マウントされたままの状態になっている別のホストからは参照できます。

次のタイプのデータストアのみアンマウントできます。

n NFS データストア

n 再署名せずにマウントされている VMFS データストアのコピー

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

1 データストアを表示します。

2 アンマウントするデータストアを右クリックして  [アンマウント]  を選択します。

3 データストアが共有されている場合、データストアへのアクセスが不要なホストを指定します。

a 必要に応じて、データストアをマウントしたままにしておくホストを選択解除します。

デフォルトではすべてのホストが選択されています。

b [次へ]  をクリックします。

c データストアをアンマウントするホストのリストを確認し、 [終了]  をクリックします。

4 データストアをアンマウントすることを確認します。

VMFS コピーの再署名

VMFS データストア コピー上に保存されたデータを保持するには、データストア再署名を使用してください。VMFS コ
ピーの再署名を行うとき、ESX/ESXi は新しい UUID と新しいラベルをコピーに割り当て、コピー元とは別のデータスト
アとしてマウントします。

データストアに割り当てられる新しいラベルのデフォルトの形式は、snap-<<snapID>>-<<oldLabel>>です。ここで
<<snapID>> は整数で、<<oldLabel>> は元のデータストアのラベルです。

データストアの再署名を行うとき、次の点を考慮してください。

n データストアの再署名は取り消しできません。

n 再署名対象の VMFS データストアを含む LUN コピーは、LUN コピーとして扱われなくなります。

n 複数にまたがるデータストアは、そのすべてのエクステントがオンラインである場合のみ再署名が可能です。

n 再署名は、耐クラッシュ性および耐障害性のある処理です。処理が中断したとしても、あとで再開できます。

n 新しい VMFS データストアをマウントする際に、その UUID が LUN スナップショット階層中の親または子などほか
のデータストアの UUID と競合する危険を冒すことなく、マウントできます。

VMFS データストア コピーの再署名

VMFS データストア コピー上に保存されたデータを保持したい場合は、データストア再署名を使用してください。

開始する前に

マウントされたデータストアのコピーを再署名するには、まずそれをアンマウントします。

VMFS データストアを再署名する前に、ホストでストレージの再スキャンを行なって、提供されている LUN の表示をホ
ストが更新し、LUN のコピーがあれば検出するようにしてください。

手順

1 vSphere 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]  タブをクリックして、ハードウェア パネルの  [ストレージ]  をクリックします。

3 [ストレージの追加]  をクリックします。

4 [ディスク/LUN]  ストレージ タイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 LUN のリストから、データストア名が VMFS ラベル列に表示されている LUN を選択し、 [次へ]  をクリックします。

VMFS ラベル列に表示された名前は、LUN が既存の VMFS データストアのコピーを含むコピーであることを示します。

6 マウント オプションで、 [新しい署名の割り当て]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

7 終了準備の完了ページで、データストア構成情報を確認し、 [終了]  をクリックします。
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次に進む前に

再署名のあと、次のことを行う必要がある場合があります。

n 再署名したデータストアに仮想マシンが含まれている場合、.vmx、.vmdk、.vmsd、および .vmsn を含む仮想マシン
ファイル中の元の VMFS データストアに対する参照を更新してください。

n 仮想マシンをパワーオンするには、vCenter Server に登録してください。

第 5 章 SAN ストレージを使用する ESX/ESXi システムの管理
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iSCSI SAN 構成チェックリスト A
さまざまなストレージ システムと ESX/ESXi ホストに、特別な設定要件があります。

表 A-1.  iSCSI SAN 構成要件

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 EMC CLARiiON のフェイルオーバー モードを 1 または 4 に設定する。詳細は EMC 社にお問い合わせ
ください。

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 カスタム に設定されている。値は次のとおりです。
n EVA3000/5000 ファームウェア 3.x： 000000002200282E
n EVA4000/6000/8000： 000000202200083E

