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本『リソース管理ガイド』では、VMware® Virtual Infrastructure 環境のリソース管理
について説明します。主に次の項目を取り扱います。

リソース割り当てとリソース管理の概念

仮想マシンの属性と許可制御

リソース プール、およびリソース プールの管理方法

クラスタ、VMware Distributed Resource Scheduler（DRS）、 VMware High 
Availability（HA）、およびこれらの操作方法 

高度なリソース管理オプション

パフォーマンスについての考慮事項

『リソース管理ガイド』では、ESX Server 3.5 と ESX Server 3i バージョン 3.5 の両方を扱
います。わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次の製品名を使用します。

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

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

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

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

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

本書について
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対象読者
本マニュアルは、システムによるリソースの管理方法、およびデフォルト動作のカス
タマイズ方法を理解したいシステム管理者を対象としています。リソース プール、
クラスタ、DRS、または HA を理解および使用したいユーザーにも、本書が必要にな 
ります。 

本書は、ユーザーが ESX Server と VirtualCenter サーバについての実用的な知識があ
ることを前提としています。 

本書へのフィードバック
ドキュメントの改善にご協力ください。本書に関するコメントがございましたら、次
のメール アドレスまでご連絡ください。 

docfeedback@vmware.com

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

図で使用される略語
本書の図では、表 1 の略語を使用しています。

表1  略語

略語  説明

データベース VirtualCenter データベース

データストア 管理ホスト用のストレージ

dsk# 管理ホスト用のストレージ ディスク

ホスト n VirtualCenter の管理ホスト

RP リソース プール

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

tmplt テンプレート

ユーザー # アクセス権を持つユーザー

VC VirtualCenter

mailto:docfeedback@vmware.com
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テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース

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

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

オンライン サポートおよび電話によるサポート
テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録
は、オンラインで行うことができます。詳しくは、
http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

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

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

ヴイエムウェア教育サービス
ヴイエムウェアの有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボやケース スタディの
紹介をいたします。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提
供しています。詳しくはヴイエムウェア Web サイトにある VMware Education Services
のページ （http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

VI VMware Infrastructure Client

VM# 管理ホスト上の仮想マシン

表1  略語 （続き）

略語  説明

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

本章では、簡単な例を使用して、リソース管理の基本的概念について紹介します。本
章ではリソース割り当てについて順を追って説明していきます。はじめに単一ホスト
環境でのリソース割り当てについて説明し、次により複雑なマルチホスト環境でのリ
ソース割り当てについて説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。 

ホスト リソース情報の表示（P.14）

仮想マシンのリソース割り当てについて（P.18）

仮想マシンの属性の変更（P.23）

リソース プールの作成とカスタマイズ（P.25）

拡張可能予約について（P.29）

クラスタの作成とカスタマイズ（P.30）

リソース管理について 1
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ホスト リソース情報の表示
このセクションでは、ホストのリソースを調べて、それらのリソースを使用している
ユーザーを判断する方法について学習します。 

ここでは、中小企業のシステム管理者が 2 つの仮想マシン（VM-QA と VM- マーケ
ティング）を ESX Server ホスト上にセットアップしたものと仮定します。詳細につい
ては、「図 1-1」を参照してください。

図1-1  2 つの仮想マシンを持つ単一ホスト

ホストに関する情報を表示するには

1 VMware Infrastructure Client（VI Client）を起動し、VirtualCenter サーバに接続し
ます。 

2 左側のインベントリ パネルでホストを選択します。 
[ 概要（Summary）] タブを選択すると、そのホストに関する次の情報がパネル
に表示されます。

注意   本章のタスクの多くは、ESX Server システムに接続した VI Client、またはサーバ
に接続した VI Web Access Client を使用して実行することもできます。

サマリ パネル 表示される情報

[ 全般（General）]
パネル

プロセッサ、プロセッサ タイプなどについての情報が表示さ
れます。

[ コマンド
（Commands）] パ
ネル

選択したホストに対して実行するコマンドを選択できます。 

[リソース
（Resources）]パネル

選択したホストの合計リソースに関する情報が表示されます。
このパネルには、ホストに接続したデータストアについての
情報が含まれます。 
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  3 使用可能なメモリについての詳細情報を表示するには、[ 構成（Configuration）]
タブをクリックして、[ メモリ（Memory）] を選択します。 パネルに、合計リ
ソース、仮想マシンによる使用量、およびサービス コンソールによる使用量

（ESX Server 3 のみ）のリストが表示されます。
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仮想化レイヤがある程度のリソースを消費するため、仮想マシンが使用できる物
理メモリの容量は、物理ホスト内にある容量よりも常に少なくなります。たとえ
ば、3.2GHz のデュアル CPU と 2GB のメモリを持つホストでは、6GHz の CPU パ
ワーと 1.5GB のメモリが、仮想マシンで使用可能になります。 

4 2 つの仮想マシンがホストのリソースをどのように使用するかについての詳細情
報を表示するには、[ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブをクリック
します。

[CPU 予約（CPU Reservation）] と [ メモリ予約（Memory Reservation）]、予約
のうちの使用済みの容量、および使用可能な容量を確認できます。

各フィールドには、次の情報が表示されます。

注意   ここで示す [ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブでは、仮想マ
シンが実行されていないため、CPU やメモリが使用されていません。仮想マシ
ンのパワーをオンにしたあとで、このタブをもう一度表示してください。 

フィールド 説明

CPU 予約 このホストで使用可能な合計 CPU リソース。

使用済み CPU 予約 実行中の仮想マシンによって予約されている、このホスト
の合計 CPU リソース。 
注　パワーがオンになっていない仮想マシンは、CPU リ
ソースを消費しません。パワーがオンになっている仮想マ
シンの場合、各仮想マシンの [ 予約（Reservation）] 設定
に応じて、システムが CPU リソースを予約します。 
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5 必要な情報に応じて、[ メモリ（Memory）] ボタンまたは [CPU] ボタンをクリッ

クします。

未使用 CPU 予約 現在予約されていない、このホストの合計 CPU リソース。
2GHz を予約した、完全にアイドル状態の仮想マシンを考
えます。この仮想マシンは 2GHz を予約していますが、そ
の予約分を使用していません。 

ほかの仮想マシンは、これらの 2GHz を予約することは
できません。 
ほかの仮想マシンは、これらの 2GHz を使用することが
できます。つまり、アイドルの CPU 予約は無駄にはさ
れません。

メモリ予約 このホストで使用可能な合計メモリ リソース。 
仮想マシンにメモリ予約があり、まだ予約分全体にアクセ
スしていない場合、未使用メモリをほかの仮想マシンに再
割り当てすることができます。

使用済みメモリ予約 実行中の仮想マシンと仮想化オーバーヘッドによって予約
されている、このホストの合計メモリ リソース。 
注　パワーがオンになっていない仮想マシンは、メモリ リ
ソースを消費しません。パワーがオンになっている仮想マ
シンの場合、各仮想マシンの [ 予約（Reservation）] 設定
とオーバーヘッドに応じて、システムがメモリ リソースを
予約します。 
仮想マシンが予約分全体にアクセスした場合は、 
ESX Server によって、仮想マシンがこの量のメモリを保持
することが許可されます。この仮想マシンがアイドル状態
になり、メモリへアクセスしなくなっても、メモリは再利
用されません。

未使用メモリ予約 現在予約されていない、このホストの合計メモリ リソース。 

フィールド 説明
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仮想マシンのリソース割り当てについて

仮想マシンを作成する場合、その仮想マシンのメモリ サイズを [ 新規仮想マシン
（New Virtual Machine）] ウィザードで入力する必要があります。このメモリ容量は、
物理マシンに装備するメモリ容量と同じです。 

表1-1.  仮想マシンの属性

フィールド 説明

名前 仮想マシンの名前。 

予約： MHz/MB この仮想マシン用に予約された CPU またはメモリの量。 
デフォルトでは、予約は指定されず、0 が表示されます。詳細
については、「予約（P.21）」を参照してください。

制限 この仮想マシン用に上限として指定されたCPUまたはメモリの量。 
デフォルトでは、制限は指定されず、[ 制限なし（Unlimited）]
が表示されます。「制限（P.22）」を参照してください。

シェア この仮想マシン用に指定されたシェア。各仮想マシンには、予
約および制限によって制限されるリソースが、指定したシェア
に応じて割り当てられます。ほかの仮想マシンの 2 倍のシェア
を持つ仮想マシンには、2 倍のリソースが割り当てられます。 
シェアのデフォルトは [ 標準（Normal）] です。詳細について
は、「シェア（P.20）」を参照してください。 

シェア値 この仮想マシンに割り当てられているシェアの値。 

シェア率 この仮想マシンに割り当てられているシェアの割合。 

タイプ リソース プールの場合、[ 拡張可能（Expandable）] または [ 固
定（Fixed）] のいずれかです。詳細については、「拡張可能予約
について（P.29）」を参照してください。

注意   ESX Server ホストは、このメモリを仮想マシンで使用できるようにします。ESX 
Server ホストは、予約によって指定されたメガバイト数を、仮想マシンに直接割り当
てます。予約を超えるメモリは、ホストの物理リソースを使用して割り当てられる
か、物理リソースを使用できない場合は、バルーンやスワップなどの特別な方法を使
用して処理されます。詳細については、「ESX Server ホストによるメモリの解放方法

（P.143）」を参照してください。 
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図1-2  仮想マシンのメモリ構成

選択したオペレーティング システムが複数のプロセッサをサポートする場合は、仮
想プロセッサ（CPU）の数も入力するよう求めてきます。 

図1-3  仮想 CPU構成

CPU リソースがオーバーコミットされる場合、ESX Server ホストは、すべての仮想マ
シンにわたってプロセッサを時分割して、指定された数のプロセッサが備わっている
かのように各仮想マシンが実行されます。 

ESX Server ホストが複数の仮想マシンを実行する場合、ESX Server ホストは物理リ
ソースのシェアを各仮想マシンに割り当てます。デフォルトのリソース割り当て設定
では、同じホストに関連付けられたすべての仮想マシンが、次のものを入手します。

仮想 CPU ごとに均等な CPU シェア。つまり、単一プロセッサ仮想マシンには、
デュアルプロセッサ仮想マシンのリソースの半分だけが割り当てられます。

仮想メモリ サイズの 1MB ごとに均等なシェア。つまり、8GB の仮想マシンには、
1GB の仮想マシンの 8 倍のメモリが割り当てられます。
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ホスト リソースの予約
状況によっては、仮想マシンの一定のメモリ容量が ESX Server マシンの物理リソース
から直接供給されていることを、システム管理者が知る必要があります。
同様に、システム管理者は、特定の仮想マシンが常にほかの仮想マシンよりも高い割
合の物理リソースを入手していることを保証したい場合があります。 

次のセクションで説明する各仮想マシンの属性を使用すると、ホストの物理リソース
を予約できます。

仮想マシンの属性 : シェア、予約、制限
仮想マシンごとに、シェア、予約（最小）、および制限（最大）を指定できます。本
セクションでは、これらの属性を指定する意味について説明します。 

シェア

シェアは、仮想マシンの相対的な優先順位または重要性を指定します。ある仮想マシ
ンのリソースのシェアが別の仮想マシンの 2 倍である場合、その仮想マシンは、別
の仮想マシンの 2 倍のリソースを消費することができます。シェアは、通常、[ 高

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

シェアの指定が意味を持つのは、兄弟の仮想マシンまたはリソース プール（つまり、
リソース プール階層内で親が同じである仮想マシンまたはリソース プール）に関し
てだけです。兄弟は、予約および制限によって制限される、相対的なシェア値に応じ
てリソースを共有します。階層と兄弟の概念の説明については、「リソース プールに
ついて（P.44）」を参照してください。 

仮想マシンにシェアを割り当てる場合、その仮想マシンの相対的な優先順位を常に指
定します。 

注意   ほとんどの場合、デフォルトの設定を使用します。カスタム リソース割り当て
の最適な使用法については、「第 11 章、ベスト プラクティス（P.167）」を参照してく
ださい。
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CPU およびメモリのシェア値のデフォルトは、それぞれ次の値です。 

[ 高（High）]　仮想 CPU あたり 2,000 シェア、仮想マシンのメモリ 1MB あたり 20
シェア 

[ 標準（Normal）]　仮想 CPU あたり 1,000 シェア、仮想マシンのメモリ 1MB あた
り 10 シェア 

[低（Low）]　仮想CPUあたり500シェア、仮想マシンのメモリ1MBあたり5シェア

[ カスタム（Custom）] シェア値を指定することもできます。 

たとえば、2 つの仮想 CPU と 1GB の RAM を持ち、CPU とメモリのシェアが [ 標準
（Normal）] に設定されている SMP 仮想マシンは、2x1,000=2,000 シェアの CPU と、
10x1,024=10,240 シェアのメモリを持ちます。

各シェアによって表されるリソースの量は、新しい仮想マシンのパワーがオンになる
と変化します。これは、同じリソース プールのすべての仮想マシンに影響を与えま
す。次に例を示します。

2 つの仮想マシンが8GHz のホスト上で実行されます。これらの CPUシェアは [標
準（Normal）] に設定されていて、それぞれ 4GHz を獲得します。

第3の仮想マシンのパワーがオンになります。その仮想マシンのCPUシェア値は [高
（High）] に設定されていて、これは、その仮想マシンが、[ 標準（Normal）] に設
定されているマシンの 2 倍のシェアを持つことを意味します。この新しい仮想マシ
ンは4GHz を獲得し、ほかの 2 つのマシンはそれぞれ 2GHz だけを獲得します。
ユーザーが第3 の仮想マシンで、カスタム シェア値を 2000 に指定した場合も、同
じ結果になります。

予約
予約は、仮想マシンの保証された予約を指定します。仮想マシンのパワーをオンにす
ることをサーバが許可するのは、CPU とメモリの予約が使用可能な場合だけです。
サーバは、物理サーバの負荷が重くなっていても、その量を保証します。予約は、具
体的な単位（メガヘルツまたはメガバイト）で表現されます。リソースが使用されて
いない場合、ESX Server ホストは、ほかの仮想マシンがそれらの予約を使用できるよ
うにします。 

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

予約は、デフォルトで 0 になります。必要な CPU またはメモリを常に仮想マシンが
使用できることを保証する場合に予約を指定するといいでしょう。 

注意   複数の仮想 CPU を持つ仮想マシンを、SMP（対称型マルチプロセス）仮想マシ
ンと呼びます。 
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制限
制限は、仮想マシン用の CPU またはメモリの上限を指定します。サーバは、予約よ
り多くを仮想マシンに割り当てることができますが、システムに未使用の CPU また
はメモリがあっても、制限を超える割り当ては行いません。制限は、具体的な単位

（メガヘルツまたはメガバイト）で表現されます。 

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

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

メリット　少数の仮想マシンから使用をはじめて、ユーザーの要望に対応する場
合に、制限を割り当てると役立ちます。仮想マシンを追加するごとに、パフォー
マンスは低下していきます。制限を指定することによって、使用可能なリソース
が少なくなることをシミュレートできます。 

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

許可制御
仮想マシンのパワーをオンにすると、まだ予約されていない CPU リソースとメモリ 
リソースの量をシステムが検査します。システムは、未予約の使用可能なリソースに
基づいて、仮想マシンが構成されている予約を保証できるかどうかを判定します（予
約がある場合）。このプロセスを許可制御と呼びます。

未予約の CPU とメモリが十分に使用可能な場合、または予約がない場合、仮想マシ
ンのパワーがオンにされます。それ以外の場合は、[ リソース不足（Insufficient 
Resources）] の警告が表示されます。

試験的な分散電源管理機能を有効にしている場合、電力の消費を減らすために、ホス
トがスタンバイ モード（パワーオフ状態）になることがあります。これらのホストが
提供する未予約リソースは、許可制御のために使用できると見なされます。これらの
リソースがないと仮想マシンをパワーオンできない場合、十分なスタンバイ ホストを
パワーオンする推奨が作成されます。「分散電源管理（P.70）」を参照してください。

注意   ユーザー指定のメモリ予約のほかに、仮想マシンごとにオーバーヘッド メモリ
があります。この余分なメモリ コミットは、許可制御の計算に含まれます。「メモリ 
オーバーヘッドについて（P.138）」を参照してください。
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仮想マシンの属性の変更
本章の前の部分で、ホストと仮想マシン、およびそれらのリソース割り当てを確認し
ました。仮想マシンのシェア、予約、制限は、指定しませんでした。この例では、次
のことを仮定します。

QA 仮想マシンは、多くのメモリを必要とします。システム メモリがオーバーコ
ミットされる場合に、VM-QA が VM- マーケティングの 2 倍のメモリと CPU を使
用できるように指定したいと考えています。メモリ シェアおよび CPU シェアを
[ 高（High）] に設定します。 

VM- マーケティングが、一定量の保証された CPU リソースを所有することを確認
します。これは、予約設定を使用して確認できます。 

仮想マシンのリソース割り当てを編集するには

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

2 [ インベントリ（inventory）] パネルでホストを選択し、[ リソース割り当て
（Resource Allocation）] タブをクリックします。

3 VM-QA（シェアを変更する仮想マシン）を右クリックして、[ リソース設定の編
集（Edit Resource Settings）] を選択します。

4 [CPU リソース（CPU Resources）] パネルで、[ シェア（Shares）] ドロップダウ
ン メニューから [ 高（High）] を選択します。 
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5 [ メモリ リソース（Memory Resources）] パネルでこれらの手順を繰り返して、
[OK] をクリックします。 

6 マーケティング仮想マシン（VM- マーケティング）を右クリックします。

7 [ 予約（Reservation）] フィールドの値を目的の値に変更して、[OK] をクリック
します。

8 終了したら、[OK] をクリックします。 
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9 ホストの [ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブを選択して、[CPU] を
クリックすると、VM-QA のシェアがほかの仮想マシンのシェアの 2 倍になって
いることがわかります。

仮想マシンのパワーがオンになっていないので [ 使用済み予約（Reservation 
Used）] フィールドは変化していません。 

10 [VM- マーケティング（VM-Marketing）] をパワーオンにして、[ 使用済み CPU 予
約（CPU Reservation Used）] フィールドと [ 未予約 CPU（CPU Unreserved）]
フィールドがどのように変化するかを確認してください。 

リソース プールの作成とカスタマイズ
組織は成長するとより高速かつ良質のシステムを購入でき、異なる部門により多くの
リソースを割り当てることができます。このセクションでは、リソース プールを使
用してホストのリソースを分割する方法について学習します。リソース プールを
VMware クラスタと連動して使用することもできます。その場合、クラスタ内のすべ
てのホストのリソースを 1 つのリソース プールとして管理できます。 

リソース プールを作成するときに、次の属性を指定します。 

予約、制限、およびシェアは、仮想マシンの場合と同様に動作します。詳細につ
いては、「仮想マシンの属性の変更（P.23）」を参照してください。 
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[ 予約タイプ（Reservation Type）] 属性を使用すると、ローカルに使用可能なリ
ソースが不足している場合に親からの使用可能リソースをプールが予約できるよ
うに、リソース プールをセットアップできます。詳細については、「拡張可能予
約について（P.29）」を参照してください。

前述の例の続きとして、QA 部門とマーケティング部門のそれぞれに 1 つの仮想マシ
ンを割り当てるのではなく、事前定義されたサイズのリソースを各部門に割り当てる
と仮定します。部門のシステム管理者は、部門のニーズに応じて部門用の仮想マシン
を作成できます。 

たとえば、6GHz の CPU と 3GB のメモリを提供するホストから開始した場合、
RP-QA 用に [ 高（High）] のシェア割り当てを選択し、RP- マーケティング用に [ 標準

（Normal）] のシェア割り当てを選択することができます。これにより、概算で、
RP-QA 用に 4GHz と 2GB のメモリになり、RP- マーケティング用に 2GHz と 1GB にな
ります。このあと、これらのリソースをそれぞれのリソース プール内の仮想マシン
が使用できます。詳細については、「図 1-4」を参照してください。

図1-4  2 つのリソース プールを持つ ESX Server ホスト

リソース プールを作成およびカスタマイズするには

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

2 左側のインベントリ パネルでホストを選択し、右側の [ コマンド（Commands）]
パネルで [ 新規リソース プール（New Resource Pool）] を選択します。 

3 [ リソース プールの作成（Create Resource Pool）] ダイアログ ボックスで、リ
ソース プールの名前を入力します（例：RP-QA）。
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4 RP-QA の CPU リソースとメモリ リソースについて、[ シェア（Shares）] を [ 高
（High）] に指定します。

5 2 番目のリソース プール RP- マーケティングを作成します。

a CPU とメモリの [ シェア（Shares）] は、[ 標準（Normal）] のままにします。 

b CPU とメモリの [ 予約（Reservation）] を指定します。

c [OK] をクリックして、終了します。 

6 [ インベントリ（inventory）] パネルでホストを選択し、[ リソース割り当て
（Resource Allocation）] タブをクリックします。 

リソース プールが表示に追加されました。上部のパネルでは、第 2 のリソース 
プールの予約が、未予約のリソースから差し引かれています。2 番目のパネルで
は、リソース プールのタイプを含むリソース プール情報が使用可能になってい
ます。 
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リソース プールで指定できる値の要約を表 1-2 に示します。

リソース プールを作成したあと、各リソース プールに仮想マシンを追加します。仮
想マシンのシェアは、同じ親リソース プールを持つほかの仮想マシン（またはリ
ソース プール）に対して相対的です。 

表1-2.  リソース プールの属性

フィールド 説明

CPU シェア
メモリ シェア

このリソース プールのシェアを指定できます。基本的な原理は、「シェ
ア（P.20）」で説明した仮想マシンの場合と同じです。 

予約 ホストがこのリソース プール用に予約する CPU またはメモリの量を表示
します。デフォルトは 0 です。 
0 以外の予約は、親（ホストまたはリソース プール）の未予約のリソー
スから差し引かれます。リソースは、仮想マシンがリソース プールに関
連付けられているかどうかに関係なく予約済みとみなされます。 

拡張可能予約 このチェック ボックスが選択されている場合（デフォルト）、かつリ
ソース プールが（たとえば、仮想マシンのパワーをオンにするために）
自身の予約よりも大きい予約を行わなければならない場合、リソース 
プールは、親のリソース プールのリソースを使用でき、それらのリソー
スを予約できます。
詳細については、「拡張可能予約について（P.29）」を参照してください。

制限 選択されたリソース プールにホストが割り当てる CPU またはメモリの上
限を表示します。デフォルトは [ 制限なし（unlimited）] です。このデ
フォルトにより、アイドル リソースを無駄にすることがなくなります。 
異なる制限を指定する場合は、[ 制限なし（Unlimited）] チェックボック
スの選択を解除します。 
リソース プールの制限は、たとえば、特定の量のリソースをグループ管
理者に割り当てる場合に役に立ちます。グループ管理者は、必要に応じ
てグループ用の仮想マシンを作成できますが、制限によって指定された
サイズより大きいリソースは使用できません。 

注意   仮想マシンをリソース プールに追加したあと、リソース プールの [ リソース割
り当て（Resource Allocation）] タブを選択して、予約済みのリソースと未予約のリ
ソースの情報を表示します。
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拡張可能予約について
拡張可能予約の動作は、例を使用すると最も簡単に理解できます。 

次のシナリオを仮定します（図 1-5 を参照）。

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

2 2GHz の予約を持ち、[ 拡張可能予約（Expandable Reservation）] が選択された
子リソース プール RP-KID を作成します。

3 それぞれ 2GHz の予約を持つ 2 つの仮想マシン VM-K1 と VM-K2 を子リソース 
プールに追加し、これらの仮想マシンのパワーをオンにすることを試みます。 

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

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

図 1-5.  拡張可能リソース プールを使用した許可制御の例 1

ここで、VM-M1 と VM-M2 を使用した別のシナリオについて考えます（図 1-6 を参照）。

1 予約の合計が 3GHz である、RP-MOM 内の 2 つの仮想マシンのパワーをオンに
します。 

2 この場合でも、2GHz はローカルで使用可能なので、RP-KID 内の VM-K1 のパ
ワーをオンにすることができます。 
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3 VM-K2 のパワーをオンにするとき、RP-KID には未予約の CPU 容量がないため、
親を確認します。RP-MOM には未予約で使用可能な容量が 1GHz しかありません

（RP-MOM 用に 5GHz が使用済みで、ローカル仮想マシンが 3GHz を予約し、
RP-KID が 2GHz を予約しています）。その結果、2GHz の予約が必要な VM-K2 を
パワーオンできません。 

図1-6  拡張可能リソース プールを使用した許可制御の例 2

クラスタの作成とカスタマイズ
前のセクションでは、単一ホストのリソースを共有する 2 つのリソース プールを
セットアップしました。クラスタは、ホストのセットで構成されます。VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）が有効な場合、クラスタは共有リソース プールを
サポートし、クラスタ内の仮想マシンの配置と動的ロード バランシングを実行しま
す。試験的な分散電源管理機能も、DRS で有効にできます。これは、十分に余分な
容量が存在するときに、ホストをスタンバイ電源モードにすることを推奨してクラス
タの電源消費を減らします。VMware HA（High Availability）が有効な場合、クラスタ
はフェイルオーバーをサポートします。ホストに障害が発生した場合、関連付けられ
ているすべての仮想マシンが、別のホスト上で再起動されます。

このセクションでは、クラスタの作成について順を追って説明し、基本的なクラスタ
機能について説明します。基本的なクラスタのデフォルト動作を主に取り上げます。 

3 つの物理ホストからなるクラスタがあると仮定します。各ホストは 3GHz と 1.5GB
を提供し、合計で 9GHz と 4.5GB が使用可能です。クラスタで DRS を有効にする場
合、異なる予約またはシェアを持つリソース プールを作成して、部門、プロジェク
ト、ユーザーなどによる仮想マシンのグループに対する統合的な割り当てを管理でき
ます。 

注意   クラスタ機能を使用するには、ライセンスが必要です。 
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DRS が有効なクラスタの場合、システムは、仮想マシンのパワーがオンにされる時
点で、仮想マシンを最適な物理ホスト上に配置します（または配置の勧告を行いま
す）。正確な動作は、クラスタのデフォルトの自動化レベル、または特定の仮想マシ
ンの自動化モードによって異なります。 

クラスタを作成およびカスタマイズするには

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

2 左側のインベントリ パネルでデータセンターを右クリックし、[ 新規クラスタ
（New Cluster）] を選択します。

3 クラスタの名前を指定し、HA と DRS を有効にします。 

4 DRS については、完全自動化のデフォルトをそのまま使用します。 

5 HA については、ホスト障害と許可制御のデフォルトをそのまま使用します。 

6 [ 仮想マシンのスワップファイル ポリシー（Swapfile Policy for Virtual Machines）]
の適切なオプションを選択します。

7 [ 終了（Finish）] をクリックします。 指定した属性を使用して、VirtualCenter
サーバが新しいクラスタを作成します。 

DRS、HA、および使用可能な属性の詳細については、「第 5 章、VMware クラスタの
作成（P.89）」を参照してください。 

次は、いくつかのホストをクラスタに追加します。DRS が有効に設定されているク
ラスタの使用は、クラスタ内にホストが 2 つしかない場合でも有用です。 

HA を有効にしたクラスタでは、最大 4 つの同時ホスト障害をサポートできます。次
の各方法では、同じ VirtualCenter サーバによって管理されるクラスタにホストを追
加します。 

クラスタにホストを追加するには

1 VI Client の左側のパネルでホストを選択し、そのホストをクラスタのアイコンに
ドラッグします。 

DRS が有効に設定されているクラスタの場合、ホストの仮想マシンをクラスタ
の（非表示の）ルート リソース プールに直接追加するのか、ホストを表す新規
リソース プールを作成するのかを指定するよう求めてきます。ルート リソース 
プールは最上位レベルにあり、クラスタによってリソースが所有されるので表示
されません。 
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DRS が有効に設定されていないクラスタの場合、すべてのリソース プールが削
除されます。

2 適切なオプションを選択します。 最初のオプションを選択すると、クラスタに追
加するホスト上にあったリソース プール階層が削除され、すべてのリソースが
クラスタによって管理されるようになります。ホスト用にリソース プールを作
成した場合は、2 番目のオプションを選択します。

3 クラスタを選択し、[ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブを選択し
て、ホストを追加し、クラスタのリソース割り当て情報を確認します。 

注意   HA が有効に設定してあるクラスタを使用している場合は、指定したフェ
イルオーバー キャパシティを満たすのに十分なホストを追加するまで、赤の警
告アイコンがクラスタに付く場合があります。詳細については、「有効なクラス
タ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ（P.82）」を参照してください。 



VMware, Inc. 33

  

  