NetApp iSCSI イニシエータのいずれかがイニシエータ グループ （igroup） に含まれる場合、NetApp アレイで
ALUA を無効にする。

EqualLogic ハードウェア iSCSI アダプタで、ARP リダイレクトが有効になっていることを確認する。

LeftHand ハードウェア iSCSI アダプタで、ARP リダイレクトが有効になっていることを確認する。

ESX/ESXi の構成 ESX/ESXi ホストに対して次の詳細設定を行う。
n [Disk.UseLunReset]  を  [1]  に設定する
n [Disk.UseDeviceReset]  を  [0]  に設定する
アクティブ-パッシブ アレイのクラスタリング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または固定に設定できる。

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。
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VMware vSphere コマンドライン インター
フェイス B

ほとんどの場合、SAN ストレージに接続されている ESX/ESXi ホストの監視には、vSphere Client が適しています。上
級ユーザーは、VMware vSphere コマンドライン インターフェイス （vSphere CLI） のコマンドを使用して、追加機能
を使用することもできます。

詳細については、『VMware vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide』 を参照してくだ
さい。

この付録では次のトピックについて説明します。

n resxtop コマンド (P. 83)

n vicfg-iscsi コマンド (P. 83)

n vicfg-mpath コマンド (P. 83)

n esxcli corestorage claimrule コマンド (P. 84)

n vmkping コマンド (P. 84)

resxtop コマンド

resxtop コマンドは、リアルタイムで ESX/ESXi によるリソースの使用状況を詳細に表示します。

resxtop の詳細情報は、『リソース管理ガイド』 および 『VMware vSphere Command-Line Interface Installation
and Reference Guide』 を参照してください。

vicfg-iscsi コマンド

vicfg-iscsi コマンドを使用して、ESX/ESXi ホスト上でのソフトウェアまたはハードウェア iSCSI の構成、CHAP パ
ラメータの設定、および iSCSI ネットワークの設定を行うことができます。

詳細については、『VMware vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide』 を参照してくだ
さい。

vicfg-mpath コマンド

vicfg-mpath コマンドを使用して、ストレージ デバイス、パス、およびマルチパス プラグインに関する情報を表示します。

詳細については、『VMware vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide』 を参照してくだ
さい。
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esxcli corestorage claimrule コマンド

esxcli corestorage claimrule コマンドを使用して、要求ルールを管理します。要求ルールにより、特定デバイ
スへのパスの要求およびそのデバイスの管理を、どのマルチパス モジュールで行うかが決まります。

詳細については、『VMware vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide』 を参照してくだ
さい。

vmkping コマンド

vmkping コマンドを使用して、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 [オプション] [ホスト | IP アドレス]

表 B-1.  vmkping コマンドライン オプション

オプション 説明

-6 IPv6 の ICMPv6 Echo 要求を使用する。

-4 IPv4 を使用する （デフォルト）。

-I 出力用インターフェイス （IPv6 の範囲向け）。

-D VMkernel TCP スタック デバッグ モード。

-c <カウント> パケット カウントを設定。

-i <間隔> 送信間隔を設定。

-s <サイズ> 送信サイズを設定。
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ストレージ パスおよびマルチパス プラグ
インの管理 C

vSphere CLI を使用して、PSA （Pluggable Storage Architecture） マルチパス プラグインとそれに割り当てられた
ストレージ パスを管理します。

vSphere CLI を使用して、ホストで使用可能なすべてのマルチパス プラグインを表示できます。ホストの NMP および SATP
に加え、サードパーティ製 MPP をリスト表示し、要求されるパスを確認できます。新しいパスを定義し、どのマルチパス
プラグインがそのパスを要求するのかを指定することもできます。

PSA の管理に使用できるその他のコマンドについては、『vSphere Command-Line Interface Installation and Reference
Guide』 を参照してください。

この付録では次のトピックについて説明します。

n ホストの要求ルールのリスト表示 (P. 85)

n マルチパス モジュールの表示 (P. 86)

n ホストの SATP の表示 (P. 87)

n NMP ストレージ デバイスの表示 (P. 87)

n PSA 要求ルールの追加 (P. 88)

n PSA 要求ルールの削除 (P. 89)

n パスのマスク (P. 89)

n パスのマスク解除 (P. 90)

n NMP SATP ルールの定義 (P. 90)

n esxcli corestorage コマンドライン オプション (P. 92)

ホストの要求ルールのリスト表示

vSphere CLI を使用して、0 ～ 65535 までの全要求ルールをリスト表示します。

要求ルールでは、どのマルチパス プラグイン、NMP、またはサードパーティ製 MPP が特定の物理パスを管理するかを指
定します。各要求ルールでは、次のパラメータに基づいてパスのセットを識別します。

n ベンダーまたはモデルの文字列

n SATA、IDE、ファイバ チャネルなどのトランスポート

n アダプタ、ターゲット、または LUN の場所

n デバイス ドライバ （たとえば Mega-RAID）
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手順

u esxcli corestorage claimrule list を使用して、要求ルールを一覧表示します。

例 C-1 にコマンドの出力を示します。

例 C-1.  esxcli corestorage claimrule list コマンドのサンプル出力

Rule  Class     Type        Plugin              Matches
0     runtime   transport   NMP                 transport=usb
1     runtime   transport   NMP                 transport=sata
2     runtime   transport   NMP                 transport=ide
3     runtime   transport   NMP                 transport=block
101   runtime   vendor      MASK_PATH           vendor=DELL model=Universal Xport
101   file      vendor      MASK_PATH           vendor=DELL model=Universal Xport
200   runtime   vendor      MPP_1               vendor=NewVend model=* 
200   file      vendor      MPP_1               vendor=NewVend model=* 
201   runtime   location    MPP_2               adapter=vmhba41 channel=* target=* lun=*
201   file      location    MPP_2               adapter=vmhba41 channel=* target=* lun=*
202   runtime   driver      MPP_3               driver=megaraid
202   file      driver      MPP_3               driver=megaraid
65535 runtime   vendor      NMP                 vendor=* model=*

この例は次のような意味です。

n NMP は、USB、SATA、IDE、およびブロック SCSI トランスポートを使用するストレージ デバイスに接続されてい
るすべてのパスを要求します。

n MASK_PATH モジュールは、ベンダー文字列が DELL およびモデル文字列が Universal Xport の SCSI 照会データ
を戻すすべてのパスを要求します。MASK_PATH モジュールは、ホストからのパスをマスクするのに使用されます。

n MPP_1 モジュールは、NewVend ストレージ アレイの任意のモデルに接続されているすべてのパスを要求します。

n MPP_3 モジュールは、Mega-RAID デバイス ドライバが制御するストレージ デバイスへのパスを要求します。

n 前述のルールに記載されていないすべてのパスは、NMP が要求します。

n 出力の Class 列では、どのルールが定義されてロードされたかを表します。Class 列の file パラメータは、ルール
が定義されていることを表します。runtime パラメータは、ルールがシステムにロードされたことを表します。ユー
ザー定義の要求ルールを有効にするには、同じルール番号の行が 2 つ存在しなければなりません。1 つは file パラ
メータの行で、もう 1 つは runtime の行です。数字が小さいルールのいくつかでは、Class が runtime となっている 1
行だけの行があります。これらはシステム定義の要求ルールで、ユーザーが変更することはできません。

マルチパス モジュールの表示

vSphere CLI を使用して、システムにロードされているすべてのマルチパス モジュールをリスト表示します。マルチパス
モジュールは、ホストとストレージとを接続する物理パスを管理します。