2

本章の内容は、次のとおりです。

リソースについて（P.33）

ESX Server のアーキテクチャについて（P.36）

CPU とメモリの仮想化について（P.39）

リソースについて
リソースには、CPU、メモリ、電源、ディスク、およびネットワーク リソースが含
まれます。本書では、CPU リソースとメモリ リソースを主に取り上げます。電源リ
ソースは、試験的にサポートする分散電源管理機能で管理できます。詳細について
は、「分散電源管理（P.70）」を参照してください。ディスク リソースとネットワーク 
リソースについては、『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 

リソースの提供者と消費者
Virtual Infrastructure 環境内では、リソースの提供者と消費者を考えると理解するのに
役立ちます。 

ホストとクラスタは、物理リソースの提供者です。 

ホストの場合、使用可能なリソースとは、仮想化ソフトウェアによって使用されるリ
ソースをホストのハードウェア仕様から差し引いた分です。

リソース管理の概念 2
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クラスタは、ホストのグループです。VMware VirtualCenter でクラスタを作成し、そ
のあとで複数のホストをそのクラスタに追加できます。VirtualCenter は、それらのホ
ストのリソースをまとめて管理します。クラスタが、すべてのホストの CPU とメモ
リをすべて所有します。共通のロード バランシングとフェイルオーバーについて、
クラスタを有効にすることができます。クラスタの概要については、「第 4 章、クラ
スタについて（P.61）」を参照してください。 

リソース プールは、リソースの柔軟な管理のための論理の抽象的な概念です。リ
ソース プールは階層にグループ化することができます。リソース プールは、リソー
スの提供者と消費者の両方であるとみなすことができます。リソース プールは、子
リソース プールと仮想マシンにリソースを提供します。リソース プールは親のリ
ソースを消費するので、リソースの消費者でもあります。詳細については、「第 3
章、リソース プールとその管理について（P.43）」を参照してください。

仮想マシンは、リソースの消費者です。作成時に割り当てるデフォルトのリソース設
定は、ほとんどのマシンで十分に機能します。仮想マシンの設定をあとで編集して、
リソース提供者の CPU とメモリの合計、または保証された CPU とメモリの予約に対
するシェア ベースの割合を割り当てることができます。仮想マシンをパワーオンす
る場合、サーバは、未予約の十分なリソースが使用可能かどうかを検査して、十分な
リソースがある場合にのみパワーオンすることを許可します。（このプロセスを許可
制御と呼びます。）

クラスタ、リソース プール、仮想マシンがどのように VI Client に表示されるかにつ
いては、図 2-1 を参照してください。

図2-1  VI Client 内のクラスタ、リソース プール、および仮想マシン

クラスタ

リソース プール

仮想マシン
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ESX Server によるリソース管理
各仮想マシンは、ESX Server ホストの CPU、メモリ、ネットワーク バンド幅、スト
レージの各リソースの一部を消費します。ホストは、次のようないくつもの要素に基
づいて、基礎になるハードウェア リソースのシェアを各仮想マシンに対して保証し
ます。

ESX Server ホスト（またはクラスタ）用に使用可能なリソース。 

仮想マシンの予約、制限、およびシェア。仮想マシンのこれらの属性には、デ
フォルトの値があり、それらの値は、リソース割り当てをカスタマイズするため
に変更することができます。詳細については、「仮想マシンのリソース割り当て
について（P.18）」を参照してください。 

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

システム管理者がリソース プール階層内でリソース プールに割り当てた予約、
制限、およびシェア。 

仮想化の管理に必要なオーバーヘッド。

サーバは、リソースごとに異なる管理をします。サーバは、使用可能な合計リソース
と上記の要素に基づいて CPU リソースとメモリ リソースを管理します。 

サーバは、ネットワーク リソースとディスク リソースをホストごとに管理します。
VMware Server は、次のことを行います。

比例的なシェアのメカニズムを使用してディスク リソースを管理します。 

ネットワーク トラフィック シェーピングを使用してネットワークのバンド幅を
制御します。 

管理者によるリソースの構成
多くの場合、仮想マシンの作成時にシステムが使用するデフォルト値は、適切な値で
す。しかし、状況によっては、システムがより多くの、またはより少ないリソースを
それらの仮想マシンに割り当てるように、仮想マシンをカスタマイズしたほうがよい
場合があります。 

注意   『ESX Server 構成ガイド』は、ディスク リソースとネットワーク リソースにつ
いての最良の資料です。『ファイバ チャネル SAN 構成ガイド』および

『iSCSI SAN 構成ガイド』には、ESX Server を SAN ストレージとともに使用する場合の
背景情報とセットアップ情報が記載されています。
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仮想マシンとリソース プールの属性、および仮想マシンとリソース プールのカスタ
マイズ方法については、本書全体を通じて説明します。概要については、「CPU 管理
についてのシステム管理者の関与（P.38）」と「メモリ管理についてのシステム管理
者の関与（P.39）」を参照してください。 

リソースの使用率とパフォーマンス
リソースの使用率は、パフォーマンスにとって重要です。Virtual Infrastructure コン
ポーネントから最高のパフォーマンスを引き出すには、どのリソースもボトルネック
にならないようにします。詳細については、「第 11 章、ベスト プラクティス

（P.167）」を参照してください。resxtop および esxtop パフォーマンス測定ツール
については、「付録 A、パフォーマンス監視ユーティリティ：resxtop および esxtop

（P.175）」を参照してください。 

ESX Server のアーキテクチャについて
ESX Server システムでは、異なるコンポーネントが一緒に動作することで、仮想マシ
ンが実行され、リソースへのアクセスが仮想マシンに提供されます。このセクション
では、 ESX Server のアーキテクチャについて簡単に説明します。 

図 2-2 は、ESX Server ホストの主なコンポーネントを示しています。

 

注意   リソース管理の実用について知りたい場合は、このセクションはスキップして
ください。

注意   図 2-2 に示すサービス コンソール コンポーネントは、 ESX Server 3 を使用してい
るときにのみ該当します。ESX Server 3i にはサービス コンソールがありません。
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図2-2  ESX Server ホストのコンポーネント

VMkernel
VMkernel は、ヴイエムウェアで開発した高性能オペレーティング システムであり、
ESX Server ホスト上で直接実行されます。VMkernel は、たとえば次のようなハード
ウェア上のほとんどの物理リソースを制御および管理します。

メモリ
物理プロセッサ
ストレージ コントローラとネットワーク コントローラ

VMkernel は、CPU、メモリ、およびディスク アクセスのスケジューラを含んでおり、
完全なストレージとネットワークのスタックを持ちます。仮想マシン ファイル シス
テム（VMFS）も含まれます。VMFS は分散ファイル システムで、仮想マシンのディ
スク ファイルやスワップ ファイルなどの大きなファイル用に最適化されています。

VMkernel リソース マネージャ
リソース マネージャは、基礎になるサーバの物理リソースを区分します。リソース予
約や比例配分のシェア スケジューリングなどの機能を使用して、パワーオン状態の仮
想マシンに CPU、メモリ、ディスクの各リソースを割り当てます。リソース割り当て
の詳細については、「第 9 章、高度なリソース管理（P.125）」を参照してください。 

ユーザーは、仮想マシンごとにシェア、予約、制限を指定できます。リソース マネー
ジャは、CPU とメモリを各仮想マシンに割り当てる場合にその情報を考慮します。詳
細については、「ESX Server によるリソース管理（P.35）」を参照してください。 
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VMkernel ハードウェア インターフェイス レイヤー
ハードウェア インターフェイスは、ESX Server（および仮想マシン）のユーザーに対
してハードウェアの違いを隠します。ハードウェア インターフェイスはハードウェ
ア固有のサービス提供を可能にします。またデバイス ドライバも含みます。

仮想マシン モニタ
仮想マシン モニタ（VMM）は、プロセッサやメモリなど x86 ハードウェアの仮想化
を担当します。仮想マシンの実行が開始されると、制御が VMM に移り、VMM が仮
想マシンからの命令の実行を開始します。VMM への制御の移行には、VMM がハー
ドウェア上で直接実行されるように、システム状態の設定が伴います。

サービス コンソール
サービス コンソールは、Red Hat Enterprise Linux 3 Update 8（RHEL 3 U8）に基づいた
Linux の制限されたディストリビューションです。サービス コンソールは、ESX 
Server 3 システムを監視および管理する実行環境です。ESX Server 3i にはサービス コ
ンソールがありません。

CPU 管理についてのシステム管理者の関与
現在の CPU 割り当てについての情報には、VI Client を通じて、または Virtual 
Infrastructure SDK を使用して、アクセスできます。 

CPU 割り当ては次の方法で指定します。

VI Client を通じて使用可能な属性と特殊な機能を使用します。VI Client のグラフィ
カル ユーザー インターフェイス（GUI）により、ESX Server ホストまたは
VirtualCenter サーバに接続できます。概要については、「第 1 章、リソース管理
について（P.13）」を参照してください。 

特定の状況下で高度な設定を使用します。詳細については、「第 9 章、高度なリ
ソース管理（P.125）」を参照してください。 

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

「ハイパースレッディング（P.131）」の説明に従って、ハイパースレッディング
を使用します。 

注意   ほとんどの場合、システム管理者は、ESX Server システムまたは VirtualCenter
サーバのどちらかに接続した VI Client を使用して、ESX Server システムを監視および
管理します。
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CPU 割り当てをカスタマイズしない場合、ESX Server ホストは、ほとんどの状況で良
好に機能するデフォルトを使用します。 

メモリ管理についてのシステム管理者の関与
現在のメモリ割り当てについての情報とその他の状態情報には、VI Client を通じて、
または Virtual Infrastructure SDK を使用して、アクセスできます。 

メモリ割り当ては次の方法で指定します。 

VI Client を通じて使用可能な属性と特殊な機能を使用します。
VI Client の GUI により、ESX Server ホストまたは VirtualCenter サーバに接続でき
ます。概要については、「第 1 章、リソース管理について（P.13）」を参照してく
ださい。

特定の状況下で高度な設定を使用します。詳細については、「第 9 章、高度なリ
ソース管理（P.125）」を参照してください。 

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

メモリ割り当てをカスタマイズしない場合、ESX Server ホストは、ほとんどの状況で
良好に機能するデフォルトを使用します。 

NUMA アーキテクチャを持つサーバについては、「第 10 章、NUMA システムと ESX 
Server の併用（P.155）」を参照してください。 

CPU とメモリの仮想化について
このセクションでは、仮想化について、および仮想マシンで使用可能なリソースに関
する仮想化の意味について説明します。 

CPU の仮想化の基礎
1 つまたは複数の仮想プロセッサを使用して、それぞれ独自のレジスタ セットおよび
制御構造を備える仮想マシンを構成できます。仮想マシンをスケジュール設定する
と、その仮想プロセッサが物理プロセッサ上で実行するようにスケジュール設定され
ます。VMkernel リソース マネージャは、物理 CPU 上に仮想 CPU をスケジュール設
定することによって、仮想マシンから物理 CPU リソースへのアクセスを管理します。
ESX Server は、最大 4 つの仮想プロセッサを持つ仮想マシンをサポートします。詳細
については、「マルチコア プロセッサ（P.130）」を参照してください。

注意   CPU アフィニティは、通常は推奨されません。CPU アフィニティとその潜
在的な問題については、「CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロ
セッサに割り当てる（P.128）」を参照してください。
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物理プロセッサと論理プロセッサに関する情報を表示するには

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

2 [ プロセッサ（Processors）] を選択します。

物理プロセッサの数とタイプ、および論理プロセッサの数についての情報を参照
できます。[ プロパティ（Properties）] をクリックして、ハイパースレッディン
グを無効または有効にすることもできます。 

メモリの仮想化の基礎
VMkernel は、すべてのマシン メモリを管理します。（ただし、ESX Server 3 のサービス 
コンソールに割り当てられたメモリは例外です。）VMkernel は、この管理対象マシン 
メモリの一部を自身専用にします。残りが、仮想マシン用に使用可能になります。仮
想マシンは、マシン メモリを 2 つの目的で使用します。各仮想マシンは、自身のメモ
リを必要とし、VMM は、コードとデータ用にいくらかのメモリを必要とします。

注意   ゲスト OS が Windows Vista の場合、1 つの仮想マシンでサポートされる仮想
CPU は 2 つだけです。

注意   ハイパースレッディング システムでは、各ハードウェア スレッドが論理プ
ロセッサになります。ハイパースレッディングが有効なデュアルコア プロセッ
サでは、コアが 2 つで論理プロセッサが 4 つになります。
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ホストのメモリの使用状況に関する情報を表示するには

1 VI Client でホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 [ メモリ（Memory）] を選択します。

合計メモリ、および仮想マシンに使用できるメモリに関する情報が表示されま
す。ESX Server 3 では、サービス コンソールに割り当てられているメモリも表示
されます。

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

構成済みサイズ　構成済みサイズは、仮想マシンの仮想化レイヤーで管理される構造
です。これはゲスト OS に提供されるメモリの合計ですが、後述のリソース設定（シェ
ア、予約、制限）に依存し、仮想マシンに割り当てられる物理 RAM とは別です。  

たとえば、構成済みサイズが 1GB の仮想マシンについて考えます。ゲスト OS は起
動するときに、物理メモリが 1GB の専用マシンで実行していると考えています。こ
の仮想マシンに割り当てられる物理ホスト メモリの実際の容量は、ESX Server ホスト
のメモリ リソース設定およびメモリの競合に依存します。場合によっては、仮想マ
シンに 1GB が完全に割り当てられます。別の場合には、より小さな割り当てを受け
ることがあります。実際の割り当てにかかわらず、ゲスト OS は、物理メモリが 1GB
の専用マシンで実行している場合と同じ動作を続けます。 
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シェア　予約以外に指定可能な場合、ここで仮想マシンの相対的な優先順位を指定し
ます。詳細については、「シェア（P.20）」を参照してください。  

予約　メモリがオーバーコミットされる場合でも、ホストが仮想マシン用に予約する物
理メモリ容量の、保証された下限です。過大なページングがなく効率的に動作するのに
十分なメモリを仮想マシンが確実に利用できるよう、予約のレベルを設定します。          
制限　ホストが仮想マシンに割り当てる物理メモリ容量の上限です。仮想マシンのメ
モリ割り当ては、構成済みサイズでも暗黙的に制限されます。   

オーバーヘッド メモリには、仮想マシンのフレーム バッファと各種の仮想化データ
構造のために予約されたスペースが含まれます。詳細については、「メモリ オーバー
ヘッドについて（P.138）」を参照してください。 

メモリのオーバーコミット
システムは実行中の仮想マシンごとに、仮想マシンの予約（ある場合）と、仮想マシ
ンの仮想化オーバーヘッド用の物理メモリを予約します。ESX Server ホストのメモリ
管理手法のおかげで、仮想マシンは、物理マシン（ホスト）で利用可能なメモリより
多いメモリを使用できます。たとえば、2GB のメモリを持つホストがある場合に、
それぞれ 1GB のメモリを持つ 4 つの仮想マシンを実行することができます。この場
合、メモリがオーバーコミットされます。 

オーバーコミットが有用なのは、一般に、仮想マシンには負荷の軽いものと負荷の重
いものがあり、相対的な動作レベルが時間とともに変動するためです。 

メモリの使用率を向上させるために、ESX Server ホストは、アイドル状態の仮想マシ
ンから、より多くのメモリを必要とする仮想マシンにメモリを移動します。予約また
はシェアのパラメータを調節して、重要な仮想マシンにメモリを優先的に割り当てま
す。このメモリは、使用されていない場合にほかの仮想マシンで利用できます。 

メモリの共有
仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供するワークロードは、いくつもありま
す。たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンスを実行して
いたり、同じアプリケーションまたはコンポーネントをロードしていたり、共通の
データを含んでいたりすることがあります。ESX Server システムは、専用のページ共
有技法を使用して、メモリ ページの冗長コピーを安全に削除します。 

メモリの共有により、複数の仮想マシンからなるワークロードが消費するメモリが、
物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなることがよくあります。結果的
に、システムは、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートできます。 

メモリの共有によって節約されるメモリの容量は、ワークロードの特性に依存しま
す。ほとんど同一な多数の仮想マシンのワークロードでは、30 パーセントを超える
メモリが解放される場合がある一方、より多様なワークロードでは、メモリの 5
パーセント未満しか節約されないことがあります。 
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本章では、リソース プールについて紹介し、Virtual Infrastructure によってどのよう
にリソース プールを表示および管理できるかについて説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

リソース プールについて（P.44）

リソース プールの許可制御（P.47）

リソース プールの作成（P.48）

リソース プール情報の表示（P.51）

リソース プールの属性の変更（P.55）

リソース プールのパフォーマンスの監視（P.55）

リソース プールへの仮想マシンの追加（P.56）

リソース プールからの仮想マシンの削除（P.57）

リソース プールとクラスタ（P.58）

すべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているものと仮定し
て説明しています。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参照して
ください。

リソース プールとその管理に
ついて 3
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リソース プールについて
リソース プールを使用して、使用可能な CPU リソースとメモリ リソースを階層的に
パーティション分割します。 

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

子リソース プールを作成しない場合は、ルート リソース プールだけが存在します。 

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

リソース プールには、子リソース プールまたは仮想マシン、あるいはその両方を格
納できます。共有リソースの階層を形成できます。より上位にあるリソース プール
を親リソース プールと呼びます。同じレベルにあるリソース プールと仮想マシンを
兄弟と呼びます。クラスタ自体は、ルート リソース プールを表します。 

図3-1  リソース プール階層での親、子、および兄弟

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

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

注意   VMware DRS は、仮想マシン間でリソースのバランスを取るのに役立ちま
す。これについては、「VMware DRS について（P.64）」に説明があります。

ルート リソース 

兄弟

兄弟

親リソース プール
子リソース プール
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リソース プールを使用する理由
リソース プールを使用すると、ホスト（またはクラスタ）のリソース管理を委任す
ることができます。特にリソースプールを使用して、クラスタ内のすべてのリソース
を区分化する場合に利点があります。ホストまたはクラスタの直接の子として、複数
のリソース プールを作成し、構成できます。そのあと、リソース プールの管理をほ
かの個人または組織に委任できます。 

リソース プールを使用すると、次の利点を得られる場合があります。 

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

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

アクセス制御と委任　最上位レベルの管理者が、リソース プールを部門レベル
の管理者が使用できるようにした場合、部門レベルの管理者は、現在の設定

（シェア、予約、制限）によってリソース プールに割り当てられるリソースの限
度内で、すべての仮想マシンの作成と管理を実行できます。一般に、委任は権限
の設定とともに行われます。これについては、『製品の概要』に説明があります。 

リソースとハードウェアとの隔離　DRS が有効に設定されているクラスタを使用
している場合、すべてのホストのリソースは、常にそのクラスタに割り当てられ
ます。これは、リソースを提供する実際のホストと無関係に管理者がリソース管
理を実行できることを意味します。たとえば 3 つの 2GB ホストを 2 つの 3GB ホ
ストに置き換える場合、リソース割り当てを変更する必要はありません。 

このように切り離して考えることで、管理者は個々のホストというより、コン
ピュータ容量全体に注意を払えるようになります。 

多層サービスを実行する仮想マシンのセットの管理　各仮想マシンに対してリ
ソースを設定する必要がありません。代わりに、それらの仮想マシンを含むリ
ソース プールに対する設定を変更することで、仮想マシンのセットに対するリ
ソースの全体的な割り当てを制御することができます。
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たとえば、ホストに多数の仮想マシンがあるとします。マーケティング部門は 3 つ
の仮想マシンを使用し、QA 部門は 2 つの仮想マシンを使用します。QA 部門は、よ
り多くの CPU とメモリを必要とするため、管理者は、グループごとに 1 つのリソー
ス プールを作成します。QA 部門のユーザーは自動化されたテストを実行するため、
管理者は QA 部門のプールの [CPU シェア（CPU Shares）] を [ 高（High）] に設定し、
マーケティング部門のプールを [ 標準（Normal）] に設定します。CPU とメモリのリ
ソースがより少ない 2 番目のリソース プールでも、マーケティング スタッフの軽い
負荷には十分です。QA 部門が割り当て分のすべてを使用していない場合、マーケ
ティング部門はいつでも使用可能リソースを使用することができます。

このシナリオを図 3-2 に示します。数値は、リソース プールに対する実際の割り当
てを示しています。 

図3-2  リソース プールへのリソースの割り当て

ホスト リソース プールとクラスタ リソース プール
スタンドアロン ESX Server ホストまたは DRS クラスタの子リソース プールを作成で
きます。 

スタンドアロン ESX Server ホストの場合は、ホストの子としてリソース プールを
作成および管理できます。各ホストは、自身のリソース プール階層をサポート
します。

DRS が有効に設定されていないクラスタにホストを追加する場合、ホストのリソー
ス プール階層は破棄され、リソース プール階層を作成することはできません。

DRS が有効に設定されているクラスタの場合、すべてのホストのリソースは、ク
ラスタに割り当てられます。 
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リソース プールを持つホストを DRS クラスタに追加する場合、リソース プール
の配置を決定するよう求められます。デフォルトでは、リソース プール階層は
破棄され、仮想マシンと同じレベルでホストが追加されます。ホストのリソース 
プールをクラスタのリソース プール階層に継ぎ足すことを選択でき、最上位レ
ベルのリソース プールの名前を選択できます。詳細については、「リソース プー
ルとクラスタ（P.58）」を参照してください。

すべてのリソースが統合されるので、個々のホストのリソースを管理するのでは
なく、クラスタ レベルですべてのリソースを管理することになります。仮想マ
シンは、事前定義された特性を持つリソース プールに割り当てます。あとでホ
ストの追加、削除、またはアップグレードによって容量を変更する場合、リソー
ス プールに対して行ったリソース割り当てを変更する必要が生じる可能性があ
ります。 

VirtualCenter サーバが使用不能になった場合は、ESX Server ホストに接続した VI 
Client を使用して変更します。ただし、VirtualCenter サーバが再び使用可能に
なった時点でクラスタが黄色（オーバーコミット）または赤（無効）になること
があります。詳細については、「有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラス
タ（P.82）」を参照してください。クラスタが自動モードの場合、VirtualCenter
サーバが再び使用可能になった時点で、VirtualCenter は、記憶している最後のク
ラスタ構成を再適用します（加えた変更が取り消されることがあります）。 

リソース プールの許可制御
ESX Server ホスト上の仮想マシンのパワーをオンにする場合、ホストは、「許可制御

（P.22）」で説明したとおり、基本的な許可制御を最初に実行します。リソース プール
内の仮想マシンのパワーをオンにする場合、または子リソース プールの作成を試み
る場合、システムは追加の許可制御を実行して、リソース プールの制限に違反しな
いことを確認します。 

仮想マシンのパワーをオンにする前に、またはリソース プールを作成する前に、リ
ソース プールの [ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブで [ 未予約 CPU

（CPU Unreserved）] フィールドと [ 未予約メモリ（Memory Unreserved）] フィール
ドを調べて、十分なリソースが使用可能になっているかどうかを判断します（図 3-3
を参照）。 

図3-3  リソース プールの予約情報

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

[ 固定（Fixed）] 予約タイプ。リソース プールに十分な未予約リソースがあるかど
うかをシステムが確認します。ある場合、アクションを実行することができます。
ない場合、メッセージが表示され、アクションを実行することはできません。 

[ 拡張可能（Expandable）] 予約タイプ。要件を満たす十分な未予約リソースがリ
ソース プールにあるかどうかをシステムが確認します。

十分なリソースがある場合、アクションが実行されます。 

十分なリソースがない場合、（直接の親または祖先の）親リソース プール内
でリソースが使用可能かどうかを管理サーバが検査します。使用可能な場
合、アクションが実行され、親リソース プールのリソースが予約されます。
使用可能なリソースがない場合、メッセージが表示され、アクションは実行
されません。詳細については、「拡張可能予約について（P.29）」を参照して
ください。 

事前定義された [ 予約（Reservation）] または [ 制限（Limit）] の設定を侵害すること
はできません。リソース プールを再構成するごとに、または仮想マシンのパワーを
オンにするごとに、システムは、すべてのサービスレベルを保証できるように、すべ
てのパラメータを検証します。 

リソース プールの作成
任意の ESX Server 3.x ホスト、リソース プール、または DRS クラスタの子リソース 
プールを作成できます。 

子リソース プールを作成する場合、リソース プールの属性情報の入力を求めるプロ
ンプトが表示されます。システムは、許可制御を使用して、使用できないリソースが
割り当てられないようにします。たとえば、予約が 10GB のリソース プールがあり、
予約で 6GB の子リソース プールを作成した場合、2 つ目に作成する子リソース プー
ルの予約を 6GB にして、[ タイプ（Type）] を [ 固定（Fixed）] に設定することはで
きません。 

注意   ホストがクラスタに追加された場合、そのホストの子リソース プールは作成で
きません。DRS が有効に設定されているクラスタの場合は、そのクラスタの子リ
ソース プールを作成できます。
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リソース プールの作成方法

1 該当する親を選択し、[ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ 新規リソース プール
（New Resource Pool）] を選択するか、または [ 概要（Summary）] タブの [ コマ
ンド（Commands）] パネルで [ 新規リソース プール（New Resource Pool）] を
クリックします。 

2 [ 新規リソース プール（New Resource Pool）] ダイアログ ボックスに、リソース
プールに関する次の情報を入力します。

フィールド 説明

名前 新規リソース プールの名前。

CPU リソース

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持する CPU
シェア数。兄弟リソース プールは、予約と制限によって決定
される相対的なシェア値に従ってリソースを共有します。[ 低

（Low）]、[ 標準（Normal）]、[ 高（High）] を選択するか、あ
るいは [ カスタム（Custom）] を選択して数値を指定し、シェ
ア値を割り当てます。 

予約 このリソース プール用に確保されている CPU の割り当て。 

拡張可能予約 許可制御中に拡張可能予約が考慮されるかどうかを表します。
このリソース プール内の仮想マシンのパワーをオンにすると、
仮想マシンの予約の合計がリソース プールの予約よりも大き
くなる場合、このチェック ボックスが選択されている（デ
フォルト）と、リソース プールは親または祖先のリソースを
使用できます。 

制限 ホストがこのリソース プールで使用できる CPU 容量の上限。
デフォルトは [ 制限なし（Upper limit）] です。制限を指定す
る場合は、[ 制限なし（Unlimited）] チェックボックスの選択
を解除し、数値を入力します。

メモリ リソース

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持するメモリ 
シェア数。兄弟リソース プールは、予約と制限によって決定
される相対的なシェア値に従ってリソースを共有します。[ 低

（Low）]、[ 標準（Normal）]、[ 高（High）] を選択するか、あ
るいは [ カスタム（Custom）] を選択して数値を指定し、シェ
ア値を割り当てます。 

予約 このリソース プール用に確保されているメモリの割り当て。 
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3 すべての項目を選択したら、[OK] をクリックします。 VirtualCenter は、リソース 

プールを作成し、インベントリ パネルに表示します。 

使用可能な CPU とメモリの合計の制限が原因で、選択した値が正当な値でない
場合は、黄色い三角形が表示されます。 

拡張可能予約について
仮想マシンのパワーをオンにする場合、またはリソース プールを作成する場合、シ
ステムは、CPU とメモリの予約がそのアクション用に使用できるかどうかを検査し
ます。 

[ 拡張予約（Expandable Reservation）] が選択されていない場合、システムは、選択
されたリソース プール内で使用可能なリソースだけを考慮します。

[ 拡張予約（Expandable Reservation）] が選択されている場合（デフォルト）、システ
ムは、選択されたリソース プールおよび直接の親のリソース プール内で使用可能な
リソースを考慮します。親のリソース プールでも [ 拡張予約（Expandable 
Reservation）] オプションが選択されている場合は、その親のリソース プールからリ
ソースを借りることができます。[ 拡張予約（Expandable Reservation）] オプション
が選択されている限り、リソースの借用は、現在のリソース プールの祖先から繰り
返し発生します。このオプションを選択しておくと、柔軟性が高まりますが、同時に
保護が弱くなります。子リソース プールの所有者は、予想以上のリソースを予約す
ることがあります。

拡張可能予約の例  管理者が、プール P を管理し、2 人の異なるユーザー（または 2
つの異なるグループ）用に 2 つの子リソース プール S1 と S2 を定義するとします。

拡張可能予約 許可制御中に拡張可能予約が考慮されるかどうかを表します。
このリソース プール内の仮想マシンのパワーをオンにして、
仮想マシンの予約の合計がリソース プールの予約よりも大き
い場合、このチェック ボックスが選択されている（デフォル
ト）と、リソース プールは親または祖先のリソースを使用で
きます。 

制限 このリソース プールに割り当てるメモリの上限。デフォルト
は [ 制限なし（Unlimited）] です。異なる制限を指定する場合
は、[ 制限なし（Unlimited）] チェックボックスの選択を解除
します。