手順

u すべてのマルチパス モジュールを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

vicfg-mpath --server <<サーバ>> --list-plugins

ここで <<サーバ>> は使用している vSphere CLI 管理サーバを表します。ユーザー名とパスワードの入力が求めら
れる場合があります。

少なくとも、このコマンドは NMP を戻します。何らかのサードパーティ製 MPP がロードされている場合、それもリス
ト表示されます。
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例 C-2.  vicfg-mpath コマンドのサンプル出力

MPP_1
MPP_2
MPP_3
MASK_PATH
NMP

ホストの SATP の表示

vSphere CLI を使用して、システムにロードされているすべての VMware NMP SATP をリスト表示します。

手順

u すべての VMware SATP を一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

esxcli nmp satp list

このコマンドは各 SATP について、その SATP がサポートするストレージ アレイまたはシステムのタイプや、その SATP
を使用しているすべての LUN のデフォルト PSP に関する情報を表示します。

次の点に注意してください。

n 要求ルールによってデバイスに割り当てられる SATP が存在しない場合、iSCSI デバイスまたは FC デバイスのデフォルト
SATP は VMW_SATP_DEFAULT_AA になります。デフォルト PSP は VMW_PSP_FIXED です。

n VMW_SATP_ALUA が特定のストレージ デバイスに割り当てられていて、そのデバイスが ALUA 対応ではない場合、
このデバイスにマッチする要求ルールはありません。この場合、そのデバイスは、デバイスのトランスポート タイ
プに基づき、デフォルト SATP が要求します。

n VMW_SATP_ALUA が要求するすべてのデバイスのデフォルト PSP は VMW_PSP_MRU です。VMW_PSP_MRU
は、VMW_SATP_ALUA が報告する有効/最適化状態のパス、または有効/最適化状態のパスがない場合は、有効/非
最適化状態のパスを選択します。これよりも状態の良いパスが見つかるまで、このパスが使用されます （MRU）。た
とえば現在 VMW_PSP_MRU が有効/非最適化状態のパスを使用していて、有効/最適化状態のパスが使用可能になっ
たとすると、VMW_PSP_MRU は現在のパスを有効/最適化状態のパスにスイッチします。

例 C-3.  esxcli nmp satp list コマンドのサンプル出力

Name                 Default PSP    Description
VMW_SATP_ALUA_CX     VMW_PSP_FIXED  Supports EMC CX that use the ALUA protocol
VMW_SATP_SVC         VMW_PSP_FIXED  Supports IBM SVC
VMW_SATP_MSA         VMW_PSP_MRU    Supports HP MSA
VMW_SATP_EQL         VMW_PSP_FIXED  Supports EqualLogic arrays
VMW_SATP_INV         VMW_PSP_FIXED  Supports EMC Invista
VMW_SATP_SYMM        VMW_PSP_FIXED  Supports EMC Symmetrix  

NMP ストレージ デバイスの表示

vSphere CLI を使用して、VMware NMP が制御するすべてのストレージ デバイスをリスト表示し、各デバイスに関連する
SATP および PSP の情報を表示します。

手順

1 すべてのストレージ デバイスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

esxcli nmp device list

2 特定のデバイスの情報を表示するには、次を実行します。

esxcli nmp device list -d <<デバイス ID>>
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PSA 要求ルールの追加

vSphere CLI を使用して、新規の PSA 要求ルールをシステムの要求ルール セットに追加します。新規の要求ルールを有
効にするには、まずルールを定義し、次にそれを使用しているシステムにロードします。

新規の PSA 要求ルールを追加するのは、たとえば、新規のマルチパス プラグイン （MPP） をロードし、このモジュー
ルが要求するパスを定義する必要がある場合です。新規のパスを追加し、既存の MPP にそのパスを要求させる場合に、
新規の要求ルールを作成する必要が発生することがあります。

注意   新規の要求ルールを作成するときは、同一 LUN に対する異なる物理パスを、いくつもの MPP が要求するような状
況を回避するよう注意してください。MPP のいずれか 1 つが MASK_PATH MPP でなければ、この構成はパフォーマン
ス上のエラーを起こします。

手順

1 新規の要求ルールを定義するには、vSphere CLI で次のコマンドを実行します。

esxcli corestorage claimrule add -r <<要求ルール ID>> -t <<タイプ>> <<必須オプション （タイプに基づく）>>
-P <<MPP 名>>

コマンドに必要なオプションについては、「esxcli corestorage コマンドライン オプション (P. 92)」 を参照して
ください。

2 システムに新規の要求ルールをロードするには、次のコマンドを実行します。

esxcli corestorage claimrule load

このコマンドにはオプションはありません。新規に作成されたすべての要求ルールをシステムの構成ファイルから

ロードします。

例 C-4.  PSA 要求ルールの追加

次の例では、要求ルール番号 500 を定義しています。これは、NewVend ストレージ アレイの NewMod モデルへのす
べてのパスを NMP モジュールが要求するよう指定しています。次にこの要求ルールをシステムにロードします。

1 # esxcli corestorage claimrule add -r 500 -t vendor -V NewVend -M NewMod -P NMP

2 # esxcli corestorage claimrule load

ここで esxcli corestorage claimrule list コマンドを実行すると、リストに新規の要求ルールが表示されるこ
とを確認できます。

注意   同じ要求ルールに 2 種類の行 （1 つは runtime クラスで、もう 1 つは file クラス） があるということは、新規
の要求ルールがシステムにロードされてアクティブであることを表します。

Rule  Class     Type        Plugin              Matches
0     runtime   transport   NMP                 transport=usb
1     runtime   transport   NMP                 transport=sata
2     runtime   transport   NMP                 transport=ide
3     runtime   transport   NMP                 transport=block
101   runtime   vendor      MASK_PATH           vendor=DELL model=Universal Xport
101   file      vendor      MASK_PATH           vendor=DELL model=Universal Xport
500   runtime   vendor      NMP                 vendor=NewVend model=NewMod 
500   file      vendor      NMP                 vendor=NewVend model=NewMod 
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PSA 要求ルールの削除

vSphere CLI を使用して、PSA 要求ルールをシステムの要求ルール セットから削除します。

手順

1 ある要求ルールを要求ルール セットから削除します。

esxcli corestorage claimrule delete -r <<要求ルール ID>>

コマンドで必要なオプションについては、「esxcli corestorage コマンドライン オプション (P. 92)」 を参照して
ください。

注意   デフォルトでは、PSA 要求ルール 101 は、Dell アレイ擬似デバイスをマスクします。このデバイスのマスク
を解除する場合以外は、このルールを削除しないでください。

2 ESX/ESXi システムから要求ルールを削除します。

esxcli corestorage claimrule load

パスのマスク

ESX/ESXi ホストがストレージ デバイスや LUN にアクセスできないよう、または LUN への個々のパスを使用できないよ
うに設定できます。vSphere CLI コマンドを使用して、パスをマスクします。

パスをマスクする場合、指定したパスに MASK_PATH プラグインを割り当てる要求ルールを作成します。

手順

1 次に使用可能なルール ID を確認します。

esxcli corestorage claimrule list

パスのマスクに使用する要求ルールでは、ルール ID を 101 ～ 200 の範囲とします。前述のコマンドでルール 101 と 102
がすでに存在していることが判明したら、追加するルールとして 103 を指定できます。

2 プラグインの新しい要求ルールを作成し、MASK_PATH プラグインをパスに割り当てます。

esxcli corestorage claimrule add -r <<要求ルール ID>> -t <<タイプ>> <<必須オプション>> -
P <<MASK_PATH>>