フィールド 説明

注意   このオプションを選択しておくのは、子リソース プールの管理者がリソースを
不必要に予約しないことが確実な場合だけにしてください。
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管理者は、予約を持つ仮想マシンのパワーをユーザーがオンにするであろうことを
知っていますが、各ユーザーがどれだけの量を予約しなければならないかは知りませ
ん。S1 と S2 の予約を拡張可能にすると、管理者は、プール P の共通の予約をより柔
軟に共有および継承することができます。

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

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

リソース プール情報の表示
VI Client でリソース プールを選択すると、そのリソース プールに関する情報が [ 概要

（Summary）] タブに表示されます。次のセクションでは、「リソース プールの [ 概要
（Summary）] タブ（P.51）」と「リソース プールの [ リソース割り当て（Resource 
Allocation）] タブ（P.52）」についての情報のリストを示します。 

リソース プールの [ 概要（Summary）] タブ
リソース プールの [ 概要（Summary）] タブには、リソース プールについての高レベ
ルな統計情報が表示されます。 

注意   ほかのすべてのタブについては、オンライン ヘルプに詳細な説明があります。 
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リソース プールの [リソース割り当て（Resource Allocation）]タブ

リソース プールの [ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブには、表 3-2 およ
び表 3-3 で説明するように、現在予約されていて使用可能なリソース プールのリ
ソースの詳細情報が表示され、リソースのユーザーのリストが示されます。 

表3-1  リソース プールの [概要（Summary）] タブのセクション

セクション 説明

全般 [ 全般（General）] パネルには、リソース プールの統計情報が表示されます。
[ 仮想マシンの数（Number of Virtual Machines）]　このリソース プール
内の仮想マシンの数。子リソース プール内の仮想マシンの数は含みま
せん。 
[ 実行中の仮想マシンの数（Number of Running Virtual Machines）]　こ
のリソース プール内の実行中の仮想マシンの数。子リソース プール内
で実行中の仮想マシンの数は含みません。 
[ 子リソース プールの数（Number of Child Resource Pools）]　階層内の
すべてのリソース プールは含まず、直接の子リソース プールだけを含
みます。

CPU このリソース プールに対して指定された、CPU の [ シェア（Shares）]、[ 予
約（Reservation）]、[ 予約タイプ（Reservation Type）]、および [ 制限

（Limit）]。現在未予約の CPU の量も表示されます。 

コマンド よく使用されるコマンドを呼び出すことができます。 
[ 新規仮想マシン（New Virtual Machine）]　このリソース プール内に新
しい仮想マシンを作成するための [ 新規仮想マシン ] ウィザードを起動
します。 
[ 新規リソース プール（New Resource Pool）]　[ リソース プールの作成

（Create Resource Pool）] ダイアログ ボックスを表示します。選択した
リソース プールの子リソース プールをこのダイアログ ボックスで作成
できます。 
[ 設定の編集（Edit Settings）]　選択したリソース プールの CPU とメモリ
の属性を変更できます。 

リソース 選択したリソース プール内で実行中の仮想マシンの [CPU 使用量（CPU 
Usage）] と [ メモリ使用量（Memory Usage）] が表示されます。 

メモリ このリソース プールに対して指定された [ シェア（Shares）]、[ 予約
（Reservation）]、[ 予約タイプ（Reservation Type）]、および [ 制限（Limit）]
が表示されます。現在未予約のメモリの量も表示されます。 
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図3-4  リソース プールの [リソース割り当て（Resource Allocation）] タブ

図 3-4 の上部には、リソース プール自体についての表 3-2 で示す情報が表示されます。

図 3-4 で、リソース プール固有の情報の下には、このリソース プールの仮想マシン
と子リソース プールのリストがあります。このリストには、このリソース プールの
子リソース プールに割り当てられた仮想マシンは含まれません。

[CPU] または [ メモリ（Memory）] タブをクリックして、表 3-3 で説明した情報を表
示します。

表3-2  [ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブのフィールド

フィールド 説明

CPU 予約 /
メモリ予約

このリソース プールの予約に指定された CPU またはメモリの
量。予約は、リソース プールの作成時に、またはあとでリ
ソース プールを編集する時点で指定できます。 

使用済み CPU 予約 / 使用済
みメモリ予約

使用された CPU 予約またはメモリ予約。予約は、仮想マシン
の実行によって、または予約を持つ子リソース プールによっ
て使用されます。 

未予約 CPU/ 
未予約メモリ

現在予約されてなく、仮想マシンとリソース プールが予約で
きる CPU またはメモリ。 
注：特定のサイズの子リソース プールを作成できるかどうか
を判断する場合、または特定の予約を持つ仮想マシンのパ
ワーをオンにできるかどうかを判断する場合は、この値に注
目してください。 

CPU 予約タイプ / メモリ予
約タイプ

[ 拡張可能（Expandable）]または [ 固定（Fixed）]。詳細につ
いては、「拡張可能予約について（P.50）」を参照してください。 
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表3-3  [ リソース割り当て（Resource Allocation）] の CPU とメモリのフィールド

フィールド 説明

名前 リソース プールまたは仮想マシンの名前。 

予約 この仮想マシンまたはリソース プールの、指定された予約。デフォルトは 0 で
す。つまり、システムはこのリソース プール用にリソースを予約しません。 

制限 この仮想マシンまたはリソース プールの、指定された制限。デフォルトは [
制限なし（Unlimited）] です。つまり、システムは可能なかぎり多くのリ
ソースをこの仮想マシンに割り当てます。

シェア この仮想マシンまたはリソース プールの、指定されたシェア。デフォルト設
定の 1 つが選択されている場合、[ 高（High）]、[ 標準（Normal）]、[ 低

（Low）] のいずれかです。カスタム設定を選択した場合は、[ カスタム
（Custom）] です。 

シェア値 この仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられているシェアの値。こ
の値は、シェアの設定（[ 高（High）]、[ 標準（Normal）]、[ 低（Low）]、
または [ カスタム（Custom）]）に依存します。詳細については、「シェア

（P.20）」を参照してください。 

シェア率 親リソース プールのすべての子に割り当てられたシェアの合計によって除算
された、このリソース プールまたは仮想マシンのシェア値。この値は、親リ
ソース プールのローカル シェア割り当てには関係しません。 

タイプ 予約タイプ。[ 固定（Fixed）] または [ 拡張可能（Expandable）] のどちらか。
詳細については、「拡張可能予約について（P.29）」を参照してください。



VMware, Inc. 55

第 3章 リソース プールとその管理について

  

  

リソース プールの属性の変更
リソース プールの変更方法

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

2 [ 概要（Summary）] タブの [ コマンド（Command）] パネルで [ 設定の編集
（Edit Settings）] を選択します。

3 選択したリソース プールのすべての属性を [ 設定の編集（Edit Settings）] ダイア
ログ ボックスで変更できます。 
項目については、「リソース プールの作成（P.48）」で説明してあります。 

リソース プールのパフォーマンスの監視
リソース プールのパフォーマンスを監視すると、リソース プールの割り当ての有効
性を理解するのに役立ちます。 

リソース プールのパフォーマンスを監視するには

1 [ インベントリ（inventory）] パネルでリソース プールを選択します。 

2 [ パフォーマンス（Performance）] タブをクリックします。 
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リソース プールのパフォーマンスについての情報が表示されます。パフォーマンス 
チャートをカスタマイズするには、[ チャート オプションの変更（Change Chart 
Options）] をクリックします。パフォーマンス チャートの詳細と構成方法について
は、オンライン ヘルプを参照してください。

リソース プールへの仮想マシンの追加
新しい仮想マシンを作成すると、作成プロセスの一部として、[ 仮想マシン（Virtual 
Machine）] ウィザードでその仮想マシンをリソース プールに追加できます。既存の
仮想マシンをリソース プールに追加することもできます。このセクションでは、両
方のタスクについて説明します。 

仮想マシンを作成して、リソース プールに追加するには

1 ホストを選択し、[ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ 仮想マシン（Virtual 
Machine）] を選択します（または、<Ctrl>+<N> を押します）。 

2 ウィザードによって求められた場合はリソース プールを場所として選択して、
仮想マシンについての情報を入力します。 

選択したリソース プールに仮想マシンが配置されます。 

既存の仮想マシンをリソース プールに追加するには

1 インベントリの任意の場所から仮想マシンを選択します。 

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

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

仮想マシンを新規リソース プールに移動すると、次のようになります。

仮想マシンの予約と制限は変わりません。 

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

仮想マシンにカスタム シェアが設定されている場合は、そのシェア値が維
持されます。 
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[ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブに表示される、リソース 
プールの予約済みおよび未予約の CPU とメモリに関する情報は、仮想マシ
ンに関連付けられた予約（ある場合）に合わせて変更されます。 

仮想マシンがパワーオン状態で、移動先のリソース プールに仮想マシンの予約を確保
するだけの十分な CPU またはメモリがない場合、仮想マシンの移動は許可制御によっ
て許可されないため、失敗します。エラー ダイアログ ボックスに状況説明が表示され
ます。エラー ダイアログ ボックスには、使用可能なリソースと要求されたリソースの
比較が表示されるので、調整することで問題が解決されるかどうかを判断できます。
詳細については、「リソース プールの許可制御（P.47）」を参照してください。 

リソース プールからの仮想マシンの削除
仮想マシンに対する意図に応じて、仮想マシンは、いくつもの方法でリソース プー
ルから削除することができます。

仮想マシンを別のリソース プールに移動します。詳細については、「既存の仮想マシ
ンをリソース プールに追加するには（P.56）」を参照してください。仮想マシンを移
動するだけの場合、仮想マシンのパワーをオフにする必要はありません。 

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

仮想マシンをインベントリから削除するか、ディスクから削除します。仮想マシンを
右クリックします（または、<Delete> を押します）。 

仮想マシンを完全に削除するには、削除前に仮想マシンのパワーをオフにする必要が
あります。『Virtual Infrastructure User's Guide』を参照してください。 

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

注意   仮想マシンがパワーオフまたはサスペンド状態の場合、その仮想マシ
ンを移動することはできますが、リソース プール全体で使用可能なリソー
ス（予約済みおよび未予約の CPU とメモリなど）は変更されません。
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リソース プールとクラスタ
既存のリソース プール階層を持つホストをクラスタに追加した場合に何が起きるか
は、クラスタに依存します。次の 2 つのオプションがあります。

DRS が有効に設定されているクラスタ（P.58）

DRS が有効に設定されていないクラスタ（P.59）

DRS が有効に設定されているクラスタ
クラスタで DRS を有効に設定したとき、1 つまたは複数のホストをそのクラスタに
移動する場合、ホストのリソース プールでの動作をウィザードで選択できます。 

このホストのすべての仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに入れます。  
ホストのリソース プール階層を削除して、すべての仮想マシンをクラスタの直接の
子にします。これは、「DRS が有効に設定されていないクラスタ（P.59）」に示す動作
と同じです。 

このホストの仮想マシンとリソース プール用の新規リソース プールを作成します。  

ホストのルート リソース プールに対応するリソース プールを作成します。デフォル
トのリソース プールの名前は、[< ホスト名 > から接ぎ木（Grafted from host_name）]
ですが、別の名前を選択できます。接ぎ木という用語を選択したのは、ホストのツ
リーのブランチがクラスタのツリーのブランチに追加されるからです。 

図3-5  クラスタに接ぎ木されたリソース プール階層

注意   個々の仮想マシンに関連付けられたシェア値を手動で調整しなければなら
ない場合があります。なぜなら、元のホスト階層内のシェアは、ホスト上のリ
ソース プールに対して相対的なものだからです。
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図 3-5 の例では、クラスタ「Cluster」とホスト「Host1」にそれぞれリソース プール
の階層があります。ホストをクラスタに追加すると、ホストの見えない最上位レベル
のリソース プールがクラスタのリソース プール階層に接ぎ木され、デフォルトで [ ホ
スト 1 から接ぎ木（grafted from Host1）] という名前になります。 

リソース プール階層は、ホストから完全に独立します。あとでクラスタからホスト
を移動する場合、（仮想マシンはホストと一緒に削除されますが）クラスタはリソー
ス プール階層を維持し、ホストはリソース プール階層を失います。詳細については、

「クラスタからのホストの削除（P.104）」を参照してください。

DRS が有効に設定されていないクラスタ
クラスタで HA のみ有効に設定した場合（または、HA、DRS 共に有効に設定してい
ない場合）に、1 つ以上のホストをクラスタに移動すると、クラスタがリソースの所
有権を獲得します。ホストと仮想マシンは、クラスタに関連付けられます。リソース 
プール階層は平板化されます。 

図 3-6 では、ホスト 1 とホスト 2 がリソース プールと仮想マシンの階層を持ってい
ます。クラスタ C に 2 つのホストが追加されると、リソース プール階層が平板化さ
れ、すべての仮想マシンがクラスタの直接の子になります。 

注意   シェアは、ホストをクラスタに移動する前と同様に割り当てられます。パーセ
ンテージは、適切に調整されます。 

注意   クラスタからホストを削除するには、先にホストをメンテナンス モードにする
必要があります。詳細については、「ホストのメンテナンス モードとスタンバイ モー
ド（P.72）」を参照してください。

注意   DRS が有効に設定されていないクラスタには、シェアに基づくクラスタ全体の
リソース管理はありません。仮想マシンのシェアは、各ホストに対して相対的なまま
になります。
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図3-6  平板化されたリソース プール階層
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4

本章では、クラスタ、および VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）と HA
（High Availability）の各機能について、概念を説明します。

本章の内容は、次のとおりです。 

クラスタの概要（P.61）

VMware DRS について（P.64）

VMware HA について（P.74）

HA と DRS の併用（P.82）

有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ（P.82）

クラスタの概要
クラスタは、ESX Server ホストと、共有リソースおよび共有管理インターフェイスで
関連付けられた仮想マシンの集まりです。あるクラスタに 1 つのホストを追加する
と、そのホストのリソースはそのクラスタのリソースの一部になります。クラスタを
作成する場合、そのクラスタを DRS と HA のどちらかまたは両方について有効にす
るかどうかを選択できます。 

クラスタ内の仮想マシンについて、およびクラスタ内の仮想マシンの構成方法につい
ては、「クラスタの前提条件（P.89）」を参照してください。 

クラスタについて 4

注意   説明するすべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持ってい
るものと仮定します。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参照し
てください。
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VMware DRS
DRS 機能は、すべてのホストとリソース プールの間でのリソース割り当てを改善さ
せます。DRS は、クラスタ内のすべてのホストと仮想マシンに関するリソース使用
量情報を収集し、仮想マシンの配置とホスト マシンの電源状態についての推奨を作
成します。これらの推奨は、自動的に適用できます。構成済みの DRS 自動化レベル
に応じて、DRS は次の種類の推奨を表示または適用します。

初期配置　クラスタ内で最初に仮想マシンをパワーオンした場合、DRS は仮想マ
シンを適切なホストに配置するか、または推奨を行います。詳細については、

「初期配置（P.64）」を参照してください。

移行　実行中、DRS は仮想マシンを移行するか、仮想マシン移行を推奨すること
で、ルール違反の修正およびクラスタ全体におけるリソース使用率を改善しよう
とします。詳細については、「ロード バランシングと仮想マシンの移行（P.68）」
を参照してください。

電源管理　分散電源管理機能が有効の場合、DRS はクラスタレベルおよびホスト
レベルの容量と、クラスタの仮想マシンを実行するために必要な容量（最近の需
要履歴を含む）とを比較します。十分な超過容量がある場合は電源モードをスタ
ンバイにするよう推奨し、容量が必要な場合はホストを起動するよう推奨しま
す。ホストの電源状態に関する推奨に応じて、仮想マシンをホスト間で移行する
必要が生じる場合があります。詳細については、「分散電源管理（P.70）」を参照
してください。

VMware HA
HA が有効に設定されているクラスタは、ホスト障害を監視します。ホストが使用不
能になると、このホスト上の仮想マシンがすぐに別のホストで再起動されます。 

クラスタで HA を有効に設定する場合は、許容されるホスト障害の数を指定できま
す。ホスト障害の数を [1] に設定した場合、HA は 1 台のホスト障害に対応するため
に必要な容量をクラスタ全体で維持します。したがって、このホスト上で実行中のす
べての仮想マシンは、残りのホスト上で再起動できます。デフォルトでは、仮想マシ
ンをパワーオンすることはできません。パワーオンした場合、必要なフェイルオー
バー キャパシティ（厳密な許可制御）を超過することになります。詳細については、

「VMware HA について（P.74）」を参照してください。 

注意   クラスタを作成するのに特別なライセンスは必要ありませんが、クラスタで
DRS または HA を有効に設定するにはライセンスが必要です。
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図4-1  VMware HA

図 4-1 では、3 つのホストにそれぞれ 3 つの仮想マシンがあり、対応する HA クラス
タは 1 つのホストのフェイルオーバー用に構成されています。ホスト B が使用不能
になった場合、HA は仮想マシンをホスト B からホスト A とホスト C に移行します。 

クラスタと VirtualCenter 障害
VirtualCenter サーバは、各ホストにエージェントを配置します。VirtualCenter サーバ
が使用不能になった場合、HA と DRS の機能は次のように変化します。

HA　VirtualCenter サーバが使用不能になっても、HA クラスタは機能し続け、
フェイルオーバー時には別のホストで仮想マシンを再起動できます。ただし、仮
想マシン固有のクラスタ プロパティに関する情報（優先順位や隔離時の対応な
ど）は、VirtualCenter サーバがダウンする前のクラスタの状態に基づきます。 

DRS　DRS クラスタのホストは、使用可能なリソースで実行を続けます。ただ
し、リソース最適化の推奨は行なわれません。 

VirtualCenter サーバが使用不能な間に、ESX Server ホストに接続した VI Client を使用
してホストまたは仮想マシンに変更を加える必要がある場合、それらの変更は有効に
なります。VirtualCenter が再び使用可能になると、クラスタ要件がすでに満たされて
いないためにクラスタが赤または黄色で表示されることがあります。 
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VMware DRS について
クラスタで DRS を有効に設定した場合、VirtualCenter は、そのクラスタ内のすべて
のホストと仮想マシンのための CPU リソースとメモリ リソースの配分を継続的に監
視します。DRS はこれらのメトリックを、クラスタ内のリソース プールと仮想マシ
ンの属性に設定すべき理想的なリソース使用率、および現在の需要と比較し、それに
応じて移行の推奨を行います。また、分散電源管理機能が有効な場合、DRS は実行
中の仮想マシンで使用可能なクラスタレベルおよびホストレベルの容量を監視し、容
量が超過しているか不足しているかに応じてホストの電源をオフまたはオンするよう
に推奨します。 

ある DRS クラスタに 1 つのホストを追加すると、そのホストのリソースがそのクラ
スタに関連付けられます。システムは、既存の任意の仮想マシンとリソース プール
をクラスタのルート リソース プールと関連付けるか、リソース プール階層を接ぎ木
するかを指定するよう求めてきます。詳細については、「リソース プールとクラスタ

（P.58）」を参照してください。VirtualCenter は、仮想マシンの初期配置、ロード バラ
ンシングまたはルール執行を目的とした仮想マシンの移行、および分散電源管理（有
効な場合）を実行できます。

初期配置
DRS が有効なクラスタの単一仮想マシンまたは仮想マシンのグループをパワーオン
しようとすると、VirtualCenter は、仮想マシンをサポートするのに十分なリソースが
クラスタにあるか確認します。次に、VirtualCenter は各仮想マシンを実行できるホス
トを識別し、次のいずれかを実行します。

自動的に配置　配置に関連するすべてのアクション（パワーオン中または移行中の仮
想マシン、または起動中のホスト）が自動モードの場合、これらのステップは自動的
に実行され、ユーザーに対して推奨は表示されません。  

初期配置の推奨の作成　配置関連アクションのいずれかの自動化レベルが手動モード
の場合。非自動配置のシナリオでユーザーに対して表示される初期配置の推奨との違
いは、1 つ以上の仮想マシンがパワーオンされる点にあります。

単一仮想マシンのパワーオン
単一仮想マシンをパワーオンする場合、2 種類の初期配置の推奨があります。

単一仮想マシンをパワーオンし、前提条件となる手順は必要ない。 

ユーザーには、相互に排他的な仮想マシンの初期配置の推奨のリストが表示され
ます（図 4-2）。1 つだけを選択できます。

注意   スタンドアロン ホストまたは非 DRS クラスタの仮想マシンには、初期配置の推奨
は作成されません。パワーオンしたときに、現在存在しているホストに配置されます。
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図4-2  単一仮想マシン、前提条件なし 

単一仮想マシンをパワーオンし、前提条件となるアクションが必要である。

これらのアクションには、スタンバイ モードのホストの起動、別の仮想マシン
のホスト間移行が含まれます。この場合、1 つの推奨だけが複数行で表示され、
各行に必要なアクションが示されます。ユーザーは、この推奨全体を受け入れる
か、仮想マシンのパワーオンをキャンセルすることができます（図 4-3）。

図4-3  単一仮想マシン、前提条件あり

グループのパワーオン
複数の仮想マシンに対して同時にパワーオンを試行できます（グループのパワーオ
ン）。グループのパワーオンを試行するように選択する仮想マシンが、同じ DRS クラ
スタにある必要はありません。クラスタをまたがって選択できますが、同じデータセ
ンターにある必要があります。また、非 DRS クラスタまたはスタンドアロン ホスト
にある仮想マシンを含めることもできますが、これらは自動的にパワーオンされ、初
期配置の推奨には含まれません。 

グループのパワーオン試行の初期配置の推奨は、クラスタごとに作成されます。グ
ループのパワーオン試行に関する配置関連のすべてのアクションが自動モードの場合、
初期配置の推奨は表示されずに、仮想マシンがパワーオンされます。仮想マシンの配
置関連のアクションのいずれかが手動モードの場合、すべての仮想マシン（自動モー
ドの仮想マシンを含む）は手動でパワーオンされ、初期配置の推奨に含まれます。 
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パワーオンする仮想マシンが属する DRS クラスタごとに、必要なすべての前提条件
が含まれた単一の推奨が作成されます（または、推奨が作成されません）。すべての
クラスタ固有の推奨が、[ パワーオン推奨（Power On Recommendations）] タブにま
とめて表示されます（図 4-4）。 

図4-4  グループのパワーオンの推奨

グループの非自動パワーオンの試行が発生し、初期配置の推奨の対象でない仮想マシ
ン（スタンドアロン ホストまたは非 DRS クラスタの仮想マシン）が含まれている場
合、VirtualCenter はこれらの仮想マシンを自動的にパワーオンしようとします。パ
ワーオンが成功すると、[ パワーオン開始（Started Power-Ons）] タブに表示されま
す。この方法によるパワーオンに失敗した仮想マシンは、[ パワーオン失敗（Failed 
Power-Ons）] タブに表示されます。詳細については、「図 4-5」を参照してください。
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図4-5  グループの自動パワーオン

グループのパワーオンの例ユーザーが、グループのパワーオンを試行するために、同
じデータセンターにある 3 つの仮想マシンを選択します。最初の 2 つの仮想マシン

（VM1 と VM2）は、同じ DRS クラスタ（Cluster1）にあり、3 番目の仮想マシン
（VM3）はスタンドアロン ホストにあります。VM1 は自動モードで、VM2 は手動モー
ドです。このシナリオでは、VM1 と VM2 をパワーオンするアクションで構成された
Cluster1 の初期配置の推奨が（[ パワーオン推奨（Power On Recommendations）] タ
ブに）表示されます。VM3 のパワーオン試行は自動的に行われ、成功した場合、[ パ
ワーオン開始（Started Power Ons）] タブに表示されます。この試行が失敗した場合
は、[ パワーオン失敗（Failed Power Ons）] タブに表示されます。
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ロード バランシングと仮想マシンの移行
DRS を有効にしたクラスタは、不均衡になることがあります。たとえば、図 4-6 を参
照してください。この図の左側にある 3 台のホストは、不均衡です。ホスト 1、ホス
ト 2、ホスト 3 の容量が同一であり、すべての仮想マシンが同じ構成と負荷を持つと
します。ただし、ホスト 1 には 6 つの仮想マシンがあるので、ホスト 1 のリソース
は使用過剰であるのに対し、ホスト 2 とホスト 3 では、使用可能なリソースが十分
にあります。DRS は、仮想マシンをホスト 1 からホスト 2 とホスト 3 に移行します

（または移行しようと試みます）。図の右側で、適切にロード バランシングされたあ
とのホストの構成を示します。

図4-6  VMware DRS

クラスタが不均衡になった場合、DRS はデフォルトの自動化レベルに応じて、推奨
を行うか仮想マシンを移行します。
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クラスタまたはそのいずれかの仮想マシンが手動または一部自動の場合、
VirtualCenter はリソースのバランスをとるための自動的なアクションを実行しま
せん。代わりに、移行の推奨が使用可能であることが [ 概要（Summary）] ペー
ジに表示され、クラスタ内で最も効率的にリソースを使用できる変更の推奨が
[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページに表示されます。 

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

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

移行のしきい値
移行の閾値を使用すると、クラスタが完全自動化モードになっている場合にどの推奨
を適用するかを指定できます。詳細については、「図 4-7」を参照してください。ス
ライダを移動して、[ 保守的（Conservative）]（最も移行数が少ない）から [ 積極的

（Aggressive）]（最も移行数が多い）までの 5 つのレベルのいずれかを使用します。
5 つの移行レベルは、割り当てられている星印評価に基づいて、推奨を適用します。 

図4-7  移行のしきい値の選択

移行の推奨によって得られるクラスタのロード バランシングの改善量に基づいて、
星印評価が移行の推奨に割り当てられます。5 つから 1 つの範囲で、必須が星 5 つ、
わずかに改善するものが星 1 つです。レベルごとにスライダを右に移動すると、1 段
階低い星印評価レベルを適用できます。[ 保守的（Conservative）] 設定は、星印が 5
つの推奨のみを適用し、次に右のレベルは、星印が 4 つ以上の推奨を適用します。
以後、同様に適用し、[ 積極的（Aggressive）] レベルは、星印が 1 つ以上の推奨を適
用します（すなわち、すべての推奨を適用します）。 

注意   自動移行設定であっても、ユーザーが個々の仮想マシンを明示的に移行で
きますが、VirtualCenter は、クラスタ リソースを最適化するためにそれらの仮
想マシンをほかのホストに移動する場合があります。
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移行の推奨
デフォルトが手動または一部自動モードのクラスタを作成した場合、VirtualCenter は
[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページに移行の推奨を表示します。シス
テムは、ルールを実施してクラスタのリソースのバランスをとるのに必要なだけの推
奨を行ないます。各推奨には、移動する仮想マシン、現在の（ソース）ホストとター
ゲット ホスト、および推奨の理由が含まれます。理由は次のいずれかです。 

CPU 負荷を均衡化する。

メモリ負荷を均衡化する。

リソース プールの予約に従う。

アフィニティ（または非アフィニティ）ルールに従う。詳細については、「DRS
アフィニティ ルールの使用（P.108）」を参照してください。 

ホストがメンテナンス モードに入る。詳細については、「ホストのメンテナンス 
モードとスタンバイ モード（P.72）」を参照してください。

分散電源管理
この試験的な機能が有効の場合、DRS クラスタはクラスタレベルの容量と需要との
比較に基づいて推奨を行うことで、電源消費を減らすことができます。容量が不足し
そうな場合、DRS はホストを起動し、そこに仮想マシンを移行します（VMware 
VMotion ｪを使用）。逆に、超過容量が検出された場合、DRS はいくつかのホストをス
タンバイ モードにして、そのホストで実行中の仮想マシンを別のホストに退避する
ことを推奨します。詳細については、「スタンバイ モード（P.73）」を参照してくださ
い。これらのホストの電源状態および移行の推奨は、分散電源管理機能に選択されて
いる自動化レベルに基づいて、自動的に実行されます。

DRS クラスタで分散電源管理を有効にする前に、ESX Server ホストに適切なハード
ウェア サポートおよび構成があることを確認する必要があります。特に、VMkernel
ネットワークが使用する NIC には、電源が切れた状態から ESX Server ホストを起動
するための Wake-on-LAN（WOL）機能が必要です。分散電源管理を導入する予定の
各 ESX Server 3.5（または、ESX Server 3i バージョン 3.5）ホストで、Wake 機能の操作
をテストする必要があります。そのためには、起動されている ESX Server ホスト

（Wake パケットの送信用）がクラスタ内でほかに 1 台以上あることを確認し、テス
トするホストを明示的にスタンバイ状態にします。次に、明示的にスタンバイ ホス
トの電源を戻す要求が成功することを確認します。成功しない場合は、分散電源管理
で電源管理を行うように構成しないことをお勧めします。 

要注意   分散電源管理を導入する前に、ホストの Wake-on-LAN 機能をテストします。
WOL 機能が失敗する場合は、電源管理機能によってホストの電源を切断したあと、
戻せなくなる可能性があります。
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DRS クラスタのデフォルトの電源管理自動化レベルは、クラスタの [ 設定（Settings）]
ダイアログ ボックスの [ 電源管理（Power Management）] タブで選択します。詳細に
ついては、「図 4-8」を参照してください。この設定が [ オフ（Off）] でない場合、機能
は有効です。次のオプションがあります。

[ オフ（Off）]　機能は無効で、推奨は作成されません。

[ 手動（Manual）]　ホストの電源操作および関連する仮想マシン移行の推奨は
作成されますが、自動的には実行されません。

[ 自動（Automatic）]　関連する仮想マシン移行をすべて自動的に実行できる場
合、ホストの電源操作は自動的に実行されます。

これらのクラスタレベルの設定のほかに、個々のホストで設定をオーバーライドし
て、クラスタのほかのホストと自動化レベルを変えることもできます。このオーバー
ライドは、クラスタで機能が有効である（[ オフ（Off）] に設定されていない）場合
にのみ適用されます。

図4-8  電源管理の自動化レベルとホストによるオーバーライド

注意   電源管理の自動化レベルは、すでに説明した DRS 自動化レベル（ロード バラン
シング用）とは異なります。また、分散電源管理で生成される推奨には、相対的な重
要度を示す星印評価が割り当てられますが、DRS 移行閾値では制御されません。
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DRS クラスタ、リソース プール、および ESX Server
DRS が有効に設定されているクラスタの場合、すべてのホストのリソースは、クラ
スタに割り当てられます。 

DRS は、ホストごとのリソース プール階層を内部的に使用して、クラスタ全体にわ
たるリソース プール階層を実装します。VirtualCenter サーバに接続した VI Client を
使用してクラスタを表示すると、DRS によって実装されたリソース プール階層がわ
かります。 

ESX Server ホストに接続した VI Client を使用して個々のホストを表示すると、基礎に
なるリソース プールの階層が表示されます。DRS は、可能なかぎり最もバランスの
とれたリソース プール階層を実装するので、個々の ESX Server ホスト上に示される
階層は変更しないでください。変更した場合、DRS はすぐに変更を取り消します。 

ホストのメンテナンス モードとスタンバイ モード
ホストのメンテナンス モードとスタンバイ モードは似ています。特に、仮想マシン
の実行を禁止します。ただし、2 つのモードの目的は異なります。保守が必要な場合
は、ホストをメンテナンス モードにします。たとえば、より多くのメモリをインス
トールしたり、実行中の ESX Server のバージョンをアップグレードするときです。ホ
ストは、解除されるまで、メンテナンス モードのままです。一方、DRS は、電源の
使用を最適化するために、自動的にホストをスタンバイ モードにしたり解除したり
します。

メンテナンス モード
スタンドアロン ホストおよびクラスタ内のホストは、メンテナンス モードをサポー
トします。メンテナンス モードではホスト上での仮想マシンの操作が制限され、ホ
ストのシャットダウンに備えて、実行中の仮想マシンをシャットダウンできます。ス
タンドアロン ホストのメンテナンス モードをサポートするのは、ESX Server 3.0 以降
のみです。

ホストは、ユーザーの要求の結果としてのみ、メンテナンス モードの開始または終
了を行います。ホストがクラスタ内にある場合は、メンテナンス モードになるとき
に、パワーオフされた仮想マシンを退避するオプションが表示されます。このオプ
ションが選択されると、仮想マシンが使用できる互換性のあるホストがクラスタ内に
ない場合を除いて、パワーオフ状態の仮想マシンが別のホストに移行されます。メン
テナンス モードでは、ホストは仮想マシンを導入したり、パワーオンしたりするこ
とはできません。メンテナンス モードに入るホストで実行中の仮想マシンは、別の
ホストに移行するか、シャットダウンする必要があります（手動で、または DRS で
自動的に）。

注意    DRS が仮想マシンの移行の推奨を作成できない場合、イベントが生成されます
（仮想マシンの [ タスクおよびイベント（Tasks & Events）] タブを確認してください）。
仮想マシンは、ホストがメンテナンス モードに入る前に、手動で移行するか、パ
ワーオフする必要があります。 
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実行中の仮想マシンがホスト上にそれ以上ない場合、ホストのアイコンが変化して
「メンテナンス中」が含まれ、ホストの [ 概要（Summary）] タブに新しい状態が表
示されます。 

仮想マシンのデフォルトの自動化モードによって、実行している（DRS クラスタ内
の）ホストがメンテナンス モードに入ったときの動作が決まります。

完全自動化仮想マシンは、自動的に移行されます。

一部自動化または手動の仮想マシンでは、ユーザーによるアクションを示す推奨
が生成され、表示されます。 

スタンバイ モード
ホスト マシンがスタンバイ モードになると、パワーオフされます。通常、分散電源
管理機能によって、ホストはスタンバイ モードになります。手動でホストをスタン
バイ モードにすることもできますが、次に実行するときに、DRS が変更を取り消す

（または取り消すように推奨する）ことがあります。ホストを強制的にオフのままに
するには、メンテナンス モードにして、パワーオフします。ホストの分散電源管理
を無効にして（または、手動モードに設定して）、自動的にパワーオンになることを
防ぐこともできます。

分散電源管理機能によって、ホストのスタンバイ モードを解除する（すなわち、パ
ワーオンに戻す）必要があると判断された場合は、Wake-on-LAN テクノロジーを使
用して、この処理が実行されます。 

そのためには、次のステップが実行されている必要があります。

VMkernel ネットワーク スタックが接続されている NIC（VMotion NIC として選択
されている NIC）は、WOL 互換である必要があります。ホストの各 NIC の WOL
互換ステータスを表示するには、VI Client の [ インベントリ（inventory）] パネ
ルでホストを選択し、[ 構成（Configuration）] タブを選択し、[ ネットワーク ア
ダプタ（Network Adapters）] をクリックします。 

VMotionネットワークは、クラスタごとに単一 IP サブネットにある必要があります。

注意   適切なホストがない場合、DRS によって [ タスクおよびイベント（Tasks & 
Events）] タブに情報が表示されます。 

注意   WOL 互換 NIC がないホストが、スタンバイ モードになるように選択されるこ
とはありません。
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VMware HA について
HA クラスタの機能により、ESX Server システム上で実行中の仮想マシンは、ホスト
障害から自動的に復旧できます。ホストが使用不能になると、関連付けられているす
べての仮想マシンが、システム内のほかのホスト上でただちに再起動されます。この
セクションでは、VMware HA クラスタと従来のクラスタ ソリューションとの違いに
ついて考察し、HA クラスタの概念について説明します。 

従来のソリューションとHAフェイルオーバー ソリューション
VMware HA ソリューションと従来のクラスタ ソリューションは、ホスト障害からの
自動復旧をサポートします。これらのソリューションは、次の領域に違いがあるの
で、相補的です。

ハードウェアとソフトウェアの要件

復旧時間

アプリケーション依存性の度合い 

従来のクラスタ ソリューション
Microsoft Cluster Service（MSCS）または Veritas Clustering Service などの従来のクラ
スタ ソリューションは、ホストまたは仮想マシンの障害時に最小のアプリケーショ
ン ダウンタイムでただちに復旧します。これを達成するには、IT インフラストラク
チャが次のようにセットアップされている必要があります。

各マシン（または仮想マシン）が、ミラー仮想マシンを（おそらく別のホスト上
に）持っていなければなりません。 

クラスタリング ソフトウェアを使用して、マシン（または仮想マシンとそのホ
スト）が、互いをミラーリングするようにセットアップされます。一般に、プラ
イマリの仮想マシンがミラーにハートビートを送信します。障害時には、ミラー
がシームレスに引き継ぎます。

図 4-9 は、仮想マシン用の従来のクラスタ設定の異なるオプションを示しています。 

図4-9  VMware のクラスタ化設定



VMware, Inc. 75

第 4章 クラスタについて

  

  

このようなクラスタ ソリューションの設定と維持は、多大なリソースを消費します。
新しい仮想マシンを追加するごとに、対応するフェイルオーバー仮想マシンと、おそ
らく追加のホストを必要とします。新しいすべてのマシンを設定、接続、および構成
しなければならず、クラスタ アプリケーションの構成を更新する必要があります。 

従来のソリューションは、高速な復旧を保証しますが、多くのリソースと労力が必要
になります。異なるクラスタ タイプとそれらの構成方法の詳細については、VMware
ドキュメント『Microsoft Cluster Service のセットアップ』を参照してください。 

VMware HA ソリューション
VMware HA ソリューションでは、リソースの共有プールを持つ 1 つのクラスタに ESX 
Server ホストのセットを統合します。VirtualCenter は、クラスタ内のすべてのホストを
監視します。ホストの 1 つに障害が発生した場合、VirtualCenter は、関連付けられて
いる各仮想マシンを別のホスト上で再始動することによってただちに対応します。 

VMware HA の使用にはいくつもの利点があります。

最小限のセットアップ　初期セットアップには、[ 新規クラスタ（New Cluster）]
ウィザードを使用します。VI Client を使用して、ホストと新しい仮想マシンを追
加できます。クラスタ内のすべての仮想マシンは、追加の構成を行わずにフェイ
ルオーバーのサポートを受けます。 

ハードウェアのコストと設定の削減　従来のクラスタ ソリューションでは、重
複するハードウェアとソフトウェアを適切に接続および構成する必要がありま
す。仮想マシンは、移動可能なアプリケーション用コンテナとして機能し、あち
こちに移動することができます。複数のマシン上の重複する構成を回避すること
ができます。VMware HA を使用する場合は、保証したい数のホストをフェイル
オーバーするのに十分なリソースがなければなりません。ただし、リソース管理
とクラスタ構成は VirtualCenter サーバが受け持ちます。

アプリケーションの可用性の向上　仮想マシン内で実行されるどのアプリケー
ションも、可用性が向上します。仮想マシンはハードウェア障害から復旧できる
ので、アプリケーション自体がクラスタ化アプリケーションでなくても、ブート 
サイクル中に起動するように設定されているすべてのアプリケーションの可用性
が、余分なコストをかけずに向上します。 

HA クラスタを使用する場合の潜在的な制限として、実行時状態の喪失と、ホット ス
タンバイを持つ従来のクラスタ環境よりもアプリケーションのダウンタイムが長くな
ることが挙げられます。これらの制限が問題になる場合は、2 つの方法を一緒に使用
することを検討してください。 



リソース管理ガイド

76 VMware, Inc.  

  

VMware HA の機能
HA が有効に設定されているクラスタは、次のとおりです。 

VI Client を使用する使いやすい構成をサポートします。 

フェイルオーバー キャパシティの制限内で、実行中のすべての仮想マシンに
ハードウェア障害時のフェイルオーバーを提供します（「フェイルオーバー キャ
パシティ（P.76）」を参照）。 

従来のアプリケーション レベル フェイルオーバーとともに機能し、このフェイ
ルオーバーを強化します。 

DRS と完全に統合されます。ホストに障害が起き、仮想マシンがほかのホスト上
で再起動された場合、DRS は、バランスのとれたリソース割り当てを行うため
に、移行の推奨を提供するか、仮想マシンを移行することができます。移行の
ソース ホストとターゲット ホストのどちらかまたは両方に障害が発生した場合、
HA はそのフェイルオーバーからの復旧を支援できます。 

フェイルオーバー キャパシティ
クラスタで HA を有効に設定する場合、フェイルオーバー キャパシティを必要とす
るホストの数を [ 新規クラスタ（New Cluster）] ウィザードで入力します。この値
は、VI Client で [ 設定されたフェイルオーバー キャパシティ（Configured Failover 
Capacity）] として表示されます。HA は、この値を使用して、クラスタ内の仮想マシ
ンをパワーオンするのに十分なリソースがあるかどうかを判定します。 

フェイルオーバー キャパシティを必要とするホストの数を指定するだけでかまいま
せん。HA は、保守的な概算を使用して、その多くのホストの仮想マシンをフェイル
オーバーするのに必要なリソースを計算し、フェイルオーバー キャパシティをすで
に保証できない場合は、仮想マシンのパワーオンを許可しません。 

クラスタの作成後、そのクラスタにホストを追加できます。DRS が有効に設定されて
いない HA クラスタにホストを追加すると、そのホストからすべてのリソース プール
がただちに削除され、すべての仮想マシンがクラスタに直接関連付けられます。 

注意   可用性の制約に違反する場合でも仮想マシンのパワーオンをクラスタに許可で
きます。これを行うと、赤いクラスタになり、これは、フェイルオーバーの保証がす
でに有効ではない可能性があることを意味します。詳細については、「有効なクラス
タ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ（P.82）」を参照してください。 

注意   DRS が有効に設定されている HA クラスタの場合は、リソース プール階層を維
持することを選択できます。詳細については、「リソース プールとクラスタ（P.58）」
を参照してください。
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HAクラスタの計画
HA クラスタを計画する場合、次のことを考慮します。

各ホストには、仮想マシンをパワーオンにするためのいくらかのメモリと CPU の
リソースが必要です。

各仮想マシンは、そのCPUとメモリの予約要件が保証されていなければなりません。 

一般に、均一な設定を使用することが推奨されます。HA は、最悪の場合の障害シナ
リオについて計画します。必要なフェイルオーバー容量を計算するとき、HA は、現
在パワーオンされているすべての仮想マシンに必要な最大メモリと CPU 予約を計算
します。これをスロットと呼びます。スロットは、現在パワーオンされているすべて
の仮想マシンにとって十分な CPU リソースおよびメモリ リソースの量です（現在の
フェイルオーバー レベルを計算するときは、パワーオフ状態の仮想マシンおよびサ
スペンド中の仮想マシンは考慮されません）。 

たとえば、1GHz の CPU と 1GB のメモリを予約している仮想マシンと、2GHz の CPU
と 512MB のメモリを予約している別の仮想マシンがある場合、スロットは 2GHz の
CPU と 1GB のメモリの予約として定義されます。HA は、ホストの CPU およびメモ
リの容量に基づいて、各ホストに「適合する」スロットの数を判断します。次に HA
は、クラスタ内で何台までのホストであれば、故障してもパワーオン状態の仮想マシ
ン以上のスロットを維持できるかを判断します。この数値が現在のフェイルオーバー 
レベルです。 

計画時に、フェイルオーバーを保証したいホストの数を決定します。HA は、これら
のリソースを消費するパワーオンされた状態の仮想マシンの数を制限することによっ
て、少なくとも同じ数のホスト障害のためのリソースを予約しようと試みます。 

[ 可用性の制約に違反する場合でも、仮想マシンを開始します（Allow virtual machine 
to be started even if they violate availability constraints）] オプションを未選択のままに
した場合（厳密な許可制御）、仮想マシンのパワーオンによって現在のフェイルオー
バー レベルが構成されたフェイルオーバー レベル未満になるときは、VMware HA は
仮想マシンのパワーオンを許可しません。また、次の操作によって現在のフェイル
オーバー レベルが構成されたフェイルオーバー レベルを超える場合、VMware HA は
この操作を許可しません。

パワーオフ状態の仮想マシンをパワーオン状態のスナップショットに戻すこと。 

実行中の仮想マシンをクラスタに移行すること。 

実行中の仮想マシンを再構成して、仮想マシンの CPU 予約またはメモリ予約を拡
大すること。 
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HA を有効にするときに [ 可用性の制約に違反する場合でも、仮想マシンを開始しま
す（Allow virtual machine to be started even if they violate availability constraints）] オ
プションを選択した場合は、HA が推奨するよりも多くの仮想マシンをパワーオンで
きます。これを許可するようにシステムを設定したので、クラスタは赤にはなりませ
ん。障害の起きたホストの数が設定値を上回ると、現在の（使用可能な）フェイル
オーバー レベルが設定のフェイルオーバー レベルを下回ることもあります。たとえ
ば、ホスト障害は 1 つまでとクラスタを設定し、この上限まで稼動しているときに

（現在のフェイルオーバー レベルが設定のフェイルオーバー レベルと等しいとき）2
つのホストに障害が起きた場合、クラスタは赤になります。 

設定したフェイルオーバー レベルより下にあるクラスタは、ホスト障害の場合でも、
仮想マシンの優先順位に基づいてどの仮想マシンのパワーを最初にオンにするかを決
定することで、仮想マシンのフェイルオーバーを実行できます。詳細については、

「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.115）」を参照してください。 

VMware HA と特別な状況
VMware HA は、データを保持するために特別な状況にどのように対応すべきかを理
解しています。

ホストのパワーオフ　ホストのパワーをオフにした場合、HA はそのホスト上で実行
中のすべての仮想マシンを別のホスト上で再起動します。  

VMotion での仮想マシンの移行　VMotion を使用して仮想マシンを別のホストに移
行しているときにソース ホストまたはターゲット ホストが使用不能になった場合、
移行の段階によっては、仮想マシンが障害（パワーオフ）状態のままになることがあ
ります。HA は、この障害を処理し、適切なホスト上でその仮想マシンのパワーをオ
ンにします。

ソース ホストが使用不能になった場合、HA はターゲット ホスト上で仮想マ
シンのパワーをオンにします。 

ターゲット ホストが使用不能になった場合、HA はソース ホスト上で仮想マ
シンのパワーをオンにします。 

両方のホストが使用不能になった場合、HA はクラスタ内の 3 番目のホスト上
で仮想マシンのパワーをオンにします（3 番目のホストがある場合）。 

要注意   赤いクラスタを操作することは推奨されません。これを行った場合、指定し
たレベルでのフェイルオーバーは保証されません。 
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現在のフェイルオーバー キャパシティと設定したフェイルオーバー キャパシティの
不一致　現在のフェイルオーバー キャパシティが、設定したフェイルオーバー キャ
パシティよりも小さくなると、クラスタが赤になります。これが起きるのは、クラス
タが許容するように構成した値よりも多くのホストに障害が起きたためです。厳密な
許可制御をオフにすると、許容可能な数以上の仮想マシンのパワーをオンにしても、
クラスタは赤になりません。   

キャパシティが不足した場合、HA は優先順位の高い仮想マシンを先にフェイルオー
バーしたあとで、ほかの仮想マシンのフェイルオーバーを試みます。この場合、使用
中の環境にとって復旧が最も重要になる仮想マシンに高い優先順位を与えます。詳細
については、「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.115）」を参照してください。

ホスト ネットワークの隔離　HA クラスタ内のホストが、コンソール ネットワーク
（ESX Server 3i では、VMkernel ネットワーク）接続を失うことがあります。そのよう
なホストは、クラスタ内のほかのホストと隔離されます。クラスタ内のほかのホスト
は、そのホストに障害が起きたとみなして、そのホストにある実行中の仮想マシンを
フェイルオーバーしようとします。隔離されたホスト上で仮想マシンの実行が継続さ
れる場合、VMFS ディスク ロックにより、その仮想マシンはほかの場所でパワーオン
されなくなります。同じネットワーク アダプタを複数の仮想マシンが共有する場合、
それらの仮想マシンはネットワークにアクセスできなくなります。その仮想マシン
は、別のホスト上で起動できます。   

ホスト ネットワークが隔離された場合、デフォルトでは隔離されたホスト上で仮想
マシンがシャットダウンされ、クラスタ内にある別の隔離されていないホスト上で仮
想マシンが再起動できるようにします。仮想マシンを隔離されたホスト上でパワーオ
ンのままにするように、またはパワーオフするように、デフォルトのクラスタの動作
を変更できます。この動作は仮想マシンごとに変更することもできます。詳細につい
ては、「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.115）」を参照してください。

プライマリ ホストとセカンダリ ホスト
HA クラスタ内のホストの一部はプライマリ ホストとして指定され、メタデータおよ
びフェイルオーバー情報を維持します。クラスタ内の最初の 5 つのホストがプライ
マリ ホストになり、それ以外のすべてのホストはセカンダリ ホストです。HA クラス
タにホストを追加する場合、そのホストは、同じクラスタ内の既存のプライマリ ホ
ストと通信して、設定を完了する必要があります（ただし、それがクラスタ内の最初
のホストであり、プライマリ ホストになる場合を除きます）。プライマリ ホストが使
用不能になるか、削除された場合、HA はほかのホストをプライマリ状態に昇格させ
ます。プライマリ ホストは、冗長性の提供に役立ち、フェイルオーバー アクション
を開始するために使用されます。 



リソース管理ガイド

80 VMware, Inc.  

  

クラスタ内のどのホストも応答しない状態で、そのクラスタに新しいホストを追加す
る場合、新しいホストがどのプライマリ ホストとも通信できないので、HA 構成は失
敗します。この状況では、応答しないすべてのホストを、新しいホストを追加する前
に切断する必要があります。新しいホストが最初のプライマリ ホストになります。
ほかのホストが再び使用可能になると、HA サービスが再設定され、既存のプライマ
リ ホストの数に応じてプライマリ ホストまたはセカンダリ ホストになります。 

HAクラスタとメンテナンス モード
ホストをメンテナンス モードにする場合は、そのホストのシャット ダウンを準備す
るか、そのホストのメンテナンスを準備します。メンテナンス モードのホスト上で
仮想マシンのパワーをオンにすることはできません。ホスト障害が発生した場合、
HA は、メンテナンス モードのホストに仮想マシンをフェイルオーバーしません。
HA が現在のフェイルオーバー レベルを計算するとき、メンテナンス モードのホスト
は考慮されません。 

ホストがメンテナンス モードから抜けると、そのホスト上で HA サービスが再び有
効にされ、そのホストを再びフェイルオーバーに使用できるようになります。 

ホストがメンテナンス モードに入るとき、パワーオン状態の仮想マシンがなければ、
メンテナンス モードへの移行はキャンセルできません。

HAクラスタと切断されたホスト
ホストが切断された場合、そのホストは VirtualCenter のインベントリに存在します
が、VirtualCenter はそのホストからの更新を受け取らず、そのホストを監視しませ
ん。したがって、そのホストの稼動状態について何の情報も持ちません。そのホスト
の状態が不明であり VirtualCenter はそのホストと通信しないので、HA は、そのホス
トを保証されたフェイルオーバー ターゲットとして使用できません。HA は、現在の
フェイルオーバー レベルを計算する場合、切断されたホストを考慮しません。 

ホストが再び接続されると、そのホストを再びフェイルオーバーに使用できるように
なります。 

切断されたホストと、応答しないホストの違いをリストに示します。 

切断されたホストは、ユーザーによって明示的に切断されています。ホスト切断
処理のなかで、VirtualCenter は、そのホスト上の HA を無効にします。そのホス
ト上の仮想マシンは、フェイルオーバーされず、VirtualCenter が現在のフェイル
オーバー レベルを計算する場合に考慮されません。 
ホストが応答しない場合、VirtualCenter サーバは、すでにそのホストからハート
ビートを受け取りません。たとえば、この原因として、ネットワークの問題、ホ
スト障害、VirtualCenter エージェントの障害などがあります。 
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VirtualCenter は、現在のフェイルオーバー レベルを計算する場合にそれらのホ
ストを含めませんが、応答しないホスト上で実行中のすべての仮想マシンはその
ホストに障害が起きた場合にフェイルオーバーされると仮定します。応答しない
ホスト上の仮想マシンは、許可制御検査に影響を及ぼします。 

HAクラスタとホスト ネットワークの隔離
ホスト障害の検出は、ホスト上の HA サービスがクラスタ内のほかのホストへハート
ビートを送信しなくなってから 15 秒後に発生します。（この障害検出時間のデフォ
ルト値は変更できます。詳細に関しては、「HA の詳細オプションの設定（P.123）」を
参照してください。）ホストは、ホストに障害が発生したとき、またはネットワーク
から隔離された場合にハートビートの送信を停止します。その時点で、クラスタ内の
ほかのホストは、そのホストを障害ホストとして取り扱い、そのホストは、12 秒を
超えてネットワーク接続が失われたあとで、ネットワークから隔離されたものとして
自身を宣言します。 

隔離されたホストに SAN アクセスがある場合、そのホストは、仮想マシン ファイル
に対するディスク ロックを維持します。そのため、別のホストへの仮想マシンの
フェイルオーバー試行は失敗します。仮想マシンは、隔離されたホスト上で実行を継
続します。VMFS ディスク ロックにより、仮想マシンのディスク ファイルに対する
同時書き込み処理と、潜在的な破損が防止されます。デフォルトでは、隔離されたホ
ストは、その仮想マシンのパワーをオフにします。それらの仮想マシンは、クラスタ
内のほかのホストに正常にフェイルオーバーできます。 

12 秒間経過する前にネットワーク接続が復旧した場合、クラスタ内のほかのホスト
は、これをホスト障害としては扱いません。一時的なものとして扱います。加えて、
一時的なネットワーク接続の問題があるホストは、ネットワークから隔離されたもの
として自身を宣言せず、実行を継続します。 

ネットワーク接続が 15 秒以上復旧しない場合、クラスタ内のほかのホストは、この
ホストを障害ホストとして扱い、このホスト上の仮想マシンをフェイルオーバーしよ
うと試みます。隔離されたホストは、ネットワーク接続が機能しているほかのホスト
上で仮想マシンを再起動できるように、これらの仮想マシンをパワーオフします。

12 ～ 14 秒間の範囲では、隔離されたホスト上のクラスタ サービスは、隔離された
ものとして自身を宣言し、デフォルトの隔離時の対応設定を使用して仮想マシンのパ
ワーオフを開始します。この期間内にネットワーク接続が復旧した場合、ほかのホス
ト上の HA サービスはこのホストをまだ障害ホストとみなしていないため、パワーオ
フされた仮想マシンはほかのホスト上で再起動されません。 

結果的に、ホストが接続を失ってから 12 ～ 14 秒間の範囲内でネットワーク接続が復
旧した場合、仮想マシンはパワーオフにされますが、フェイルオーバーされません。 
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HAと DRS の併用
HA がフェイルオーバーを実行し、異なるホスト上で仮想マシンを再起動する場合、
最優先事項は、すべての仮想マシンの当面の可用性にあります。仮想マシンが再起動
されたあと、それらの仮想マシンがパワーオンされたホストは負荷が大きくなる場合
があるのに対し、ほかのホストは負荷が比較的軽くなります。HA が CPU とメモリの
予約を使用してフェイルオーバーを決定する一方で、実際の使用量はより大きい場合
があります。 

HA と DRS を一緒に使用すると、自動フェイルオーバーがロード バランシングと統
合されます。この統合により、HA が仮想マシンを別のホストに移動したあとの仮想
マシンの再バランシングが高速になることがあります。アフィニティ ルールと非ア
フィニティ ルールを設定すると、複数の仮想マシンを優先的に同じホスト上で起動
したり（アフィニティ）、異なるホスト上で起動したり（非アフィニティ）できます。
たとえば、非アフィニティ ルールを使用すると、重要なアプリケーションを実行す
る 2 つの仮想マシンが同じホスト上で実行されないようにすることができます。詳
細については、「DRS アフィニティ ルールの使用（P.108）」を参照してください。 

有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ
VI Client には、クラスタが有効か、オーバーコミットされているか（黄色）、あるい
は無効か（赤）が示されます。クラスタは、DRS 違反のためにオーバーコミットさ
れる場合があります。クラスタは、DRS 違反または HA 違反のために無効になること
があります。[ 概要（Summary）] タブに表示されるメッセージは、問題を表します。 

有効なクラスタ
有効なクラスタには、すべての予約を満たして、実行中のすべての仮想マシンをサ
ポートするのに十分なリソースがあります。クラスタは、クラスタをオーバーコミッ
トするか、無効にするようなできごとが起きないかぎり有効です。 

DRS クラスタは、ホストに障害が起きた場合にオーバーコミットされることがあ
ります。 

DRS クラスタは、VirtualCenter が使用不能で、ESX Server ホストに直接接続した VI 
Client を使用して仮想マシンのパワーをオンにした場合に、無効になることがあ
ります。 

注意   DRS および HA を使用するクラスタで、HA 許可制御がオンになっている場合、
メンテナンス モードに入るホストから仮想マシンを退避できないことがあります。
これは、フェイルオーバー レベルを維持するために予約されているリソースが原因
です。この場合、VMotion を使用して、手動でホストから仮想マシンを移行する必要
があります。
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HA クラスタは、現在のフェイルオーバー キャパシティが、構成されたフェイル
オーバー キャパシティよりも小さい場合、またはクラスタ内のどのプライマリ 
ホストも応答しない場合に、無効になります。詳細については、「プライマリ ホ
ストとセカンダリ ホスト（P.79）」を参照してください。

DRS クラスタまたは HA クラスタは、仮想マシンのフェイルオーバーの最中に
ユーザーが親リソース プール上で予約を減らした場合に、無効になることがあ
ります。 