コマンドライン オプションについては、「esxcli corestorage コマンドライン オプション (P. 92)」 を参照してく
ださい。

3 MASK_PATH 要求ルールをシステムにロードします。

esxcli corestorage claimrule load

4 MASK_PATH 要求ルールが正しく追加されたことを確認します。

esxcli corestorage claimrule list

5 マスクされたパスに要求ルールがある場合は、そのルールを削除します。

esxcli corestorage claiming unclaim <<タイプ>> <<必須オプション>>

6 パス要求ルールを実行します。

esxcli corestorage claimrule run

MASK_PATH プラグインをパスに割り当てると、パスの状態が不明になり、ホストで管理できなくなります。その結果、
マスクされているパスの情報を表示するコマンドを使用すると、パスの状態は非活動であると表示されます。
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例 C-5.  LUN のマスキング

この例では、ストレージ アダプタ vmhba2 および vmhba3 を介してアクセスされるターゲット T1 および T2 の LUN 20
をマスクします。

1 #esxcli corestorage claimrule list

2 #esxcli corestorage claimrule add -P MASK_PATH -r 109 -t location -A vmhba2 -C 0 -
T 1 -L 20 
#esxcli corestorage claimrule add -P MASK_PATH -r 110 -t location -A vmhba3 -C 0 -
T 1 -L 20 
#esxcli corestorage claimrule add -P MASK_PATH -r 111 -t location -A vmhba2 -C 0 -
T 2 -L 20 
#esxcli corestorage claimrule add -P MASK_PATH -r 112 -t location -A vmhba3 -C 0 -
T 2 -L 20

3 #esxcli corestorage claimrule load

4 #esxcli corestorage claimrule list

5 #esxcli corestorage claiming unclaim -t location -A vmhba2 
#esxcli corestorage claiming unclaim -t location -A vmhba3

6 # esxcli corestorage claimrule run

パスのマスク解除

ホストがマスクされたストレージ デバイスにアクセスする必要がある場合、そのデバイスのパスのマスクを解除します。

手順

1 ストレージ デバイスへのパスのマスクを解除するには、esxcli corestorage claiming unclaim コマンド
を実行します。

ストレージ デバイスのパスごとにこのコマンドを実行します。

例：

esxcli corestorage claiming unclaim -t location -A vmhba0 -C 0 -T 0 -L 149

2 パスの要求ルールを VMkernel にロードするには、esxcli corestorage claimrule load コマンドを実行し
ます。

3 パスの要求ルールを実行するには、esxcli corestorage claimrule run を入力します。

これで、ホストは、今までマスクされていたストレージ デバイスにアクセスできます。

NMP SATP ルールの定義

NMP SATP 要求ルールでは、あるストレージ デバイスをどの SATP で管理するのかを指定します。通常、NMP SATP
ルールを修正する必要はありません。必要がある場合は vSphere CLI を使用して、指定の SATP 要求ルールのリストに
ルールを追加します。

特定のストレージ アレイにサードパーティ製の SATP をインストールする場合は、新規の SATP ルールを作成する必要が
ある場合があります。
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手順

1 特定の SATP に要求ルールを追加するには、次のコマンドを実行します。

esxcli nmp satp addrule <<ルール パラメータ>> -e <<説明>> -o <<オプション>> -s <<SATP 名>>

<<ルール パラメータ>> には次のオプションを使用します。-V および -M オプションは同時に使用できます。これらは
-R または -D オプションと合わせて使用できません。

注意   SATP ルールを検索して、あるデバイスの SATP を見つけ出す場合、NMP は最初にドライバ ルールを検索します。
マッチしなければベンダー ルールまたはモデル ルールを検索し、最後にトランスポート ルールを検索します。ここ
でもマッチしなければ、NMP はそのデバイスのデフォルトの SATP を選択します。