次の例について考える前に、用語の定義に注意してください。

予約（リソース プール）　ユーザーが入力した、固定で保証されたリソース プー
ルの割り当て。

使用済みの予約（クラスタまたはリソース プール）　それぞれの子の予約または
使用済みの予約（いずれか大きな方）の合計。再帰的に加算されます。

未予約（クラスタまたはリソース プール）　負でない値で、リソース プールのタ
イプによって異なります。

クラスタの場合、合計容量 - 使用済みの予約

拡張不能なリソース プールの場合、予約 - 使用済みの予約

拡張可能なリソース プールの場合、（予約 - 使用済みの予約）+ 上位リソース 
プールから借りることができる未予約リソース

例 1：有効なクラスタ、タイプ [固定（Fixed）] のすべてのリソース プール

図 4-10 は、有効なクラスタを表し、そのクラスタの CPU リソースがどのように計算
されるかを示しています。このクラスタの特性は次のとおりです。

12GHz の合計リソースを持つクラスタ。 

それぞれタイプ [ 固定（Fixed）] の（[ 拡張可能な予約（Expandable Reservation）]
が選択されていない）3 つのリソース プール。

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

RP1は、4GHzの予約を使用して作成されました。それぞれ2GHzの 2つの仮想マシ
ン（VM1 と VM7）のパワーがオンにされています（[ 使用済みの予約

（Reservation Used）]：4GHz）。追加の仮想マシンのパワーをオンにするリソー
スは、残っていません。VM6 は、パワーオンされていないものとして表示され
ています。VM6 は予約を消費しません。 

RP2 は、4GHzの予約を使用して作成されました。1GHz と 2GHzの 2 つの仮想マシン
のパワーがオンにされています（[ 使用済みの予約（Reservation Used）]：
3GHz）。1GHz が未予約で残っています。 
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RP3 は、3GHz の予約を使用して作成されました（予約）。3GHz を持つ 1 つの仮想
マシンのパワーがオンにされています。追加の仮想マシンのパワーをオンにする
使用可能なリソースは、ありません。 

図4-10  有効なクラスタ（固定リソース プール）

例 2：有効なクラスタ、タイプ [拡張可能（Expandable）] のいくつかのリ
ソース プール
例 2（図 4-11）は例 1 と同様の設定を使用しますが、RP1 と RP3 は、予約タイプ [ 拡
張可能（Expandable）] を使用します。有効なクラスタを次のように構成できます。

16GHz の合計リソースを持つクラスタ。 

RP1 と RP3 は、タイプ [ 拡張可能（Expandable）] で、RP2 は、タイプ [ 固定（Fixed）]
です。 

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

RP1は、4GHzの予約を使用して作成されました。それぞれ2GHzの 3つの仮想マシ
ンのパワーがオンになっています。これらの仮想マシンのうちの 2 つ（たとえ
ば、VM1 と VM7）は、RP1 の予約を使用でき、3 番目の仮想マシン（VM6）は、
クラスタのリソース プールから予約を使用できます（このリソース プールのタ
イプが [ 固定（Fixed）] であった場合は、追加の仮想マシンのパワーをオンにで
きませんでした）。
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RP2 は、5GHzの予約を使用して作成されました。1GHz と 2GHzの 2 つの仮想マシン
のパワーがオンにされています（[ 使用済みの予約（Reservation Used）]：
3GHz）。2GHz が未予約で残っています。 

RP3 は、5GHzの予約を使用して作成されました。3GHz と 2GHzの 2 つの仮想マシン
のパワーがオンになっています。このリソース プールのタイプが [ 拡張可能

（Expandable）] であっても、親の余分のリソースがすでに RP1 によって使用され
ているので、追加の 2GHz の仮想マシンのパワーをオンにすることはできません。 

図4-11  有効なクラスタ（拡張可能リソース プール）

黄色のクラスタ
クラスタが黄色で表示されるのは、リソース プールと仮想マシンのツリーが内部的
に整合性があるが、子リソース プールによって予約されるすべてのリソースをサ
ポートするのに十分な容量がクラスタにない場合です。ホストが使用不能になると、
そのすべての仮想マシンが使用不能になるので、実行中のすべての仮想マシンをサ
ポートするのに十分なリソースが常に存在するようになります。 

通常、クラスタは、クラスタの容量が突然減少した場合、たとえば、クラスタ内のホ
ストが使用不能になった場合に黄色になります。クラスタが黄色にならないように、
十分な追加クラスタ リソースを残すことを推奨します。 
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図 4-12 で示す、次の例について考えます。

それぞれ 4GHz の 3 つのホストからの合計 12GHz のリソースを持つクラスタ。 

合計で 12GHz を予約する 3 つのリソース プール。 

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

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

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

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

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

図4-12  黄色のクラスタ
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赤のクラスタ
クラスタは、DRS 違反または HA 違反のために赤で表示されることがあります。クラ
スタの動作は、このセクションで説明するように、違反のタイプに依存します。

赤のDRS クラスタ
DRS が有効に設定されているクラスタは、ツリーが内部的に整合性がない、すなわ
ち、リソース制約が遵守されていない場合に赤になります。クラスタ内のリソースの
合計量は、クラスタが赤になるかどうかに影響を与えません。ルート レベルで十分
なリソースがあっても、子レベルで不整合がある場合、クラスタは DRS が赤で表示
されることがあります。 

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

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

図 4-13 の例を考慮してください。 

図4-13  赤のクラスタ

クラスタ
合計リソース：12G

使用済みの予約：12G 15G
未予約：0G

RP1（拡張可能）
予約：4G

使用済みの予約：4G
未予約：0G

RP2
予約：2G

使用済みの予約：2G 5G
未予約：0G

RP3（拡張可能）
予約：6G

使用済みの予約：2G
未予約：4G 0G

VM1、1G

VM7, 3G

VM2、3G VM3、1G VM4、1G VM5、1G VM6、1G
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図 4-13 の例で示すように、ユーザーがリソース プール 2 の下で、3GHz の予約で仮想
マシンを（サポートされていない方法で）起動した場合、クラスタは赤になります。

赤のHAクラスタ
HA が有効に設定されているクラスタが赤で表示されるのは、パワーオンされた仮想
マシンの数がフェイルオーバー要件を超えた場合、つまり、現在のフェイルオーバー 
キャパシティが、構成されたフェイルオーバー キャパシティよりも小さい場合です。
厳密な許可制御が無効の場合は、ホストがフェイルオーバーを保証できるかどうかに
かかわらず、クラスタは赤になりません。

フェイルオーバー キャパシティが不十分になることがあるのは、たとえば、非常に
多くの仮想マシンのパワーをオンにしたために、指定された数のホストについてフェ
イルオーバーを保証できる十分なリソースがすでにクラスタにない場合です。 

4 つのホストのクラスタにおいて 2 つのホストの障害が HA に設定されていて、1 つ
のホストに障害が起きた場合も、フェイルオーバー キャパシティが不十分になるこ
とがあります。残りの 3 つのホストは、すでに 2 つのホストの障害を保証できない
場合があります。 

HA が有効に設定されているクラスタが赤になった場合、または現在のフェイルオー
バー キャパシティが設定のフェイルオーバー キャパシティ未満になった場合、その
クラスタは、指定された数のホストについてフェイルオーバーを保証することはでき
ませんが、フェイルオーバーの実行は継続します。ホスト障害の場合、HA は、最初
に優先順位に従って 1 つのホストの仮想マシンをフェイルオーバーしてから、優先
順位に従って 2 番目のホストの仮想マシンをフェイルオーバーし、以降同様に続行
します。詳細については、「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.115）」を参照して
ください。

[ 概要（Summary）] タブには、赤と黄色のクラスタに関する構成の問題のリストが
表示されます。このリストには、クラスタがオーバーコミットされた、または無効に
なった原因が示されます。 

注意   HA の問題でクラスタが赤になっても、DRS の動作に影響はありません。
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5

本章の内容は、次のとおりです。

クラスタの前提条件（P.89）

クラスタ作成の概要（P.92）

クラスタの作成（P.93）

クラスタ情報の表示（P.96）

クラスタの前提条件
VMware クラスタの機能を正常に使用するには、システムが特定の前提条件を満たし
ている必要があります。

一般に、次のセクションで説明する VMotion の要件を仮想マシンが満たしている
場合に、DRS と HA は最適に動作します。 

DRS をロード バランシングに使用したい場合は、クラスタ内のホストが VMotion
ネットワークの一部でなければなりません。ホストが VMotion ネットワーク内
にない場合でも、DRS は初期配置の推奨を行うことができます。

VMware クラスタの作成 5

注意   すべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているものと
仮定して説明しています。権限の詳細については、オンライン ヘルプを参照してく
ださい。
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HAが有効に設定されたクラスタ
HA が有効に設定されたクラスタの場合、クラスタ内のどのホスト上でも仮想マシン
をパワーオンできなければならないので、すべての仮想マシンとそれらの構成ファイ
ルが共有ストレージ（SAN など）になければなりません。また、同じ仮想マシン 
ネットワークやほかのリソースにアクセスできるように、ホストが構成されている必
要があります。 

HA クラスタ内の各ホストは、クラスタ内のほかのすべてのホストのホスト名と IP ア
ドレスを特定できなければなりません。これを達成するために、各ホスト上で DNS
を設定する（推奨）か、/etc/hosts のエントリを手動で記入する（エラーになりや
すく非推奨）ことができます。DNS を使用して名前を特定するには、ESX Server ホス
トのファイアウォールで NIS クライアントサービスが有効になっていることを確認し
ます。（ESX Server 3i を使用する場合は、必要ありません。）

NIS クライアント サービスを有効にするには

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

2 [ セキュリティ プロファイル（Security Profile）] を選択します。

3 [ ファイアウォール（Firewall）] の [ 発信接続（Outgoing Connections）] の下に
[NIS クライアント（NIS Client）] が表示されない場合は、[ プロパティ

（Properties）] をクリックします。

4 [ ファイアウォールのプロパティ（Firewall Properties）] ダイアログ ボックスで、
[NIS クライアント（NIS Client）] を選択し、[OK] をクリックします。

ESX Server 3 内で使用する VMware HA については、コンソール ネットワーキングの
冗長性が推奨されます（ただし必須ではありません）。同様に、ESX Server 3i では、
冗長な VMkernel ネットワークが推奨されます。冗長性が提供されない場合、フェイ
ルオーバー セットアップで単一点障害が生じます。ホストのネットワーク接続が失
敗した場合、第 2 の接続がほかのホストにハートビートを送信できます。 

冗長性を設定するには、2 つの物理ネットワーク アダプタが各ホストに必要です。こ
れらを、対応するサービス コンソール（ESX Server 3i の場合は VMkernel ネットワー
ク）に、 2 つのサービス コンソール インターフェイス（ESX Server 3i の場合は、
VMkernel ネットワーク インターフェイス）を使用して接続するか、 NIC チーミングを
使用する単一インターフェイスを使用して接続します。 

注意   HA クラスタ内のすべてのホストは、クラスタ内のホストの（ドメイン サ
フィックスなしの）短いホスト名をクラスタ内のほかのいずれかのホストの適切
な IP アドレスに特定できるよう、DNS が構成されていなければなりません。構
成されていない場合、HA 構成タスクが失敗します。IP アドレスを使用してホス
トを追加する場合は、DNS 逆引きも有効にします（IP アドレスを短いホスト名
に解決できる必要があります）。

注意   HA クラスタのホストに NIC を追加したあと、そのホストで HA を再構成する必
要があります。
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VirtualCenter VMotion の要件
VMotion 用に構成するためには、クラスタ内の各ホストが次の要件を満たしている必
要があります。 

共有ストレージ
管理ホストが共有ストレージを使用していることが必要です。通常、共有ストレージ
は、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）上にあります。SAN の詳細については、

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

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

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

共有 VMFS のアクセス モードをパブリックに設定します。

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

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

プロセッサの互換性

ソース ホストと宛先ホストのプロセッサに互換性があることを確認します。 

VMotion は、実行中の仮想マシンのアーキテクチャ状態を、基盤となる VMware ESX 
Server システム間で転送します。VMotion の互換性とは、ソース ホストのプロセッ
サのサスペンドに用いたのと同じ命令を利用して、ターゲット ホストのプロセッサ
が実行をレジュームできなければならないということです。VMotion による移行に必
要な互換性を保つためには、プロセッサのクロック速度とキャッシュ サイズは異
なっていてもかまいませんが、プロセッサが同じクラスのベンダ（Intel と AMD）製
で、同じプロセッサ ファミリでなければなりません。 

注意    仮想マシン スワップ ファイルも（.vmdk 仮想ディスク ファイルと同様に）、
ソース ホストとターゲット ホストがアクセスできる VMFS 上になければなりません。
すべてのソース ホストとターゲット ホストが ESX Server 3.5 以降の場合、この要件は
適用されません。この場合は、非共有ストレージのスワップ ファイルを使用する
VMotion がサポートされます。スワップ ファイルはデフォルトで VMFS 上に配置さ
れますが、管理者は、高度な仮想マシン構成オプションを使用してファイルの場所を
オーバーライドすることができます。
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プロセッサ ベンダは、Xeon MP や AMD Opteron などのプロセッサ ファミリを定義
しています。同じファミリ内の異なるプロセッサ バージョンは、プロセッサのモデ
ル、ステッピング レベル、拡張機能を比較することで区別できます。 

ほとんどの場合、同じファミリ内の異なるプロセッサ バージョンは類似してお
り、互換性は十分に維持されます。 

場合によっては、プロセッサ ベンダが、同じプロセッサ ファミリ内で大幅な
アーキテクチャ変更を発表することがあります（64 ビット拡張や SSE3 など）。
VMware は、VMotion での正常な移行を保証できない場合、これらの例外を識別
します。 

その他の要件

その他の VMotion の要件は、次のとおりです。

ESX Server 3.x の場合、ESX Server ホストの仮想マシン構成ファイルは、VMFS 上に
なければなりません。 

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

VMotion では、VMotion に対応したすべての管理ホスト間で、プライベートなギ
ガビット イーサネットの移行用ネットワークを必要とします。管理ホスト上で
VMotion を有効にしたら、管理ホストに固有のネットワーク ID オブジェクトを
設定し、これをプライベートな移行用ネットワークに接続してください。 

クラスタ作成の概要
クラスタを作成するときに、システムがクラスタの前提条件を満たしていることを確
認します。（「クラスタの前提条件（P.89）」を参照。）新規クラスタ ウィザードを起動
します。

クラスタ ウィザードの起動方法

1 データセンターまたはフォルダを右クリックして、[ 新規クラスタ（New 
Cluster）] を選択します。 （キーボード ショートカットは、<Ctrl>+<l> です。）

2 ウィザードのプロンプトと本章の説明に応じてクラスタ設定を選択します。 

最初のパネルでは、VMware DRS と VMware HA のどちらかまたは両方をサポートす
るクラスタを作成するかどうかを選択します。この選択により、続けて表示される
ページが異なり、ウィザードの左側のパネルに表示されるタスクのリストが暗黙に決
まります。DRS と HA を選択した場合、これらのオプションの構成情報の入力を求め
られます。 

注意   ヴイエムウェアは、プロセッサ ベンダやハードウェア ベンダとのパートナー
シップを通して、幅広いプロセッサで VMotion の互換性を維持できるよう努力して
います。最新の情報については、ヴイエムウェアの担当者にお問い合わせください。
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クラスタを作成した場合、最初はそのクラスタにホストも仮想マシンも含まれていま
せん。 

ホストの追加については、「DRS クラスタへのホストの追加（P.102）」と「HA ク
ラスタへのホストの追加（P.120）」で説明します。

仮想マシンの追加については、「第 7 章、クラスタと仮想マシン（P.111）」で説明
します。 

クラスタの作成
このセクションでは、[ 新規クラスタ（New Cluster）] ウィザードの各ページについ
て説明します。 

クラスタ機能の選択
[ 新規クラスタ（New Cluster）] ウィザードの最初のパネルでは、次の情報を指定で
きます。

名前　クラスタの名前を指定します。この名前は、VI Client のインベントリ パネ
ルに表示されます。名前を指定してクラスタの作成を続行します。 

VMware HA の有効化　このボックスを選択した場合、ソース ホストに障害が起
きると、VirtualCenter が、実行中の仮想マシンを別のホスト上で再起動します。
詳細については、「VMware HA について（P.74）」を参照してください。 

VMware DRS の有効化　このボックスを選択した場合、DRS は負荷分散情報を使
用して、初期配置およびロード バランシングの推奨、または仮想マシンの自動
配置および移行を行います。詳細については、「VMware DRS について（P.64）」
を参照してください。

名前を指定し、クラスタ機能のいずれかまたは両方を選択します。[ 次へ（Next）]
をクリックして続行します。 

自動化レベルの選択 
ウィザードの 2 番目のパネルで [VMware DRS の有効化（Enable VMware DRS）] オプ
ションを選択した場合、[VMware DRS] パネルで自動化のデフォルト レベルを選択で
きます。別の選択項目の詳細については、「VMware DRS について（P.64）」を参照し
てください。 

注意   選択したクラスタ機能は、変更できます。「第 6 章、VMware DRS の管理
（P.101）」と「第 8 章、VMware HA の管理（P.119）」を参照してください。
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表 5-1 は、ウィザードで表示される選択項目の概要を示しています。

HAオプションの選択 
HA を有効にした場合、新規クラスタ ウィザードで、表 5-2 に示すオプションを設定
できます。詳細については、「VMware HA の操作（P.123）」を参照してください。

注意   クラスタ全体の自動化レベルまたは個々の仮想マシンの自動化レベルは、変更
できます。「DRS の再構成（P.107）」と「仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.114）」
を参照してください。

表5-1  DRS 自動化レベル

 初期配置 移行

[ 手動（Manual）] 推奨されるホストの表示 移行の推奨を表示します。

[ 一部自動化
（Partially 
Automated）]

自動配置 移行の推奨を表示します。

[ 完全自動化（Fully 
Automated）]

自動配置 移行の推奨が自動的に実行されます。 

注意   デフォルトのクラスタの自動化レベルおよび特定の仮想マシンの自動化モード
は、分散電源管理機能によって発生する推奨およびアクションに影響を与えません。
これを変更するには、電源管理自動化レベルを選択します。詳細については、「分散
電源管理（P.70）」を参照してください。

表5-2  VMware HA のオプション

オプション 説明

[ ホスト障害（Host 
Failures）]

フェイルオーバーを保証するホスト障害の数を指定します。 

[ 再起動の優先順位
（Restart Priority）]

ホスト障害時に仮想マシンを再起動する順序を決定します。次の値が
あります。[ 無効（Disabled）]、[ 低（Low）]、[ 中（Medium）]、[ 高

（High）]。デフォルトは [ 中（Medium）] です。[ 無効（Disabled）]
を選択した場合、仮想マシンで HA が無効になります。
詳細については、「[ 再起動の優先順位（Restart priority）]（P.115）」
を参照してください。
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仮想マシン スワップファイルの場所の選択

このウィザード ページでは、仮想マシンのスワップファイルの場所を選択できます。
スワップファイルは、仮想マシン自体と同じディレクトリに保管することも、ホスト
が指定するデータストアに保管することもできます（ホストローカル スワップ）。詳
細については、「スワッピング（P.145）」を参照してください。

クラスタ作成の終了
クラスタについてのすべての選択を完了すると、選択したオプションのリストを示す
[ 概要（Summary）] タブが表示されます。[ 終了（Finish）] をクリックしてクラスタ
の作成を完了します。または [ 戻る（Back）] をクリックして戻り、クラスタの設定
を修正します。 

クラスタの情報を表示したり（「クラスタ情報の表示（P.96）」を参照）、ホストと仮
想マシンをクラスタに追加したり（「DRS クラスタへのホストの追加（P.102）」と

「HA クラスタへのホストの追加（P.120）」を参照）できます。

[隔離時の対応
（IsolationResponse）]

HA クラスタ内のホストがコンソール ネットワーク（ESX Server 3i で
は、VMkernel ネットワーク）接続を失い、実行を続けた場合に発生さ
せる状態を定義します。次の値があります。[ パワーオフ（Power off）]

（デフォルト）、[ パワーオンのままにする（Leave powered on）]。詳
細については、「[ 隔離時の対応（Isolation Response）]（P.115）」を参
照してください。

[ 許可制御
（AdmissionControl）]

2 つの項目があります。 
[ 予備ホスト数の有用性の制約に違反する場合、仮想マシンを開始
しません（Do not power on virtual machines if they violate 
availability constraints）] は、上で設定したフェイルオーバー キャ
パシティを使用します。 
[ 有用性の制約に違反する場合でも仮想マシンをパワーオンする場
合でも、仮想マシンを開始します（Allow virtual machines to be 
powered on even if they violate availability constraints）] では、指
定したホストの数のフェイルオーバーをすでに保証できなくても、
仮想マシンのパワーをオンにすることができます。このオプショ
ンを選択しなかった場合（デフォルト）、実行すると可用性の制約
に違反するときは、次の操作も許可されません。 

パワーオフ状態の仮想マシンをパワーオン状態のスナップ
ショットに戻すこと。
仮想マシンをクラスタに移行すること。 
仮想マシンを再構成して、仮想マシンの CPU 予約またはメモ
リ予約を拡大すること。 

表5-2  VMware HA のオプション （続き）

オプション 説明
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「第 6 章、VMware DRS の管理（P.101）」と「第 8 章、VMware HA の管理（P.119）」
の説明に従ってクラスタのオプションをカスタマイズすることもできます。

クラスタ情報の表示
このセクションでは、インベントリ パネルでクラスタを選択するときに表示される
情報ページについて説明します。 

[ 概要（Summary）] タブ
クラスタの [ 概要（Summary）] ページには、クラスタの概要情報が表示されます。
詳細については、「図 5-1」を参照してください。

図5-1  クラスタの [ 概要（Summary）] タブ

注意   その他のすべてのページについては、オンライン ヘルプを参照してください。
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表5-3  クラスタの全般情報

パネル 説明

全般 クラスタについての情報が含まれます。 
[VMware DRS]　[ 有効（Enabled）] または [ 無効（Disabled）] です。
[VMware HA]　[ 有効（Enabled）] または [ 無効（Disabled）] です。
[ 合計 CPU リソース（Total CPU Resources）]　クラスタで使用可能な合計
CPU リソース。ホストから使用できるすべてのリソースの合計です。 
[ 合計メモリ（Total Memory）]　クラスタの合計メモリ。ホストから使
用できるすべてのリソースの合計です。 
[ ホスト数（Number of Hosts）]　クラスタ内のホスト数。ホストを追加
または削除すると、この数が変化します。 
[ 合計プロセッサ数（Total Processors）]　すべてのホストのすべてのプ
ロセッサの合計。 
[ 仮想マシンの数（Number of Virtual Machines）]　クラスタ内またはク
ラスタの子リソース プール内のすべての仮想マシンの合計。現在パワー
オンされていない仮想マシンを含みます。
[ 合計移行数（Total Migrations）]　クラスタの作成後に DRS またはユー
ザーによって実行された移行の合計数。 

コマンド クラスタ用によく使用するコマンドを呼び出すことができます。 
[ 新規仮想マシン（New Virtual Machine）]　新規仮想マシン ウィザード
を表示します。このウィザードは、クラスタ内のホストの 1 つを選択する
よう求めてきます。 
[ ホストの追加（Add Host）]　同じ VirtualCenter サーバによって現在管
理されていないホストを追加します。同じ VirtualCenter サーバによって
管理されているホストを追加するには、インベントリ パネルでホストを
ドラッグ アンド ドロップします。 
[ 新規リソース プール（New Resource Pool）]　クラスタの子リソース 
プールを作成します。 
[ 設定の編集（Edit Settings）]　クラスタの [ 設定の編集（Edit Settings）]
ダイアログ ボックスを表示します。 

VMware HA HA が有効に設定されているクラスタの許可制御設定、現在のフェイル
オーバー キャパシティ、および構成されたフェイルオーバー キャパシ
ティを表示します。 
ホストがクラスタに追加された場合またはクラスタから削除された場合は
常に、または仮想マシンのパワーがオンまたはオフにされた場合、システ
ムが現在のフェイルオーバー キャパシティを更新します。
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DRS リソース分散チャート

2 つの DRS リソース分散チャートでクラスタの稼動状態を評価できます。チャート
は、[ 概要（Summary）] タブが表示されるごとに更新され、パフォーマンスの制限
で許容されるかぎり定期的に更新されます。

上部の DRS リソース分散チャート 
このチャートは、X 軸にホスト数、Y 軸に使用率を示すヒストグラムです。クラスタ
が不均衡な場合、異なる使用率レベルに対応する複数のバーが表示されます。たとえ
ば、20 パーセントの CPU 使用率のホストと 80 パーセントの CPU 使用率のホスト
が、それぞれ青いバーで示されることがあります。デフォルト自動化レベルが自動の
クラスタでは、DRS が、負荷の重いホストから 20 パーセントのリソース使用率のホ
ストに仮想マシンを移行します。結果は、同様の容量のホストの場合、40 ～ 50 パー
セントの範囲の 1 本の青いバーになります。 

均衡しているクラスタの場合、このチャートには 2 本のバーが示されます。1 つが
CPU 使用率で、1 つがメモリ使用率です。ただし、クラスタ内のホストが少しだけ使
用されている場合は、均衡しているクラスタで、CPU とメモリの両方について複数
のバーが表示されることがあります。 

下部の DRS リソース分散チャート

このチャートは、Y 軸にホスト数、X 軸に各ホストに配分された有効なリソースの
パーセンテージを示すヒストグラムです。上部のチャートが Raw リソースの使用率
の値をレポートするのに対し、下部のチャートも、仮想マシンとリソース プールの
リソース設定に関する情報を統合します。 

VMware DRS クラスタのデフォルト自動化レベル、移行のしきい値、および保留中の移
行推奨を表示します。 
[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）]タブを選択すると、移行の推奨が
表示されます。詳細については、「移行の推奨（P.70）」を参照してください。
デフォルト自動化レベルと移行のしきい値は、クラスタの作成時に設定し
ます。詳細については、「移行のしきい値（P.69）」を参照してください。 

DRS リソース
配布 

[ 使用率（Utilization Percent）] と [ 配信された有効なリソース率
（Percent of Entitled Resources Delivered）] の 2 つのリアルタイム ヒスト
グラムを表示します。これらのチャートは、クラスタがどのようにバラン
スを保っているかを表します。詳細については、「DRS リソース分散
チャート（P.98）」を参照してください。 

表5-3  クラスタの全般情報 （続き）

パネル 説明
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DRS は、構成されたシェア、予約、制限の各設定、および現在のリソース プールの
構成と設定に基づいて、各仮想マシンのリソース資格を計算します。次に、DRS は、
ホスト上で実行中のすべての仮想マシンのリソース資格を合計することによって各ホ
ストのリソース資格を計算します。配分された有効なリソースのパーセンテージは、
ホストの容量をその資格で割った値と等しくなります。 

均衡しているクラスタの場合、ホストの容量はその資格以上でなければならないの
で、チャートは、理想的には、90 ～ 100 パーセントのヒストグラム バケット内で各
リソースについての単一のバーを持つ必要があります。不均衡なクラスタは複数の
バーを持ちます。X 軸の値の低いバーは、それらのホスト上の仮想マシンが、資格の
あるリソースを受け取っていないことを表します。

[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページ
[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページには、移行または電源管理によっ
てクラスタのリソース使用率を最適化するために生成された現在の推奨のセットが表
示されます。VirtualCenter は、クラスタの値セットに基づいて推奨のリストを定期的
に更新します。 

現在の推奨がない場合、[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページには、[ 現
在、DRS 推奨事項はありません。（No DRS recommendations at this time）] が表示さ
れます。現在の推奨がある場合、このセクションは図 5-2 のように表示されます。

図5-2  DRS 推奨事項

DRS 推奨事項セクションには、表 5-4 で説明する列内の各項目についての情報が表示
されます。
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  このページの使用方法については、「DRS 推奨事項の適用（P.106）」を参照してくだ
さい。

表5-4  DRS 推奨事項の情報

列 説明

優先順位 星印の数による、この推奨の優先順位。5 つ星（最高）は、ホストがメ
ンテナンス モードに入ることまたはアフィニティ ルール違反による必
須の移動を表します。その他の評価は、その推奨によってクラスタの
パフォーマンスがどの程度向上するかを表し、4 つ星（大幅な向上）か
ら 1 つ星（わずかな向上）です。

推奨 この列に表示されるものは、推奨のタイプによって異なります。
仮想マシンの移行の場合：移行する仮想マシンの名前、ソース ホ
スト（仮想マシンが現在実行されているホスト）、ターゲット ホス
ト（仮想マシンの移行先ホスト）。
ホストの電源状態変更の場合：パワーオンまたはパワーオフするホ
ストの名前。

理由 推奨の理由　仮想マシンが移行を推奨された理由。または、ホストが電
源状態の移行を推奨された理由。理由は、次のいずれかに関連します。

平均 CPU またはメモリ負荷分散を均衡させる。
アフィニティ ルールまたは非アフィニティ ルールに従う。 
ホストがメンテナンス モードに入る。
電源消費を減らす。
特定ホストをパワーオフする。
クラスタ容量を増加させる。

注意   [DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] セクションのすぐ下の [DRS アク
ション履歴（DRS Action History）] セクションには、一定期間にわたってこのクラス
タに適用された推奨が表示されます。
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本章では、DRS クラスタにホストを追加する方法、それらのホストの削除方法、お
よび DRS のカスタマイズ方法について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

DRS のカスタマイズ（P.101）

DRS クラスタへのホストの追加（P.102）

クラスタからのホストの削除（P.104）

DRS 推奨事項の適用（P.106）

DRS の再構成（P.107）

DRS アフィニティ ルールの使用（P.108）

DRS のカスタマイズ
クラスタを作成したあと、DRS と HA のどちらかまたは両方についてクラスタを有効
にすることができます。そのあと、ホストの追加または削除に進むことができ、クラ
スタをほかの方法でカスタマイズできます。 

DRS を次のようにカスタマイズできます。

クラスタの作成時にデフォルトの自動化レベルと移行閾値を指定します。詳細に
ついては、「自動化レベルの選択（P.93）」を参照してください。

VMware DRS の管理 6

注意   説明するすべてのタスクについて、ライセンスがあり、それらのタスクを実行
する権限を持っているものと仮定します。権限とその設定方法については、オンライ
ン ヘルプを参照してください。
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クラスタにホストを追加します。詳しくは、「DRS クラスタへのホストの追加
（P.102）」を参照してください。

「DRS の再構成（P.107）」の説明どおりに、既存のクラスタのデフォルトの自動
化レベルまたは移行閾値を変更します。

クラスタ内の個々の仮想マシンのカスタム自動化モードを設定して、クラスタ全
体の設定をオーバーライドします。たとえば、クラスタのデフォルト自動化レベ
ルを自動に、逆に個々のマシンのレベルを手動に設定できます。詳細について
は、「仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.114）」を参照してください。

アフィニティ ルールを使用して仮想マシンをグループ化します。アフィニティ 
ルールは、選択した仮想マシンを常に同じホストに配置することを指定します。
非アフィニティ ルールは、選択した仮想マシンを常に異なるホストに配置する
ことを指定します。詳細については、「DRS アフィニティ ルールの使用（P.108）」
を参照してください。 

DRS クラスタへのホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在管理されているホスト（管理ホスト）と、そ
のサーバによって現在管理されていないホストとでは、クラスタにホストを追加する
場合の手順が異なります。 

ホストを追加したあと、そのホストに導入されている仮想マシンは、クラスタの一部
になります。DRS は、いくつかの仮想マシンをクラスタ内のほかのホストへの移行
を推奨する場合があります。 

クラスタへの管理ホストの追加
VirtualCenter のインベントリ パネルには、その VirtualCenter サーバによって管理され
ているすべてのクラスタとすべてのホストが表示されます。VirtualCenter サーバへのホ
ストの追加については、『Virtual Infrastructure User's Guide』を参照してください。 

クラスタに管理ホストを追加するには

1 インベントリまたはリスト ビューからホストを選択します。 

2 ホストをターゲット クラスタ オブジェクトにドラッグします。

3 ホストの仮想マシンとリソース プールをどうするかをウィザードが問い合わせ
てきます。 
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[ このホストのすべての仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに入
れます（Put this host's virtual machines in the cluster's root resource pool）]
を選択した場合、VirtualCenter はホストの既存のリソース プールをすべて削
除して、ホストの階層化されたすべての仮想マシンをルートに接続します。 

[ このホストの仮想マシンとリソース プール用の新規リソース プールを作成
します（Create a new resource pool for this host's virtual machines and 
resource pools）] を選択した場合、VirtualCenter は、クラスタの直接の子に
なる最上位レベルのリソース プールを作成して、ホストのすべての子をそ
の新規リソース プールに追加します。この新しい最上位レベルのリソース 
プールの名前を指定できます。デフォルトは、[< ホスト名 > から接ぎ木

（Grafted from<host_name>）] です。

自動移行機能を利用するには、ホストの VMotion ネットワークも設定する必要があ
ります。

クラスタへの非管理ホストの追加
現在、そのクラスタと同じ VirtualCenter サーバによって管理されていない（VI Client
に表示されない）ホストを追加できます。

クラスタに非管理ホストを追加するには

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

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

3 概要情報を確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

注意   シェア割り当てはリソース プールに対して相対的なので、リソース プール
階層を破棄する前述の操作を実行したあとで、手動で仮想マシンのシェアを変更
する必要が生じることがあります。

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

注意   あとでクラスタからホストを削除した場合、リソース プール階層はクラスタの
一部のままになります。ホストは、リソース プール階層を失います。この喪失が意
味を持つのは、リソース プールの目標の 1 つが、ホストに依存しないリソース割り
当てをサポートするためです。たとえば、追加の再構成をしなくても、2 つのホスト
を削除して、同様の機能を持つ単一のホストでそれらを置き換えることができます。
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4 「クラスタへの管理ホストの追加（P.102）」で説明した仮想マシンとリソース 
プールの場所についてのプロンプトに答えます。 

クラスタからのホストの削除
クラスタからホストを削除するには、ホストをメンテナンス モードにする必要があ
ります。背景情報については、「ホストのメンテナンス モードとスタンバイ モード

（P.72）」を参照してください。

ホストをメンテナンス モードにするには

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

ホストは、すべての仮想マシンのパワーをオフにするまで、またはすべての仮想
マシンを別のホストに移行するまで、メンテナンス モードに切り替えている状
態になります。メンテナンス モードになっているホスト上で仮想マシンのパ
ワーをオンにしたり、それらのホストへの仮想マシンへの移行を行なったりする
ことはできません。

パワーオン状態の仮想マシンがない場合、ホストはメンテナンス モードになっ
ています。 

2 ホストがメンテナンス モードになっている場合、そのホストを別のインベント
リの場所（最上位レベルのデータセンター、または現在のクラスタ以外のクラス
タ）にドラッグできます。 

ホストを移動すると、そのホストのリソースがクラスタから削除されます。ホス
トのリソース プール階層をクラスタに接ぎ木した場合、その階層はクラスタと
ともに残ります。 

3 ホストを移動したあと、次のことができます。

VirtualCenter サーバからホストを削除できます（右クリック メニューから
[ 削除（Remove）] を選択します）。

そのホストを、VirtualCenter の下でスタンドアロン ホストとして実行できま
す（右クリック メニューから [ メンテナンス モードの終了（Exit 
Maintenance Mode）] を選択します）。

ホストを別のクラスタに移動できます。 



VMware, Inc. 105

第 6章 VMware DRS の管理

  

  

ホストの削除とリソース プール階層
ホストをクラスタから削除すると、ホストをクラスタに追加した時点で DRS クラス
タを使用してホストのリソース プールを接ぎ木した場合でも、ホストは（非表示の）
ルート リソース プールだけになります。この場合は、階層はクラスタとともに残り
ます。 

ホスト固有の新規リソース プール階層を作成できます。 

ホストの削除と仮想マシン
ホストは削除する前にメンテナンス モードにしなければならないため、すべての仮
想マシンのパワーをオフにする必要があります。クラスタからホストを削除すると、
そのホストに現在関連付けられている仮想マシンもクラスタから削除されます。 

ホストの削除と無効なクラスタ
ホストをクラスタから削除すると、クラスタが使用できるリソースが減ります。 

クラスタで DRS が有効に設定されている場合、ホストを削除すると、次の結果にな
ることがあります。

クラスタ内のすべての仮想マシンとリソース プールの予約を満たすのに十分な
リソースがまだクラスタにある場合、クラスタは、リソース割り当てを調整し
て、減少後のリソース量を反映させます。 

クラスタに、すべてのリソース プールの予約を満たすのに十分なリソースはな
いが、すべての仮想マシンの予約を満たす十分なリソースはある場合は、アラー
ムが発行され、クラスタが黄色で表示されます。DRS は、実行を続けます。 

HA が有効に設定されているクラスタが多くのリソースを失って、フェイルオーバー
要件をすでに満たせない場合は、メッセージが表示され、クラスタが赤になります。
クラスタはホスト障害時に仮想マシンをフェイルオーバーしますが、すべての仮想マ
シンをフェイルオーバーするのに使用できる十分なリソースがあるかどうかは保証さ
れません。 

注意   DRS による移行は、仮想マシンが動作しているホストから別のホストへの移行
であるため、初めにホストを追加したときと同じ仮想マシンがホスト上にあるとは限
りません。
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DRS 推奨事項の適用
VirtualCenter は、クラスタに対する移行および電源管理の推奨を [DRS 推奨事項（DRS 
Recommendations）] ページに表示します。詳細については、「[DRS 推奨事項（DRS 
Recommendations）] ページ（P.99）」を参照してください。このページには、推奨を
適用する場所も表示されます。詳細については、「図 6-1」を参照してください。

図6-1  DRS 推奨事項

推奨のグループ化
推奨ページは、ボックスにまとめられています。各ボックスには、一定の相互依存性
がある推奨が含まれています。別々のボックスに表示される推奨同士は、互いに独立
していると考えられます。ボックス内では、別の推奨に依存する推奨は、必須項目の
下に表示されます。これらの相互依存性によって、推奨を適用するときに、次のアク
ションが発生します。

依存する推奨が選択されたとき（[ 適用（Apply）] チェックボックスが選択され
たとき）、上に表示される必須のボックスにある推奨も選択されます。これらを
適用しないと、依存する推奨は適用できません。上に表示されるすべての推奨が
必須であるとは限りません。

必須の推奨が選択解除されたとき、同じボックスで下に表示され、それに依存す
るすべての推奨も選択解除されます。必須項目を適用しないと、依存する推奨も
適用されません。下に表示されるすべての推奨がほかの推奨に依存しているとは
限りません。

このページに表示される推奨間の相互依存のタイプとしてはこのほかに、アクション
がアトミックで、単一ユニットとしてのみ適用できるタイプがあります。このタイプ
の推奨はアフィニティ（または非アフィニティ）ルールを満たすために必要な場合が
あり、リンク アイコンと [ 適用（Apply）] チェックボックス 1 つで表示されます。
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[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページの使用方法
[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページに表示されるすべての DRS 推奨事項
の [ 適用（Apply）] チェックボックスはデフォルトで選択されており、変更できませ
ん（選択解除できません）。推奨を選択解除するには、[ 提案された DRS 推奨事項の上
書き（Override suggested DRS actions）] チェックボックスを選択します。このアク
ションによって、[ 適用（Apply）] チェックボックスがアクティブになります。適用す
る推奨を決定したら、[ 推奨の適用（Apply Recommendations）] ボタンをクリックし
ます。

[DRS 推奨事項（DRS Recommendations）] ページでは、そのほかに、次の 2 つのア
クションが可能です。

[ 推奨の生成（Generate Recommendations）] ボタンをクリックして、ページ全
体を更新します。クラスタの構成を変更し、新しい構成に対する更新された推奨
をすぐに表示したいときに、このアクションを実行します。

推奨テーブルの上に星印の評価（[2 個以上の星印（2 or more stars）] など）とし
て表示される閾値リンクをクリックして、[ クラスタ設定（Cluster Settings）] ダ
イアログ ボックスを開きます。ほかのクラスタレベルの設定と同様に、デフォ
ルトのクラスタ自動化レベルおよび電源管理自動化レベルを調整できます。

DRS の再構成 
クラスタの DRS をオフにしたり、構成オプションを変更したりできます。 

DRS をオフにするには 

1 クラスタを選択します。 

2 右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択します。 

3 左側のパネルで [ 全般（General）] を選択し、[VMware DRS] チェック ボックス
の選択を解除します。 

DRS をオフにするとクラスタ内のすべてのリソース プールが破棄されることが
警告されます。 

4 DRS をオフにして、すべてのリソース プールを破棄するには、[OK] をクリック
します。 

要注意   DRS をオンに戻しても、リソース プールは再構築されません。DRS 自動化レ
ベルを（オフにするのではなく）手動に変更すると、自動 DRS アクションは実行さ
れませんが、リソース プールの階層は保持されます。
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DRS を再構成するには

1 クラスタを選択します。 

2 右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択します。 

3 [ クラスタ設定（Cluster Settings）] ダイアログ ボックスで [VMware DRS] を選択
します。 

4 デフォルトの自動化レベルを設定します。

自動化レベルを変更するには、いずれかのラジオ ボタンを選択します。詳
細については、「自動化レベルの選択（P.93）」を参照してください。

[ 完全自動化（Fully automated）] を選択した場合、[ 移行のしきい値
（Migration Threshold）] のスライダーを移動して移行の閾値を変更できま
す。詳細については、「移行のしきい値（P.69）」を参照してください。

リソース プール階層を変更せずに、DRS 推奨事項の VMotion 移行をサスペンドする
には、DRS 自動化レベルを手動または一部自動化に設定します。このように設定す
ると、DRS は VMotion 移行の推奨を継続しますが、ユーザーが承認するまで、
VirtualCenter は移行を実行しません。個々の仮想マシンの自動化レベルを完全自動化
に設定すると、これらはクラスタのデフォルトに戻ります。この操作の方法について
は、「仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.114）」を参照してください。 

DRS アフィニティ ルールの使用 
DRS クラスタの作成後、そのプロパティを変更して、アフィニティを指定するルー
ルを作成できます。DRS がユーザー指定のルールに違反することはありませんが、
競合する 2 つのルールがある場合、両方のルールを有効にすることはできません。
たとえば、一方のルールが 2 台の仮想マシンをまとめて配置し、もう一方のルール
が同じ 2 台の仮想マシンを別々に配置する場合、両方のルールを有効にすることは
できません。これらのルールを使用すると、次のことを決定できます。 

DRS によって特定の仮想マシンが同じホスト上にまとめて配置されるようにする
（たとえばパフォーマンス上の理由により）。

DRS によって特定の仮想マシンが同じ場所に配置されないようにする（たとえば
可用性を高めるため）。ユーザーによっては特定の仮想マシンが常に異なる物理
ホスト上に存在することを希望するかもしれません。1 つのホストに問題があっ
ても、両方の仮想マシンを失うことはありません。 

注意   [ 詳細オプション（Advanced Option）] ダイアログ ボックスは、問題の解決時
に VMware カスタマー サポートと作業する場合に役に立ちます。それ以外の場合、
詳細オプションの設定は推奨されません。 
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DRS ルールを作成するには

1 クラスタを選択し、右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選
択します。

2 [ クラスタ設定（Cluster Settings）] ダイアログ ボックスで [ ルール（Rules）] を
選択します。 

3 [ 仮想マシンのルール（Virtual Machine Rule）] ダイアログ ボックスで、検索し
て編集できるようにルールに名前を付けます。 

4 ポップアップ メニューからいずれかのオプションを選択します。

仮想マシンをまとめる

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

仮想マシンを分離する

このルールが 3 つ以上の仮想マシンを含めることはできません。 

5 [ 追加（Add）] をクリックして仮想マシンを追加し、終了したら [OK] をクリッ
クします。 

ルールの追加後は、ルールを編集したり、競合するルールを検索したり、ルールを削
除したりできます。 

注意   DRS アフィニティ ルールは、個々のホストの CPU アフィニティ ルールとは完
全に別のものです。CPU アフィニティ ルールについては、「CPU アフィニティを使用
して仮想マシンを特定のプロセッサに割り当てる（P.128）」で説明します。
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既存のルールを編集するには

1 クラスタを選択し、右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選
択します。 

2 左側のパネルで（[VMware DRS] の下の）[ ルール（Rules）] を選択します。 

3 競合するルールなどのトピックの追加情報については、[ 詳細（Details）] をク
リックします。 

4 ダイアログ ボックスで変更を行い、終了したら [OK] をクリックします。 

ルールによる結果の確認
ルールを追加または編集した直後にクラスタがそのルールに違反すると、システムは
動作を続行したまま違反を修正しようとします。 

デフォルト自動化レベルが手動または一部自動の DRS クラスタでは、ルールの実行
とロード バランシングの両方に基づいて移行が勧告されます。ルールを実行する必
要はありませんが、対応する勧告はルールが実行されるまで残ります。 

ルールの無効化または削除
ルールを無効にしたり、完全に削除したりできます。 

ルールを無効にするには

1 クラスタを選択し、右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選
択します。 

2 左側のパネルで（[VMware DRS] の下の）[ ルール（Rules）] を選択します。 

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

チェック ボックスを再選択すると、あとでルールを有効にできます。 

ルールを削除するには

1 クラスタを選択し、右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選
択します。 

2 左側のパネルで（[VMware DRS] の下の）[ ルール（Rules）] を選択します。 

3 削除するルールを選択し、[ 削除 ] をクリックします。 

ルールが削除されます。 
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本章では、仮想マシンを追加、削除、カスタマイズする方法について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

クラスタへの仮想マシンの追加（P.111）

クラスタ内の仮想マシンのパワーオン（P.112）

クラスタからの仮想マシンの削除（P.113）

仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.114） 

仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.115） 

クラスタへの仮想マシンの追加
クラスタを作成するときに、仮想マシンをクラスタに移行するか、仮想マシンを持つ
ホストをクラスタに追加することによって、仮想マシンをクラスタに追加できます。 

作成時の仮想マシンの追加 
仮想マシンの作成時に、仮想マシン作成プロセスの一部として仮想マシンをクラスタ
に追加できます。新規仮想マシン ウィザードが仮想マシンの場所の入力を求めてき
たときに、スタンドアロン ホストまたはクラスタを選択し、ホストまたはクラスタ
内のリソース プールを選択できます。

仮想マシンの導入の詳細については、『Virtual Machine Management Guide』を参照
してください。 

クラスタと仮想マシン 7

注意   すべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているものと
仮定して説明しています。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参
照してください。
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クラスタへの仮想マシンの移行
既存の仮想マシンを、スタンドアロン ホストからクラスタに、またはクラスタから別
のクラスタに移行できます。仮想マシンの状態は、パワーオンかパワーオフのいずれ
かです。VirtualCenter を使用して仮想マシンを移動するには、2 つの方法があります。

仮想マシン オブジェクトをクラスタ オブジェクトの上にドラッグします。 

仮想マシン名を右クリックして、[ 移行（Migrate）] を選択します。 

DRS クラスタの場合、次の情報を入力するよう求められます。 

クラスタ自体、またはクラスタ内のリソース プールの場所。 

クラスタが手動モードの場合、仮想マシンをパワーオンして実行するホスト。ク
ラスタのデフォルト自動化レベルが完全自動化または一部自動化の場合は、DRS
がホストを選択します。 

仮想マシンを持つホストのクラスタへの追加
クラスタにホストを追加すると、そのホスト上のすべての仮想マシンがクラスタに追
加されます。「DRS クラスタへのホストの追加（P.102）」および「HA クラスタへのホ
ストの追加（P.120）」を参照してください。

クラスタ内の仮想マシンのパワーオン
クラスタの一部であるホスト上の仮想マシンをパワーオンした場合、VirtualCenter の
動作はクラスタのタイプに依存します。

DRS 有効
DRS が有効なときに仮想マシンまたは仮想マシンのグループをパワーオンすると、
VirtualCenter は最初に許可制御を実行します。これは、仮想マシンに十分なリソース
がクラスタまたはリソース プールにあるかどうかを確認します。単一の仮想マシン
をパワーオンするために十分なリソース、またはグループ パワーオンの試行で仮想
マシンのいずれかをパワーオンするために十分なリソースがクラスタにない場合、
メッセージが表示されます。 

注意   クラスタ内のリソース プールへ仮想マシンを直接ドラッグできます。この場
合、移行ウィザードが起動しますが、リソース プール選択ページは表示されません。
リソース プールがリソースを制御するので、クラスタ内のホストに直接移行するこ
とはできません。
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十分なリソースが使用可能である場合、VirtualCenter は次のように処理を続けます。

実行されるアクション（パワーオンまたは移行される仮想マシン、またはパワー
オンされるホスト）のいずれかの自動化レベルが手動の場合、VirtualCenter は初
期配置の推奨を表示します。詳細については、「初期配置（P.64）」を参照してく
ださい。 

これらのアクションのすべてが自動化されている場合、VirtualCenter は、推奨を
表示せずに仮想マシンを最も適したホストに配置します。 

HA有効
仮想マシンをパワーオンして HA が有効な場合、VirtualCenter は HA 許可制御を実行
します。HA 許可制御は、仮想マシンをパワーオンした場合に、指定されたホスト数
がフェイルオーバーできるだけの十分なリソースがあるかどうかを確認します。 

十分なリソースがある場合は、仮想マシンがパワーオンされます。 

十分なリソースがない場合、かつ厳密な許可制御を使用している場合（デフォル
ト）、仮想マシンをパワーオンできないことを伝えるメッセージが表示されます。
厳密な許可制御を使用していない場合は、警告なしに仮想マシンがパワーオンさ
れます。

クラスタからの仮想マシンの削除
クラスタから仮想マシンを移行するか、仮想マシンを持つホストをクラスタから削除
することによって、仮想マシンをクラスタから削除できます。 

クラスタからの仮想マシンの移行
次の 2 つの方法のどちらかを使用して、仮想マシンをクラスタからスタンドアロン 
ホストに、またはクラスタから別のクラスタに移行できます。 

標準的なドラッグアンドドロップの方法を使用します。 

仮想マシンの右クリック メニューまたはVirtualCenterのメニュー バーから[移行
（Migrate）] を選択します。 

仮想マシンが DRS クラスタのアフィニティ ルール グループのメンバーである場合
（「DRS アフィニティ ルールの使用（P.108）」を参照）、VirtualCenter は、移行の続行を
許可する前に警告を表示します。この警告は、従属仮想マシンの移行が自動的には実
行されないことを示します。移行を続行するには、警告を了承する必要があります。 
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仮想マシンを持つホストのクラスタからの削除
仮想マシンを持つホストをクラスタから削除すると、そのホストのすべての仮想マシ
ンも削除されます。ホストを削除できるのは、ホストがメンテナンス モードになっ
ているか、切断されている場合だけです。詳細については、「クラスタからのホスト
の削除（P.104）」を参照してください。 

仮想マシンの DRSのカスタマイズ
DRS クラスタ内の個々の仮想マシンの自動モードをカスタマイズして、クラスタの
デフォルト自動化レベルをオーバーライドすることができます。たとえば、完全自動
のクラスタ内の特定の仮想マシンに [ 手動（Manual）] を選択したり、[ 手動

（Manual）] に設定されているクラスタ内の特定の仮想マシンに [ 一部自動化
（Partially Automated）] を選択したりできます。 

仮想マシンを [ 無効（Disabled）] に設定すると、その仮想マシンは、VirtualCenter
による移行や移行推奨を受けなくなります。 

1 つまたは複数の仮想マシンにカスタム自動モードを設定するには

1 クラスタを選択し、右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選
択します。 

2 [ クラスタ設定（Cluster Settings）] ダイアログ ボックスで、左の列の [ 仮想マシ
ンのオプション（Virtual Machine Options）] を選択します。 

注意   HA クラスタからホストを削除した場合、フェイルオーバーのための十分なリ
ソースがすでにクラスタにないために、クラスタが赤で表示されることがあります。
DRS クラスタからホストを削除した場合、クラスタは、オーバーコミットされるた
めに黄色で表示されることがあります。詳細については、「有効なクラスタ、黄色の
クラスタ、赤のクラスタ（P.82）」を参照してください。
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3 個々の仮想マシンを選択するか、<Shift> または <Ctrl> キーを使用して複数の仮
想マシンを選択します。 

4 右クリック メニューから自動化モードを選択し、[OK] をクリックします。 

仮想マシンの HAのカスタマイズ
リスタートの優先順位と隔離時の対応についてHAをカスタマイズすることができます。 

[ 再起動の優先順位（Restart priority）]　ホスト障害時に仮想マシンを再起動する順
序を決定します。再起動の優先順位は常に考慮されますが、次の場合には重要になり
ます。

特定の数（たとえば 3 台）のホストにホスト障害を設定していて、それ以上
の数（たとえば 4 台）のホストに障害が発生した場合。

厳密な許可制御を解除して、HA がサポートするようにセットアップされて
いる数より多くの仮想マシンを起動した場合。 

[ 隔離時の対応（Isolation Response）]　HA クラスタ内のホストがコンソール ネッ
トワーク（ESX Server 3i では、VMkernel ネットワーク）接続を失い、実行を続けた場
合に発生させる状態を定義します。クラスタ内のほかのホストは、すでにこのホスト
からハートビートを受け取らず、このホストが動作していないことを宣言し、このホ
ストの仮想マシンの再起動を試みます。ディスク ロックにより、仮想マシンの 2 つ
のインスタンスを 2 つの異なるホスト上で実行することが防止されます。デフォル
トでは、ホストが隔離された場合、別のホスト上で仮想マシンを再起動できるよう
に、隔離されたホスト上の仮想マシンがパワーオフされます。この動作は個々の仮想
マシンについて変更可能です。

NAS または iSCSI ストレージの場合、ホストがコンソール ネットワーク（ESX Server 
3i の場合は、VMkernel ネットワーク）を失うと、仮想マシンもそのディスクにアク
セスできなくなることがあります。この場合、ディスク ロックを破ることができ、
別のホスト上で正常に仮想マシンをパワーオンできる場合があります。隔離されたホ
スト上の仮想マシンは動作を続行できますが、ディスク ロックを失ったため、（ネッ
トワーク接続を再取得しても）そのディスクにはアクセスできません。仮想マシン
は、ネットワーク I/O を作成および消費している場合があります。したがって、NAS
または iSCSI ストレージ上の仮想マシンについては、[ 隔離時の対応（Isolation 
Response）] を [ パワーオフ（Power off）]（デフォルト）にしておくことを強く推奨
します。 
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個々の仮想マシンのHA動作をカスタマイズするには

1 クラスタを選択し、右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選
択します。

2 [VMware HA] の下にある [ 仮想マシンのオプション（Virtual Machine Options）]
を選択します。 

3 各仮想マシンについて [ 再起動の優先順位（Restart Priority）] または [ 隔離時の
対応（Isolation Response）] のメニューから選択を行い、その設定をカスタマイ
ズします。 

[ 再起動の優先順位（Restart Priority）]　ホストの障害時に仮想マシンを再
開させる相対的な優先順位を示します。優先順位の高い仮想マシンが先に開
始されます。 

[ 隔離時の対応（Isolation Response）]　クラスタとの接続が切断された ESX 
Server ホストが起動中の仮想マシンで実行する動作を指定します。デフォル
トでは、ホストが隔離されると、各仮想マシンはシャットダウンするように
設定されます。 

[ パワーオンのままにする（Leave powered on）] を選択すると、ホストが
クラスタ内のほかのホストと通信できなくても、その隔離状態のホスト上の
仮想マシンが実行し続けるように設定できます。たとえば、仮想マシン 
ネットワークが、堅牢で冗長な別のネットワーク上にある場合、または仮想
マシンを実行させておきたい場合に、これを行うことがあります。 

注意   この優先順位はホスト単位でのみ適用されます。複数のホストに障害
が発生した場合、VirtualCenter は最初に優先順位が 1 位のホストからすべて
の仮想マシンを移行し、次に優先順位が 2 位のホストからすべての仮想マ
シンを移行するといったように、順次移行を行います。
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注意   クラスタにホストを追加するとき、クラスタ内のすべての仮想マシンは、クラ
スタのデフォルト再起動優先順位（指定されなかった場合、[ 中（Medium）]）およ
びデフォルト分離応答（指定されなかった場合、[ パワーオフ（Power off）]）にデ
フォルト設定されます。
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8

本章では、HA クラスタにホストを追加する方法、それらのホストの削除方法、およ
び HA クラスタのカスタマイズ方法について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

HA のカスタマイズ（P.119）

HA クラスタへのホストの追加（P.120）

VMware HA の操作（P.123）

HA の詳細オプションの設定（P.123）

HAのカスタマイズ
クラスタを作成したあと、DRS と HA のどちらかまたは両方についてクラスタを有効
にすることができます。そのあと、ホストを追加または削除でき、クラスタをカスタ
マイズできます。 

HA は次のようにカスタマイズできます。

クラスタ作成時に、クラスタの再起動優先順位および分離応答についてデフォル
トを受け入れるか変更し、クラスタのホスト障害の数を選択し、厳密な許可制御
を実施するかどうかを指定します。詳細については、「HA オプションの選択

（P.94）」を参照してください。

「HA クラスタへのホストの追加（P.120）」の説明に従って、ホストを追加します。

VMware HA の管理 8

注意   説明するすべてのタスクについて、ライセンスがあり、それらのタスクを実行
する権限を持っているものと仮定します。権限の詳細については、オンライン ヘル
プを参照してください。
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「VMware HA の操作（P.123）」の説明に従って、既存のクラスタのホスト障害の
数または許可制御を変更します。

個々の仮想マシンの優先順位を設定します。HA は、リソースが不十分な場合に、
優先順位の高い、同じホストからの仮想マシンが優先されるように、仮想マシン
の優先順位を使用して再起動の順序を決定します。詳細については、「仮想マシ
ンの HA のカスタマイズ（P.115）」を参照してください。