n -D <ドライバ>： SATP 要求ルールの追加時に設定するドライバの文字列です。

n -V <ベンダー> ： SATP 要求ルールの追加時に設定するベンダーの文字列です。

n -M <モデル>： SATP 要求ルールの追加時に設定するモデルの文字列です。

n -R <トランスポート>： SATP 要求ルールの追加時に設定するトランスポートの文字列です。

SATP 要求ルールには次のオプションを指定します。

n -e <説明>： SATP 要求ルールの追加時に設定する説明の文字列です。

n -o <オプション>： SATP 要求ルールの追加時に設定するオプションの文字列です。この文字列は、SATP がパス
を要求するときに SATP に渡されます。この文字列の中身 （および結果的に SATP の動作） は、各 SATP に固
有です。たとえば、一部の SATP は要求オプションに文字列 tpgs_on および tpgs_off をサポートします。
tpgs_on が指定されていると、ストレージ デバイス上で ALUA ターゲット ポート グループのサポートが有効
になっている場合にのみ、SATP はパスを要求します。

2 特定 SATP の要求ルール リストからルールを削除するには、次のコマンドを実行します。このコマンドは、追加ルー
ルで使用したのと同じオプションで実行できます。

esxcli nmp satp deleterule <<ルール パラメータ>> -s <<SATP 名>>

3 ホストを再起動します。

例 C-6.  NMP SATP ルールの定義

次のサンプル コマンドでは、VMW_SATP_INV プラグインを割り当て、ベンダー文字列 NewVend およびモデル文字列
NewMod でストレージ アレイを管理します。

# esxcli nmp satp addrule -V NewVend -M NewMod -s VMW_SATP_INV

ここで esxcli nmp satp listrules -s VMW_SATP_INV コマンドを実行すると、VMW_SATP_INV rules のリス
トに追加された新規の要求ルールを確認できます。

Name          Vendor  Model    Driver  Transport  Options  Claim Options  Description
VMW_SATP_INV  EMC     Invista
VMW_SATP_INV  EMC     LUNZ                                                Invista LUNZ
VMW_SATP_INV  NewVend NewMod
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esxcli corestorage コマンドライン オプション

新規の要求ルールの追加、ルールの削除、またはパスのマスクを実行するコマンドなどの一部の esxcli corestorage
コマンドでは、特定のオプションを指定する必要があります。

表 C-1.  esxcli corestorage コマンドライン オプション

オプション 説明 必須オプション

-r <要求ルール ID> 要求ルールの要求番号 0 ～ 65535 を指定するの
に使用します。

-t <タイプ> 要求ルールのパスのセットを指定するのに使用し

ます。<<タイプ>> 変数には次のいずれかの値を
指定します。

これらのオプションは <<タイプ>> に入力する値に
よって変わります。

vendor： このパスで使用されるストレージ デ
バイスのベンダーおよびモデルを表します。

-V <<ベンダー>> -M <<モデル>
すべてのベンダーまたはモデルを指定するには、ア

スタリスク （*） を使用します。

location： このパスで使用されるアダプタ、
チャネル、ターゲット、または LUN を表します。

次のいずれかを使用します。

n -A <<アダプタ>>
n -C <<チャネル>>
n -T <<ターゲット>>
n -L <<LUN の ID>>

driver： このパスに使用されるドライバを表し
ます。

-D <<ドライバ>>

transport： このパスで使用されるトランス
ポートを表します。

-R <<トランスポート>>
<トランスポート> 変数には次のいずれかを使用し
ます。

n block： cciss などの RAID ブロック デバイス
n fc： ファイバ チャネル
n iscsi： デフォルトの iSCSI
n iscsivendor： ベンダー提供の IMA のある

iSCSI
n ide： IDE
n sas： シリアル接続 SCSI
n sata： シリアル ATA
n usb： USB ストレージ デバイス
n parallel： パラレル SCSI デバイス
n unknown： 不明なストレージ デバイス タイプ

-P <MPP 名> 要求ルールで定義したパスをどの MPP プラグイ
ンが要求するのかを示します。

vicfg-mpath --list-plugins コマン
ドを実行して有効な値を確認します。
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