個々の仮想マシンの隔離時の対応を設定します。デフォルトでは、ホストがネッ
トワークから隔離された場合、すべての仮想マシンのパワーがオフにされます。
詳細については、「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.115）」を参照してくだ
さい。

HAクラスタへのホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在管理されているホスト（管理ホスト）と、そ
のサーバによって現在管理されていないホストとでは、クラスタにホストを追加する
場合の手順が異なります。ホストを追加したあと、そのホストに導入されている仮想
マシンは、クラスタの一部になります。 

クラスタへの管理ホストの追加
VirtualCenter のインベントリ パネルには、その VirtualCenter サーバによって管理さ
れているすべてのクラスタとすべてのホストが表示されます。VirtualCenter サーバへ
のホストの追加については、『ESX Server 構成ガイド』を参照してください。 

クラスタに管理ホストを追加するには

1 インベントリまたはリスト ビューからホストを選択します。 

2 ホストをターゲット クラスタ オブジェクトにドラッグします。

クラスタにホストを追加すると、ホスト上で [HA の構成（Configuring HA）] システ
ム タスクが生成されます。このタスクが完了したあと、ホストが HA サービスに含
まれます。 

クラスタへの非管理ホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在クラスタとして管理されていない（したがっ
て、表示されない）ホストを追加することができます。
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クラスタに非管理ホストを追加するには

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

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

ホストがクラスタに追加されます。クラスタにホストを追加すると、ホスト上でシス
テム タスク [HA の構成（Configuring HA）] が生成されます。このタスクが完了した
あと、ホストが HA サービスに含まれます。 

クラスタへのホストの追加の結果
HA クラスタにホストが追加されると、

そのホストのリソースを、クラスタがただちにクラスタのルート リソース プー
ル内で使用できるようになります。 

クラスタで DRS が有効に設定されていない場合、すべてのリソース プールが、ク
ラスタの最上位レベルの（非表示の）リソース プールに畳み込まれます。 

実行中の各仮想マシン用に必要なまたは保証された分を超えるホスト上の容量
が、クラスタ プール内の予備の容量として使用可能になります。この予備の容
量は、ホスト障害時に別のホスト上で仮想マシンを起動するために使用します。 

実行中のいくつかの仮想マシンを持つホストを追加し、その追加のために、クラ
スタがすでにフェイルオーバー要件を満たさない場合、警告が表示され、クラス
タが赤で表示されます。 

デフォルトでは、追加されたホスト上のすべての仮想マシンは、クラスタのデ
フォルトのリスタート優先順位（指定されていない場合、[ 中（Medium）]）、
およびクラスタのデフォルトの隔離時対応（指定されていない場合、[ パワーオ
フ（Power off）]）に設定されます。オプションの詳細については、「HA オプ
ションの選択（P.94）」を参照してください。

システムは、各ホスト上の HA サービスの状態も監視し、構成の問題に関する情
報を [ 概要（Summary）] ページに表示します。 

ホストがクラスタから削除された場合（または切断されるか、メンテナンス 
モードに入れられた場合）、HA サービスは構成解除されます。システムによっ
て生成され、完了しなければならない [HA の構成解除（Unconfiguring HA）] シ
ステム タスクがホストに表示される場合があります。

注意   リソース プール階層が失われます。あとでクラスタからホストを削除して
も、リソース プール階層は使用可能になりません。
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ホスト上でのHAの構成と構成解除
HA クラスタにホストを追加すると、システム タスク [HA の構成（Configuring HA）]
が生成されます。ホストを HA 用に準備完了にする前に、このタスクを正常に完了す
る必要があります。HA 用にホストが構成または構成解除されている間、ホストの状
態は黄色であり、保留中の可能性がある操作が [ 概要（Summary）] ページに表示さ
れます。 

ホストは次の場合に HA 用に構成されます。

クラスタの HA を有効にした場合

HA クラスタ内のホストに接続した場合

ホスト上でメンテナンス モードを終了した場合

ホストは次の場合に HA 用に構成解除されます。

クラスタの HA を無効にした場合

ホストを切断した場合

ホスト上でメンテナンス モードに入った場合

システム タスク「HA の構成解除（Unconfiguring HA）」が生成される場合がありま
す。切断またはメンテナンス モードに入る場合、それぞれのタスクの一部として構
成解除が行われ、別個のシステム タスクは生成されません。また、各ホストで HA
サービスが監視され、エラーがある場合、ホストの [ 概要（Summary）] ページにエ
ラーが示されます。ホストには赤のマークが付きます。

構成または構成解除のタスクが失敗した場合、そのタスクの関連するイベントで追加
の情報を受け取ることができます。ホスト上のログも調べなければならないかもしれ
ません。エラーを修正する場合は、障害が起きたホスト上で、HA の再構成をする
[HA の再構成（Reconfigure HA）] タスクが発生します。 

要注意   ホストを HA クラスタから切断すると、フェイルオーバー処理用に使用可能
なリソースが少なくなります。クラスタのフェイルオーバー キャパシティが、構成
されたフェイルオーバー キャパシティ以下の場合に、ホストを切断する処理を開始
すると、クラスタのフェイルオーバーの警告が出ます。切断を完了した場合、構成済
みのフェイルオーバー レベルをクラスタが維持できないことがあります。

注意   HA を構成するとき、DNS サーバがホスト名を特定できる必要があります。た
だし、構成後は、HA が名前の特定をキャッシュするため、フェイルオーバー操作を
実行するために DNS を参照する必要はありません。
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VMware HA の操作
HA の再構成は、HA をオフにすること、または HA のオプションを再構成すること
を意味する場合があります。 

HA をオフにするには

1 クラスタを選択します。 

2 右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択します。 

3 左側のパネルで [ 全般（General）] を選択し、[VMware HA の有効化（Enable 
VMware HA）] チェック ボックスの選択を解除します。 

HA を再構成するには

1 クラスタを選択します。 

2 右クリック メニューから [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択します。 

3 [ クラスタ設定（Cluster Settings）] ダイアログ ボックスで [VMware HA の有効化
（Enable VMware HA）] を選択します。 

4 ホスト フェイルオーバーの数、または許可制御の動作を変更します。詳細につ
いては、「HA オプションの選択（P.94）」を参照してください。

HAの詳細オプションの設定
このセクションでは、HA の詳細属性を設定する手順を示し、いくつかの属性のリス
トを示します。これらの属性は HA の機能に影響を与えるため、変更には注意が必要
です。

HA の詳細オプションを設定するには

1 クラスタの [ 設定（Settings）] ダイアログ ボックスで [VMware HA] を選択します。

2 [ 詳細オプション（Advanced Options）] ボタンをクリックして、[ 詳細オプショ
ン (HA)（Advanced Options (HA)）] ダイアログ ボックスを開きます。

3 変更する詳細属性を [ オプション（Option）] 列のテキスト ボックスに入力し、
設定する値を [ 値（Value）] 列に入力します。

4 [OK] をクリックします。
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表8-1  詳細 HA 属性

属性 説明

das.isolationaddress ホストがネットワークから隔離されているかどうかを
確認するために ping するアドレスを設定します。この
オプションを指定しなかった場合、コンソール ネット
ワークのデフォルト ゲートウェイが使用されます。
ネットワークから隔離されているかどうかをホスト自
身が確認できるように、このデフォルト ゲートウェイ
は、可能性が高く信頼できるアドレスでなければなり
ません。クラスタには複数の隔離アドレス（10 個ま
で）を指定できます。das.isolationaddressX で、
X = 1 ～ 10 です。

das.usedefaultisolationaddress デフォルトで、HA はコンソール ネットワークのデ
フォルト ゲートウェイを隔離アドレスとして使用しま
す。このアドレスを使用するかどうかを、この属性で
指定します（true または false）。 

das.defaultfailoverhost これを設定した場合、HA は、このオプションによって
指定されたホストにホストをフェイルオーバーしよう
とします。この属性は 1 つのホストを予備のフェイル
オーバー ホストとして使用する場合に役に立ちますが、
通常は推奨されません。なぜなら HA はクラスタ内の
すべてのホスト間で使用可能な予備のすべての容量に
ついて使用を試みるからです。 
指定したホストに十分な予備の容量がない場合、HA
は、十分な容量があるクラスタ内の別のホストに仮想
マシンをフェイルオーバーしようとします。

das.failuredetectiontime デフォルトの障害検出時間を変更します（デフォルト
は 15000 ミリ秒です）。この時間内にホストが別のホス
トからハートビートを受信しなかった場合、別のホス
トが非活動であると宣言します。 

das.failuredetectioninverval HA ホスト間のハートビート間隔を変更します。デフォ
ルトは、1 秒ごとです。 

das.vmMemoryMinMB クラスタ内にあるすべての仮想マシンを使用するため
に十分なメモリの最小量を指定します（メガバイト単
位）。この値は、仮想マシンにメモリ予約が指定されて
いない場合にのみ使用され、HA 許可制御および現在の
フェイルオーバー レベルの計算に使用されます。値が
指定されていない場合、デフォルトは 256MB です。

das.vmCpuMinMHz クラスタ内のすべての仮想マシンを使用するために十
分な CPU の最小量を指定します（メガヘルツ単位）。
この値は、仮想マシンに CPU 予約が指定されていない
場合にのみ使用され、HA 許可制御および現在のフェイ
ルオーバー レベルの計算に使用されます。値が指定さ
れていない場合、デフォルトは 256MHz です。
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本章では、高度なリソース管理のいくつかのトピックについて説明します。概念的な
情報と、設定可能な詳細パラメータの説明が含まれています。ほとんどの場合、詳細
設定を使用する必要はありません。また、詳細設定を不適切に使用すると、システム
のパフォーマンスに悪影響が及ぶ場合があります。ただし、経験が豊富なシステム管
理者は、これらの詳細構成オプションを使用して、ESX Server 環境のパフォーマンス
を細かく調整できます。

本章の内容は、次のとおりです。

CPU の仮想化（P.126）

CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロセッサに割り当てる
（P.128）

マルチコア プロセッサ（P.130）

ハイパースレッディング（P.131）

メモリ仮想化（P.136）

メモリ オーバーヘッドについて（P.138）

メモリ割り当てとアイドル メモリ税（P.140）

ESX Server ホストによるメモリの解放方法（P.143）

仮想マシン間でのメモリ共有（P.148）

詳細属性とそれらの動作（P.148）

高度なリソース管理 9

注意   本章で説明するトピックとタスクのいずれについても、DRS と HA のライセン
スは必要ありません。 
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CPU の仮想化
CPU 関連の問題を理解するために、エミュレーションと仮想化の違いを考慮します。 

エミュレーションでは、すべての処理がソフトウェア内でエミュレータによって実行
されます。ソフトウェア エミュレータにより、プログラムが元々記述されたコン
ピュータ システム以外のシステム上でそのプログラムを実行できるようになります。
エミュレータは、これを行うために、同じデータまたは入力を受け入れて、同じ結果
を達成することで、元のコンピューターの動作をエミュレート（再生）します。エ
ミュレーションは、移植性を提供し、1 つのプラットフォーム用に設計されたソフト
ウェアをいくつかの異なるプラットフォームをまたいで実行するのによく使用されます。 

仮想化では、基礎になる物理リソースが可能なかぎり使用され、必要な場合にだけ仮
想レイヤが命令を実行して、仮想マシンがあたかも物理マシン上で直接実行されてい
るかのように仮想マシンを動作させます。仮想化はパフォーマンスを重視し、可能な
かぎりプロセッサ上で直接実行されます。 

ソフトウェアによる CPUの仮想化 
ソフトウェアによる CPU の仮想化では、ゲスト アプリケーション コードはプロセッ
サ上で直接実行されます。このとき、ゲスト特権コードは変換され、変換されたコー
ドがプロセッサ上で実行されます。変換されたコードは変換されるコードのサイズよ
りも少し大きくなるため、ゲストの実行は遅くなります。結果として、小さな特権
コード コンポーネントを持つゲスト プログラムは、ネイティブに近い速度で実行さ
れ、大きな特権コード コンポーネント（システム呼び出し、トラップ、ページ テー
ブル アップデートなど）を持つプログラムは、仮想化された環境で実行速度が遅く
なることがあります。

ハードウェアアシストによる CPUの仮想化 
一部のプロセッサ（Intel VT や AMD SVM など）では、CPU を仮想化するハードウェ
ア アシストが提供されます。このようなアシストを使用すると、ゲストではゲスト 
モードと呼ばれる個別の実行モードが利用できます。ゲスト コードは、アプリケー
ション コードか特権コードかにかかわらず、ゲスト モードで実行されます。場合に
よっては、プロセッサがゲスト モードを終了し、ルート モードを開始します。この
場合、ハイパーバイザがルート モードで実行され、ゲスト モードを終了した理由を
判断し、必要なアクションを実行し、ゲスト モードでゲストを再起動します。

仮想化にハードウェア アシストを使用すると、コードを変換する必要がなくなりま
す。そのため、システム呼び出しやトラップを多用するワークロードが、ネイティブ
に近い速度で実行されます。ただし、一部のワークロード（ページ テーブルのアッ
プデートを行うものなど）では、ゲスト モードからルート モードへの移行が頻繁に
発生します。この移行の回数および移行で費やされる合計時間によっては、実行速度
が大幅に遅くなることがあります。
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仮想化とプロセッサ固有の動作
VMware ソフトウェアは CPU を仮想化するので、仮想マシンは、仮想マシンを実行
しているプロセッサの特定のモデルを認識します。いくつかのオペレーティング シ
ステムは、特定のプロセッサ モデル用にチューニングされた異なるカーネル バー
ジョンをインストールし、これらのカーネルは、仮想マシン内にもインストールされ
ます。カーネル バージョンが異なるため、あるプロセッサ モデル（たとえば、
AMD）を実行するシステム上にインストールされた仮想マシンを、異なるプロセッ
サ（たとえば、Intel）上で実行されるシステムへ移行することはできません。

パフォーマンスの影響
CPU の仮想化によって追加されるオーバーヘッドの量は、ワークロードと使用する
仮想化の種類によって異なります。 

アプリケーションの時間のほとんどが、外部イベント（ユーザーの対話、デバイス入
力、データ検索など）の待機のためではなく命令の実行に費やされる場合、そのアプ
リケーションは CPU バインドです。そのようなアプリケーションの場合、CPU 仮想
化オーバーヘッドでは追加の命令を実行する必要があるため、アプリケーションで使
用できたかもしれない CPU 処理時間が消費されてしまうことがあります。通常、
CPU 仮想オーバーヘッドは、全体的なパフォーマンスの低下へと変化します。

CPU バインドではないアプリケーションの場合、CPU 仮想化は、CPU 使用率の向上
に変わる可能性があります。オーバーヘッドを吸収するのに予備の CPU 容量を使用
できる場合、CPU は、全体的なスループットに関して同等のパフォーマンスを提供
できます。

ESX Server 3 は、仮想マシンごとに最大 4 つの仮想プロセッサ（CPU）をサポートし
ます。

注意   最高のパフォーマンスとリソース使用率のためには、単一スレッド アプリケー
ションを（SMP 仮想マシンではなく）単一プロセッサ仮想マシンに導入してください。 

単一スレッド アプリケーションは、単一 CPU のみを活用できます。そのようなアプ
リケーションをデュアルプロセッサ仮想マシンに導入しても、アプリケーションの速
度は向上しません。それどころか、ほかの仮想マシンが使用できたかもしれない物理
リソースを 2 番目の仮想 CPU が使用してしまいます。
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CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロセッ
サに割り当てる 

アフィニティは、マルチプロセッサ システムにおいて使用可能なプロセッサのサブ
セットに仮想マシンの割り当てを限定できることを意味します。これを行うには、仮
想マシンごとにアフィニティ設定を指定します。 

仮想マシンの CPU アフィニティ設定は、その仮想マシンに関連付けられているすべ
ての仮想 CPU に適用されるだけではなく、その仮想マシンに関連付けられているそ
の他のすべてのスレッド（「ワールド」とも呼ばれる）にも適用されます。これらの
仮想マシン スレッドは、マウス、キーボード、画面、CD-ROM、およびその他のレガ
シー デバイスのエミュレーションに必要な処理を実行します。

このような表示を多用するワークロードなど、一部のケースでは、仮想 CPU とその
他の仮想マシン スレッドの間で大量の通信が発生することがあります。仮想マシン
のアフィニティ設定によって、仮想マシンの仮想 CPU と同時に追加のスレッドをス
ケジュールできないようになっていると（たとえば、単一 CPU とのアフィニティが
設定されているユニプロセッサ仮想マシンや、2 つの CPU とだけアフィニティが設
定されている 2 方向の SMP 仮想マシンなど）、パフォーマンスが低下します。

最大のパフォーマンスを得るために、手動アフィニティ設定を使用するときは、少な
くとも 1 つの仮想マシン スレッドを仮想 CPU として同時にスケジュールできるよう
に、アフィニティ設定に少なくとも 1 つの物理 CPU を含めることをお勧めします

（たとえば、2 つ以上の CPU とのアフィニティが設定されているユニプロセッサ仮想
マシンや、3 つ以上の CPU とのアフィニティが設定されている 2 方向の SMP 仮想マ
シンなど）。

特定のプロセッサに仮想マシンを割り当てるには 

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

2 [ リソース（Resources）] タブを選択して、[CPU] を選択します。

要注意   アフィニティを使用することが適切でない場合があります。「アフィニティで
の潜在的な問題（P.129）」を参照してください。

注意   「仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.114）」で説明したとおり、CPU アフィ
ニティは DRS アフィニティとは異なります。
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3 [ 次のプロセッサで実行します（Run on processor(s)）] ボタンをクリックします。 

4 仮想マシンを実行するプロセッサを選択し、[OK] をクリックします。 

アフィニティでの潜在的な問題　  仮想マシン アフィニティは、特定のアフィニティ 
セット内のプロセッサに各仮想マシンを割り当てます。アフィニティを使用する前
に、次の問題を考慮してください。

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

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

CPU 許可制御はアフィニティを考慮しないので、手動のアフィニティ設定を持つ
仮想マシンは、予約を必ず完全に受け取るとはかぎりません。 

手動のアフィニティ設定を持たない仮想マシンは、手動のアフィニティ設定を持
つ仮想マシンによる不都合な影響を受けません。 

あるホストから別のホストへ仮想マシンを移動する場合、新しいホストの持つプ
ロセッサの数が異なる場合があるので、アフィニティがすでに該当しなくなるこ
とがあります。

NUMA スケジューラは、アフィニティを使用してすでに特定のプロセッサに割り
当て済みの仮想マシンを管理できない場合があります。NUMA を ESX Server ホ
ストと一緒に使用する場合の詳細については、「第 10 章、NUMA システムと
ESX Server の併用（P.155）」を参照してください。 

アフィニティは、マルチコア プロセッサまたはハイパースレディング プロセッ
サ上の仮想マシンをスケジュールする ESX Server の機能に影響を及ぼすため、そ
ういったプロセッサで共有されるリソースを最大限に活用できます。　
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マルチコア プロセッサ
Intel および AMD は、複数のプロセッサ コアを 1 つの集積回路（パッケージまたは
ソケットとも呼ばれます）に組み合わせたプロセッサを開発しました。ヴイエムウェ
アでは、1 つまたは複数のプロセッサ コアを装備できる 1 つのまとまりを表すのに物
理プロセッサまたはソケットという用語を使用します。各プロセッサ コアの内部に
は、1 つまたは複数の論理プロセッサが含まれます。ESX Server ホストが仮想マシン
のマルチタスクを実行する場合、マルチコア プロセッサにはさまざまな利点があり
ます。 

たとえば、デュアルコア プロセッサは、同時に 2 つの仮想マシンを実行できるため、
シングルコア プロセッサのほぼ 2 倍のパフォーマンスを発揮します。各コアが独自
のメモリ キャッシュを使用することも、ほかのコアとキャッシュの一部を共有する
こともできます。キャッシュ メモリを共有すると、キャッシュ ミスの割合が減り、
より遅いメイン メモリにアクセスする必要性が減る可能性があります。実行中の仮
想マシンが、同じメモリ バス リソースで競合するようなメモリを多用するワーク
ロードを実行している場合、物理プロセッサをメイン メモリに接続する共有メモリ 
バスによって論理プロセッサのパフォーマンスが制限されることがあります。

仮想マシンを実行する ESX Server CPU スケジューラによって各プロセッサ コアの各
論理プロセッサを独立して使用できるため、従来の対称型マルチプロセシング

（SMP）システムと同等のパフォーマンスが発揮できます。たとえば、2 方向の仮想
マシンは、仮想プロセッサを同じコアに属する論理プロセッサ上で実行することも、
異なる物理プロセッサ上の論理プロセッサで実行することもできます。 

表 9-1 に、プロセッサとその属性のリストを示します。
 

注意   Intel ハイパースレッド テクノロジーを使用するプロセッサでは、メモリ 
キャッシュや実行パイプラインなど、コアのリソースの大部分が重複する 2 つの論
理プロセッサを、1 つのコアに担当させることができます。このような論理プロ
セッサを、通常、スレッドと呼びます。

表9-1  プロセッサとコアの属性

プロセッサ コア スレッド /コア 論理プロセッサ

Intel Pentium III 1 1 1

Intel Pentium 4（HT
無効）

1 1 1

Intel Pentium 4（HT
有効）

1 2 2

Intel Pentium D 940 2 1 2

Intel Pentium EE 
840（HT 有効）

2 2 4
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ESX Server CPU スケジューラは、プロセッサ トポロジと、そのプロセッサ コアと論
理プロセッサとの関係を認識します。この認識を使用して、仮想マシンをスケジュー
ル設定し、パフォーマンスを最適化します。 

ハイパースレッディング
Intel Corporation は、Pentium IV と Xeon のプロセッサ ラインのパフォーマンスを向
上させるハイパースレッディング テクノロジーを開発しました。このテクノロジー
により、単一のプロセッサ コアが 2 つの独立したスレッドを同時に実行できます。
この機能は、本当のデュアルプロセッサ システムのパフォーマンスを提供するもの
ではありませんが、オンチップ リソースの使用率を改善することができ、特定の重
要なワークロードのタイプについてスループットを向上させます。 

ハイパースレッディング テクノロジーの詳細については、Intel の Web サイトを参照
してください。

追加情報については、ヴイエムウェアの Web サイトにあるホワイトペーパー
『Hyper-Threading Support in ESX Server 2』を参照してください。

ハイパースレッディング テクノロジーを使用すると、単一の物理プロセッサ コアを
2 つの論理プロセッサのように機能させることができます。プロセッサは、同時に 2
つの異なるアプリケーションを実行できます。論理プロセッサと物理プロセッサの混
同を避けるために、Intel は物理プロセッサをソケットと呼ぶことが多く、本章の説
明でもその用語を使用します。 

Intel Core 2 Duo 2 1 2

Intel Core 2 Quad 4 1 4

AMD Athlon64 1 1 1

AMD Athlon64 X2 2 1 2

AMD Opteron 1 1 1

AMD Opteron Dual 
Core

2 1 2

表9-1  プロセッサとコアの属性 （続き）

プロセッサ コア スレッド /コア 論理プロセッサ
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ハイパースレッディングはシステムのパフォーマンスを 2 倍にするわけではありま
せんが、アイドル リソースを有効に活用することによってパフォーマンスを向上で
きます。ビジーなコアの 1 つの論理プロセッサ上で実行中のアプリケーションは、
非ハイパースレッディング プロセッサ上で単独で実行される場合に取得するスルー
プットの半分より少し多いスループットを期待できます。ただし、ハイパースレッ
ディングのパフォーマンス向上はアプリケーションに強く依存し、アプリケーション
によっては、ハイパースレッディングを使用するとパフォーマンスが低下する場合が
あります。これは、両方の論理プロセッサ間で多くのプロセッサ リソース（キャッ
シュなど）が共有されるためです。 

ハイパースレッディングの有効化
デフォルトでは、ハイパースレッディングは有効です。無効な場合は有効にすること
ができます。

すべての Intel Xeon MP プロセッサと、512K L2 キャッシュを持つすべての Intel Xeon 
DP プロセッサは、ハイパースレッディングをサポートします。ただし、すべての
Intel Xeon システムがハイパースレッディングに対応した BIOS を備えているわけで
はありません。BIOS にハイパースレッディングのサポートが含まれているかどうか
を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。ESX Server には 32
個の CPU という論理的な制限があるので、物理 CPU が 17 個以上あるシステムでは、
VMware ESX Server はハイパースレッディングを有効にすることはできません。 

ハイパースレッディングを有効にするには

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

2 システムの BIOS でハイパースレッディングを有効にします。 
メーカーによって、このオプションは「論理プロセッサ」と呼ばれることもあれ
ば、「ハイパースレッディングの有効化」と呼ばれることもあります。

3 ESX Server ホストのハイパースレッディングがオンになっているかどうかを確認
します。

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

b [ プロセッサ（Processors）] を選択し、[ プロパティ（Properties）] をク
リックします。 
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c ダイアログ ボックスで、ハイパースレッディングの状態を確認して、ハイ
パースレッディングをオフまたはオン（デフォルト）にすることができます。 

ハイパースレッディングと ESX Server
ハイパースレッディングを有効にした ESX Server システムは、標準のシステムとほと
んど同様に動作するはずです。CPU 0 と 1 はともに第 1 のコア上にあり、CPU 2 と 3
は第 2 のコア上にあるといったように、同じコア上の論理プロセッサは、隣接する
CPU 番号を持ちます。 

VMware ESX Server システムは、プロセッサ時間をインテリジェントに管理して、シ
ステム内のプロセッサ コア間で負荷が円滑に分散されるようにします。仮想マシン
は、同じコアの 2 つの論理プロセッサ上よりも、2 つの異なるコア上に優先的にスケ
ジュールされます。 

論理プロセッサの作業がない場合、論理プロセッサは停止状態に入れられ、論理プロ
セッサの実行リソースが解放されて、同じコア上のほかの論理プロセッサ上で実行中
の仮想マシンが、コアの実行リソース全体を使用できます。VMware スケジューラ
は、コアのリソース全体を使用して実行中の仮想マシンが、半分のコア上で実行され
ている仮想マシンよりも多くチャージされるように、この停止時間を適切に捕捉しま
す。このプロセッサ管理方法により、標準の ESX Server リソース割り当てルールに
サーバが違反しないようにします。 

ハイパースレッディング用の高度なサーバ構成
ハイパースレッディング システム上の物理コアを仮想マシンの仮想 CPU がどのよう
に共有できるかを指定することができます。2 つの仮想 CPU がコアの論理 CPU 上で
同時に実行されている場合、それらの仮想 CPU はコアを共有します。これは、個々
の仮想マシンについて設定できます。
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仮想マシンにハイパースレッディングの共有オプションを設定するには

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

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

3 [ モード（Mode）] ドロップダウン メニューから選択することによって、この仮
想マシンのハイパースレッディングを指定します。 

次のオプションを選択できます。

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

オプション 説明

任意
（Any）

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

なし
（None）

仮想マシンの仮想 CPU は、互いに、またはほかの仮想マシンの仮想 CPU とコ
アを共有できません。つまり、そのコア上のほかの論理 CPU を停止状態に置
いて、この仮想マシンからの各仮想 CPU が、常にコア全体を取得しなければ
なりません。 

内部
（Internal）

このオプションは [ なし（None）] に似ています。この仮想マシンからの仮想
CPU は、ほかの仮想マシンからの仮想 CPU とコアを共有することはできませ
ん。同じ仮想マシンの別の仮想 CPU とは、コアを共有できます。
このオプションは、SMP 仮想マシンについてのみ許可されます。単一プロセッ
サ仮想マシンに適用された場合、システムのオプションを [ なし（none）] に
変更します。 
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通常のワークロードの場合、カスタム ハイパースレッディング設定は不要なはずで
す。これらのオプションは、ハイパースレッディングと不適切に対話する異常なワー
クロードの場合に役に立ちます。たとえば、キャッシュ スラッシングの問題がある
アプリケーションは、物理コアを共有するアプリケーションの速度を低下させる場合
があります。アプリケーションを実行中の仮想マシンを [ なし（None）] または [ 内
部（Internal）] のハイパースレッディング状態にして、ほかの仮想マシンから隔離で
きます。

別の仮想 CPU とのコアの共有を許さないハイパースレッディング制約が仮想 CPU に
ある場合、システムは、ほかの仮想 CPU がプロセッサ時間を消費する資格を与えら
れた場合にそれをスケジュール解除します。ハイパースレッディング制約なしの場合
は、両方の仮想 CPU を同じコア上でスケジュールできます。 

仮想マシンあたりのコア数が限定されているシステムでは、問題がさらに悪化しま
す。そのような場合、スケジュール解除される仮想マシンを移行できるコアがない場
合があります。結果的に、ハイパースレッディングが [ なし（none）] または [ 内部

（internal）] に設定された仮想マシンのパフォーマンスが、特にコア数の限られたシ
ステム上で、低下する可能性があります。 

隔離
まれな特定の状況において、アプリケーションがハイパースレッディング テクノロ
ジーと不適切に対話していることを ESX Server システムが検出することがあります。
たとえば、特定のタイプの自己修正コードが Pentium IV トレース キャッシュの正常
な動作を妨げて、問題のあるコードとコアを共有しているアプリケーションの速度を
大きく（最大 90 パーセント）低下させることがあります。このような場合、ESX 
Server ホストは、このコードを実行している仮想 CPU を隔離して、仮想マシンを適
宜、[ なし（None）] モードまたは [ 内部（Internal）] モードにします。隔離は、ま
れに必要になるだけであり、ユーザーに対しては透過です。 

隔離を無効にするには、ホストの Cpu.MachineClearThreshold 詳細設定を 0 に設定し
ます。詳細については、「詳細ホスト属性の設定（P.148）」を参照してください。 

ハイパースレッディングと CPUアフィニティ
ハイパースレッディングを使用するシステムでは、CPU アフィニティを設定する前
に状況を検討してください。たとえば、高優先順位の仮想マシンが CPU 0 にバイン
ドされていて、別の高優先順位の仮想マシンが CPU 1 にバインドされている場合、
この 2 つの仮想マシンは同じ物理コアを共有しなければなりません。この場合、こ
れらの仮想マシンのリソース要求を満たせないことがあります。カスタム アフィニ
ティ設定が、ハイパースレッド システムにとって意味があることを確認してくださ
い。この例では、仮想マシンを CPU 0 と CPU 2 にバインドすれば、アフィニティ設
定をまったく使用せずにすみます。詳細については、「CPU アフィニティを使用して
仮想マシンを特定のプロセッサに割り当てる（P.128）」を参照してください。
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メモリ仮想化
現代のすべてのオペレーティング システムは、仮想メモリをサポートして、マシン
に物理的に存在する以上のメモリをソフトウェアが使用できるようにしています。仮
想メモリ スペースは、ページと呼ばれるブロック（通常は 4KB）に区分されます。
物理メモリも（これも通常は 4KB である）ブロックに区分されます。物理メモリが
一杯になった場合、物理メモリ内に存在しない仮想ページのデータは、ディスクに格
納されます。 

ソフトウェアによるメモリ仮想化
ESX Server は、アドレス変換の特別のレベルを追加することによってゲスト物理メモ
リを仮想化します。 

各仮想マシンのVMMは、ゲストOSの物理メモリ ページから基礎になるマシン上
の物理メモリ ページへのマッピングを保持します（VMware は、基礎になる物理
ページをマシン ページとして参照し、ゲスト OS の物理ページを物理ページとし
て参照します）。

各仮想マシンは、連続した、ゼロベースのアドレス可能物理メモリ スペースを
参照します。各仮想マシンによって使用される、サーバ上の基礎になるマシン 
メモリは、必ずしも連続しません。

VMM は、プロセッサ上の実際のメモリ管理ユニットが仮想マシンによって直接
更新されないように、ゲスト OS のメモリ管理構造を操作する仮想マシン命令を
インターセプトします。 

ESX Server ホストは、（VMM によって保持される）物理 / マシン マッピングを使用
して最新に保たれるシャドウ ページ テーブルに、仮想 / マシン ページ マッピン
グを保持します（上記参照）。 

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

シャドウ ページ テーブルが設定されたあと、このアドレス変換方法により、アドレ
ス変換オーバーヘッドの追加なしに仮想マシン内での通常のメモリ アクセスが実行
可能になります。プロセッサ キャッシュ直接仮想 / マシン マッピング上の変換索引
バッファ（TLB）はシャドウ ページ テーブルから読み取りを行うので、追加のオー
バーヘッドは VMM によって追加されずにメモリがアクセスされます。
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ハードウェアアシストによるメモリ仮想化
AMD SVM-V など一部の CPU は、ページ テーブルの 2 つのレイヤーを使用すること
で、メモリ仮想化をハードウェア的にサポートしています。ページ テーブルの最初
のレイヤーには、ゲストの仮想メモリから物理メモリへの変換が格納されています。
ページ テーブルの 2 番目のレイヤーには、ゲストの物理メモリからマシンへの変換
が格納されています。TLB にゲストの仮想アドレスがない場合、ハードウェアが両方
のページ テーブルを検索し、ゲストの仮想アドレスをホストの物理アドレスに変換
します。

図 9-1 の図は、ESX Server でのメモリ仮想化の実装を示しています。

図9-1  ESX Server のメモリ マッピング

四角はページを表し、矢印は異なるメモリ マッピングを表します。 

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

ゲスト物理メモリからマシン メモリへの矢印は、VMM によって保持されるマッ
ピングを表します。 

点線の矢印は、ゲストの物理メモリから、これも VMM が管理するシャドウ ペー
ジ テーブル内のマシン メモリへのマッピングを表します。仮想マシンを実行し
ている、基礎になるプロセッサは、シャドウ ページ テーブルのマッピングを使
用します。

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

ESX Server ホストは、ゲスト OS を認識せずに、かつゲスト OS 自身のメモリ管理サ
ブシステムを妨害せずに、仮想メモリ管理を実行します。 
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パフォーマンスの影響 
このセクションでは、ソフトウェアベースによるメモリ仮想化とハードウェアアシス
トによるメモリ仮想化について、パフォーマンスに関連する情報を説明します。

ソフトウェアによるメモリ仮想化の場合
2 つのページ調整ページ テーブルを使用した場合、次のパフォーマンスの影響があり
ます。

通常のゲスト メモリ アクセスの場合、オーバーヘッドはありません。

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

仮想マシン オペレーティング システムが、仮想アドレスを物理アドレス 
マッピングに設定しているか更新しています。

仮想マシン オペレーティング システムが、あるアドレス スペースから別の
アドレス スペースにスイッチングしています（コンテキスト スイッチ）。

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

ハードウェアアシストによるメモリ仮想化の場合
ハードウェア アシストを使用すると、ソフトウェアによるメモリ仮想化で発生する
オーバーヘッドはなくなります。特に、ハードウェア アシストによって、ゲスト 
ページ テーブルと同期したシャドウ ページ テーブルを管理するために必要なオー
バーヘッドがなくなります。ただし、ハードウェア アシストを使用すると、TLB ミス
のレイテンシーが大幅に増えます。結果として、ハードウェア アシストを使用する
ことによってワークロードにメリットがあるかどうかは、ソフトウェアによるメモリ
仮想化を使用した場合に発生するメモリの仮想化のオーバーヘッドに依存します。
ワークロードに含まれるページ テーブル アクティビティ（プロセス作成、メモリの
マッピング、コンテキスト スイッチなど）が少ない場合、ソフトウェアによる仮想
化では、大きなオーバーヘッドは発生しません。一方、ワークロードに大量のページ 
テーブル アクティビティが含まれている場合は、ハードウェア アシストを使用する
と有利です。

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

仮想マシン内のメモリをアクセスするための追加の時間。

ESX Serverホスト自身のコードとデータ構造のためにESX Serverホストが必要とす
る、各仮想マシンに割り当てられたメモリを超える余分のスペース。
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ESX Server のメモリ仮想化では、メモリ アクセスへの時間のオーバーヘッドはほとん
ど追加されません。プロセッサのページング ハードウェアがシャドウ ページ テーブ
ルを直接使用するので、仮想マシン内のほとんどのメモリ アクセスは、アドレス変
換のオーバーヘッドせずに実行できます。 

たとえば、仮想マシン内でページ フォールトが発生した場合は、VMM がそのデータ
構造を更新できるように、制御が VMM に切り替わります。

メモリ スペース オーバーヘッドには、2 つの構成要素があります。 

VMkernel とサービス コンソール（ESX Server 3 のみ）の、固定されたシステム全
体のオーバーヘッド

各仮想マシンの追加オーバーヘッド

ESX Server 3 の場合、サービス コンソールは通常 272MB を使用し、VMkernel はより
少ない量のメモリを使用します。この量は、使用されているデバイス ドライバの数
とサイズに依存します。ホストの使用可能メモリを特定する方法については、「ホス
ト リソース情報の表示（P.14）」を参照してください。 

オーバーヘッド メモリには、仮想マシンのフレーム バッファと各種の仮想化データ
構造のために予約されたスペースが含まれます。オーバーヘッド メモリは、仮想
CPU の数、ゲスト OS 用の構成済みメモリ、および 32 ビットと 64 ビットのどちらの
ゲスト OS を使用しているかに依存します。表 9-2 に、それぞれのオーバーヘッドの
リストを示します。

表9-2  仮想マシン上のオーバーヘッド メモリ

仮想 CPU
メモリ
（MB）

32 ビット仮想マシン
のオーバーヘッド
（MB）

64 ビット仮想マシン
のオーバーヘッド
（MB）

1 256 87.56 107.54

1 512 90.82 110.81

1 1,024 97.35 117.35

1 2,048 110.40 130.42

1 4,096 136.50 156.57

1 8,192 188.69 208.85

1 16,384 293.07 313.42

1 32,768 501.84 522.56

1 65,536 919.37 940.84

2 256 108.73 146.41

2 512 114.49 152.20
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ESX Server は、メモリ共有などの最適化も提供して（「仮想マシン間でのメモリ共有

（P.148）」を参照）、基礎になるサーバ上で使用される物理メモリの量を減らします。
これらの最適化により、オーバーヘッドによって占められるよりも多くのメモリを節
約することができます。 

メモリ割り当てとアイドル メモリ税
このセクションでは、ESX Server ホストによるメモリ割り当ての方式について、およ
び Mem.IdleTax 構成パラメータを使用して ESX Server ホストによるアイドル メモリ
の解放の仕方を変更する方法について説明します。 

2 1,024 126.04 163.79

2 2,048 149.11 186.96

2 4,096 195.27 233.30

2 8,192 287.57 325.98

2 16,384 472.18 511.34

2 32,768 841.40 882.06

2 65,536 1,579.84 1,623.50

4 256 146.75 219.82

4 512 153.52 226.64

4 1,024 167.09 240.30

4 2,048 194.20 267.61

4 4,096 248.45 322.22

4 8,192 356.91 431.44

4 16,384 573.85 649.88

4 32,768 1,007.73 1,086.75

4 65,536 1,875.48 1,960.52

表9-2  仮想マシン上のオーバーヘッド メモリ （続き）

仮想 CPU
メモリ
（MB）

32 ビット仮想マシン
のオーバーヘッド
（MB）

64 ビット仮想マシン
のオーバーヘッド
（MB）
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ESX Server ホストによるメモリ割り当ての方法
ESX Server ホストは、メモリがオーバーコミットされていないかぎり、[ 制限（Limit）
] パラメータによって指定されたメモリを各仮想マシンに割り当てます。ESX Server
ホストは、指定された物理メモリ サイズを上回るメモリを仮想マシンに割り当てる
ことはしません。たとえば、1GB の仮想マシンは、デフォルトの制限（制限なし）
またはユーザー指定の制限（たとえば、2GB）を持つことがあります。このどちらの
場合も、ESX Server ホストは、1GB（仮想マシン用に指定された物理メモリ サイズ）
を上回るメモリは割り当てません。 

メモリがオーバーコミットされる場合、各仮想マシンは、[ 予約（Reservation）] に
よって指定された量と [ 制限（Limit）] によって指定された量の間のメモリを割り当
てられます（「メモリのオーバーコミット（P.42）」を参照）。仮想マシンの予約を超
えて仮想マシンに与えられるメモリの量は、通常、現在のメモリ負荷とともに変動し
ます。 

ESX Server ホストは、仮想マシンに割り当てられたシェアの数と最新の作業セット サ
イズの概算に基づいて、各仮想マシンへの割り当てを決定します。

シェア　ESX Server ホストは、修正された比例的なシェアのメモリ割り当てポリ
シーを使用します。メモリ シェアは、使用可能な物理メモリの一部を仮想マシ
ンに割り当てます。詳細については、「シェア（P.20）」を参照してください。

作業セット サイズ　ESX Server ホストは、仮想マシン実行時間の連続的な期間に
わたってメモリの動作を監視することによって仮想マシンの作業セットを見積も
ります。見積もりは、いくつかの期間にわたって平滑化され、これには、作業
セット サイズの拡大にすばやく対応し、作業セット サイズの縮小によりゆっく
りと対応する技法が使用されます。 

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

デフォルトの 60 秒の監視期間を変更するには、Mem.SamplePeriod 詳細設定を
調整します。Mem.SamplePeriod は、作業セット サイズを見積もるためにメモリ
動作が監視される、仮想マシン実行時間の秒数で測定される定期的な時間間隔を
指定します。詳細については、「詳細ホスト属性の設定（P.148）」を参照してく
ださい。
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ホスト メモリの使用状況
VI Client を使用すると、ホスト メモリがどのように使用されているかを確認できます。 

物理メモリの使用についての情報を表示するには

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

2 [ メモリ（Memory）] をクリックします。 

表 9-3 で説明している次の情報が表示されます。

表9-3  ホスト メモリの情報

フィールド 説明

合計 このホストの合計物理メモリ。 

システム ESX Server システムが使用しているメモリ。 
ESX Server 3.x は、少なくとも VMkernel 用に 50MB のシステム メモリと
デバイス ドライバ用の追加メモリを使用します。このメモリは、ESX 
Server がロードされて構成可能でない場合に、割り当てられます。
仮想レイヤに実際に必要なメモリは、ホスト上の PCI（Peripheral 
Component Interconnect）デバイスの数とタイプに依存します。一部の
ドライバは 40MB を必要とし、ベース システム メモリがほぼ 2 倍にな
ります。
ESX Server ホストは、動的割り当て要求を効率的に処理するために、一
部のメモリを常に空けておくことも試みます。ESX Server は、このレベ
ルを、仮想マシンの実行に使用できるメモリの約 6 パーセントに設定し
ます。 

仮想マシン 選択したホスト上で実行中の仮想マシンが使用しているメモリ。 
ホストのメモリのほとんどは、仮想マシンの実行に使用されます。ESX 
Server ホストは、このメモリの仮想マシンへの割り当てを管理パラメー
タとシステム負荷に基づいて管理します。

サービス コン
ソール

サービス コンソール用に予約されたメモリ。 
サービス コンソール用に使用可能なメモリの量を変更するには、[ プロ
パティ（Properties）] をクリックします。このフィールドは、ESX 
Server 3 でのみ表示されます。ESX Server 3i には、サービス コンソール
がありません。
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アイドル仮想マシンのメモリ税
現在割り当てられているメモリを仮想マシンがアクティブに使用していない場合、
ESX Server は、使用中のメモリに対してより、アイドル メモリに対してより多くのコ
ストを課します。（ESX Server はユーザー指定のシェア割り当てを変更しませんが、
メモリ税は同様の効果を持ちます）。 

メモリ税は、仮想マシンがアイドル メモリを蓄えないようにするのに役立ちます。
デフォルトの税率は 75 パーセントです。つまり、アイドル ページは、4 つのアク
ティブ ページと同じコストがかかります。 

Mem.IdleTax 詳細設定を使用して、アイドル メモリを解放するポリシーを制御できま
す。このオプションを Mem.SamplePeriod 詳細属性とともに使用して、システムが
メモリをどのように解放するかを制御します。詳細については、「詳細ホスト属性の
設定（P.148）」を参照してください。

ESX Server ホストによるメモリの解放方法 
このセクションでは、ESX Server ホストがどのように仮想マシンからメモリを解放す
るかについての背景情報を示します。ホストは、2 つの方法を使用して、仮想マシン
に割り当てられたメモリの量を動的に拡大または縮小します。 

ESX Serverシステムは、仮想マシン内で実行中のゲストOSにロードされたメモリ 
バルーン ドライバ（vmmemctl）を使用します。詳しくは、「メモリ バルーン

（vmmemctl）ドライバ」を参照してください。

ESX Serverシステムは、ゲストOSによる関与なしに仮想マシンからサーバ スワッ
プ ファイルにページングします。各仮想マシンには、独自のスワップ ファイル
があります。詳細については、「スワッピング（P.145）」を参照してください。

メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ
vmmemctl ドライバは、サーバと協同して、ゲスト OS によって最も価値がないとみ
なされたページを解放します。このドライバは、同様のメモリ制約下のネイティブ 
システムの動作と緊密に一致する予測可能なパフォーマンスを提供する専用のバルー
ニング技法を使用します。この技法は、ゲスト OS に対するメモリ プレッシャーを増
やしたり減らしたりして、ゲスト独自のネイティブ メモリ管理アルゴリズムをゲス
トに呼び出させます。メモリが十分ではない場合、ゲスト OS は、どのページを解放
するかを決定し、必要に応じて、それらのページを自身の仮想ディスクにスワップし
ます。詳細については、「図 9-2」を参照してください。

注意   ほとんどの場合、Mem.IdleTax の変更は必要ないか、適切ではありません。 
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図9-2  ゲスト OSのメモリ バルーニング

必要な場合は、特定の仮想マシンについて sched.mem.maxmemctl パラメータを設
定することによって、vmmemctl が解放するメモリの量を制限できます。このオプ
ションは、仮想マシンから解放できるメモリの最大量をメガバイト（MB）単位で指
定します。詳細については、「詳細仮想マシン属性の設定（P.152）」を参照してくだ
さい。

スワップ スペースとゲストOS
ESX Server とともにメモリをオーバーコミットすることを選択する場合、ゲスト OS
に十分なスワップ スペースが確実に存在する必要があります。このスワップ スペー
スは、仮想マシンの構成済みメモリ サイズと仮想マシンの [ 予約（Reservation）] の
差以上でなければなりません。 

注意   十分なスワップ スペースを持つゲスト OS を構成する必要があります。ゲスト
OS によっては、追加の制限があります。詳細については、「スワップ スペースとゲ
スト OS（P.144）」を参照してください。

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



VMware, Inc. 145

第 9章 高度なリソース管理

  

  

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

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

Microsoft Windows のマニュアルを参照するか、Windows ヘルプ ファイルで
「ページング ファイル」を検索してください。仮想メモリ ページング ファイル
のサイズを変更するための指示に従ってください。

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

mkswap　Linux スワップ領域を設定します。 

swapon　ページングとスワッピングのためのデバイスとファイルを有効に
します。

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

スワッピング
スワップ ファイルは、仮想マシンをパワーオンしたときに、ESX Server ホストによっ
て作成されます。スワップ ファイルを作成できない場合、仮想マシンをパワーオン
できません。デフォルトでは、スワップ ファイルは仮想マシンの構成ファイルと同
じ場所に作成されます。このデフォルトを使用せずに、次のように操作することもで
きます。

仮想マシンごとの構成オプションを使用して、データストアを別の共有ストレー
ジの場所に変更する。「詳細仮想マシン属性の設定（P.152）」および「表 9-7」を
参照してください。 

ホスト ローカルのスワップを使用して、データストアをホスト上にローカルで
格納するように指定する。このように指定すると、ホスト レベルでスワップす
るため、SAN の容量を節約できます。ただし、VMotion のパフォーマンスが少
し低下することがあります。
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クラスタでホスト -ローカルのスワップを有効にするには

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

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

3 [ ホストが指定するデータストアにスワップファイルを格納します（Store the 
swapfile in the datastore specified by the host）] オプションを選択し、[OK] をク
リックします。

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

5 [ 仮想マシン スワップファイルの場所（Virtual Machine Swapfile Location）] を選
択します。

6 [ スワップファイル データストア（Swapfile Datastore）] タブをクリックし、表
示されたリストから使用するローカル データストアを選択して、[OK] をクリッ
クします。

7 クラスタのホストごとに、手順 4 から手順 6 を繰り返します。

スタンドアロン ホストでホスト - ローカルのスワップを有効にするには

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

2 [ 仮想マシン スワップファイルの場所（Virtual Machine Swapfile Location）] を選
択します。

3 表示される [ 仮想マシン スワップファイルの場所（Virtual Machine Swapfile 
Location）] ダイアログ ボックスの [ スワップファイルの場所（Swapfile 
location）] タブで、[ スワップファイル データストアにスワップファイルを格納

（Store the swapfile in the swapfile datastore）] オプションを選択します。

4 [ スワップファイル データストア（Swapfile Datastore）] タブをクリックし、表
示されたリストから使用するローカル データストアを選択して、[OK] をクリッ
クします。

ESX Server ホストは、次の理由で vmmemctl ドライバが使用可能ではない場合、ス
ワッピングを使用して仮想マシンからメモリを強制的に解放します。

vmmemctl ドライバがインストールされていないため。

vmmemctl ドライバが明示的に無効にされているため。

vmmemctl ドライバが実行されていないため（たとえば、ゲスト OS のブート中）。
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vmmemctl ドライバが、現在のシステム要求を満たすだけ十分にすばやくメモリ
を解放することが一時的にできないため。 

適切に機能しているが、最大バルーン サイズに達したため。

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

スワップ スペースとメモリのオーバーコミット
スワップ スペースは、未予約の仮想マシン メモリ用に ESX Server ホスト上に予約さ
れる必要があり、予約と構成済みメモリ サイズの差です。このスワップ予約は、ど
のような状況下でもシステムが仮想マシン メモリを維持できるようにするのに必要
です。実際には、スワップ スペースのごく一部分だけが使用されます。 

同様に、メモリ予約が許可制御に使用されている間、実際のメモリ割り当ては動的に
変化し、未使用の予約は無駄にされません。

スワップ ファイルと ESX Server 障害
ESX Server システムに障害が起き、スワップ ファイルを使用していた実行中の仮想マ
シンがそのシステムにあった場合、それらのスワップ ファイルは、存在し続け、ESX 
Server システムが再起動したあともディスク領域を占有します。

スワップ ファイルを削除するには

1 仮想マシンを再び起動します。 

2 仮想マシンを明示的に停止します。

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

注意   これらのスワップ ファイルは何ギガバイトものディスク領域を消費することが
あるので、適切に削除してください。
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仮想マシン間でのメモリ共有
仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供する ESX Server ワークロードは、いく
つもあります。たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンス
を実行していたり、同じアプリケーションまたはコンポーネントをロードしていた
り、共通のデータを含んでいたりすることがあります。このような場合、ESX Server
ホストは、専用の透過なページ共有技法を使用してメモリ ページの冗長コピーを安
全に削除します。メモリの共有により、仮想マシンを実行しているワークロードが消
費するメモリが、物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなることがよく
あります。結果的に、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートするこ
とができます。

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

[sched.mem.pshare.enable] オプション（デフォルトは [TRUE]）を [FALSE] に設定す
ることで、個々の仮想マシンの共有を無効にすることもできます。詳細については、

「詳細仮想マシン属性の設定（P.152）」を参照してください。 

ESX Server のメモリ共有は、時間の経過とともに共有の機会をスキャンするバックグ
ラウンド動作として実行されます。節約されるメモリの量は、時間とともに変動しま
す。ある程度一定のワークロードの場合、共有のすべての機会が利用されるまで、量
は一般にゆっくりと増大します。

特定のワークロードについてのメモリ共有の有効性を判定するには、ワークロードを
実行してみて、resxtop または esxtop を使用して実際の節約を観察します。情報
は、[ メモリ（Memory）] ページの対話モードの [PSHARE] フィールドにあります。
詳細については、「対話モードでのユーティリティの使用（P.177）」を参照してくだ
さい。

詳細属性とそれらの動作
このセクションでは、メモリ管理のカスタマイズに使用できる詳細属性のリストを示
します。 

詳細ホスト属性の設定 
このセクションでは、ホストの詳細属性を設定する手順を示し、特定の状況で設定す
るいくつかの属性のリストを示します。 

要注意   これらの詳細属性の使用が適切なのは、特別な状況においてだけです。ほとん
どの場合、基本設定（[ 予約（Reservation）]、[ 制限（Limit）]、[ シェア（Shares）]）
を変更するか、デフォルト設定を使用することで、適切な割り当てが行われます。
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ホストの詳細属性を設定するには

1 VI Client の [ インベントリ（inventory）] パネルで、カスタマイズする仮想マシ
ンを選択します。 

2 [ コマンド（Commands）] パネルで [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択し、[ オ
プション（Options）] タブを選択します。 

3 [ 詳細（Advanced）] を選択し、[ 構成パラメータ（Configuration Parameters）]
ボタンをクリックします。 

4 [ 詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。 

5 [ 詳細設定（Advanced Settings）] ダイアログ ボックスで適切な項目（たとえば、
[CPU] または [ メモリ（Memory）]）を選択し、右側のパネルをスクロールして
属性を探し、変更します。 

表 9-5、表 9-6、および表 9-7 は、本書で説明する詳細リソース管理属性のリストです。 

要注意   これらの属性の設定が推奨されるのは、ESX Server ホストの使用経験がある
上級ユーザーの場合だけです。ほとんどの場合、デフォルトの設定で最適な結果が得
られます。
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表9-4  詳細 CPU属性

属性 説明

CPU.MachineClearThreshold ハイパースレッディングの有効なホストを使用していて、
この属性を [0] に設定すると、隔離が無効になります。詳細
については、「隔離（P.135）」を参照してください。

表9-5  詳細メモリ属性

属性 説明
デフォ
ルト

Mem.CtlMaxPercent vmmemctlを使用して、仮想マシンから解放でき
るメモリの最大量を、構成されたメモリ サイズの
パーセンテージに基づいて制限します。[0] を指定
すると、すべての仮想マシンについて vmmemctl
による解放が無効になります。 

65

Mem.ShareScanTime ページを共有するタイミングを調べるために、仮想
マシン全体をスキャンする時間を分単位で指定しま
す。デフォルトは 60 分です。

60

Mem.ShareScanGHz 使用可能なホスト CPU リソース 1GHz あたりにつ
いて、ページを共有するタイミングを調べるために
スキャンするメモリ ページの最大量（1 秒あたり）
を指定します。
デフォルトは、1GHz あたり 4MB/ 秒です。

4

Mem.IdleTax アイドル メモリ税率をパーセンテージで指定しま
す。この税は、事実上、仮想マシンがアクティブに
使用しているメモリよりも多くのアイドル メモリ
を仮想マシンに請求します。0 パーセントの税率
は、作業セットを無視する割り当てポリシーを定義
し、シェアに基づいて厳密にメモリを割り当てま
す。税率を高くすると、非生産的にアイドル メモ
リを蓄えている仮想マシンからアイドル メモリを
再割り当てできる割り当てポリシーになります。 

75

Mem.SamplePeriod 作業セット サイズを見積もるためにメモリ動作が
監視される、仮想マシン実行時間の秒数で測定され
る定期的な時間間隔を指定します。 

60

Mem.BalancePeriod メモリの自動再割り当ての定期的な時間間隔を秒数
で指定します。空きメモリの量が大幅に変化した場
合も、再割り当てがトリガーされます。 

15
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Mem.AllocGuestLargePage このオプションを 1 に設定すると、ゲストの大きな
ページをホストの大きなページで補助できます。
TLB ミスを減らし、ゲストの大きなページを使用す
るサーバ ワークロードのパフォーマンスを向上さ
せます。

1

Mem.AllocUsePSharePool 
および 
Mem.AllocUseGuestPool

これらのオプションを 1 にすると、メモリの断片化
が減少します。ホスト メモリが断片化されている
と、ホストの大きなページの利用可能率が低下しま
す。これらのオプションによって、ゲストの大きな
ページをホストの大きなページで補助できる可能性
を高めます。

1

表9-6  詳細 NUMA属性

属性 説明 デフォルト

Numa.RebalanceEnable すべての NUMA 再バランシングと仮想マシン
の初期配置を無効にして、NUMA スケジュー
リング システムを実質的に無効にするには、
このオプションを [0] に設定します。 

1

Numa.PageMigEnable このオプションを [0] に設定した場合、シス
テムは、メモリの局所性を改善するために
ノード間でページを自動的に移行することを
しません。その場合も、手動で設定された
ページ移行速度は有効です。 

1

Numa.AutoMemAffinity このオプションを [0] に設定した場合、シス
テムは、CPU アフィニティ セットを持つ仮想
マシンのメモリ アフィニティを自動的には設
定しません。 

1

Numa.MigImbalanceThreshold NUMA リバランサは、各仮想マシンの CPU
時間資格と実際の消費との間の差を考慮し
て、ノード間の CPU 不均衡を計算します。こ
のオプションは、仮想マシンの移行をトリ
ガーするのに必要なノード間の最小負荷不均
衡をパーセントで制御します。 

10

Numa.RebalancePeriod ミリ秒単位で指定される、再バランス期間の頻
度を制御します。再バランシングの頻度を上げ
ると、実行中の仮想マシンを多数持つマシンに
おいて特に、CPU オーバーヘッドが増大するこ
とがあります。再バランシングの頻度を上げる
と、より適正になる場合もあります。 

2000

表9-5  詳細メモリ属性 （続き）

属性 説明
デフォ
ルト
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  詳細については、「第 10 章、NUMA システムと ESX Server の併用（P.155）」を参照し
てください。

詳細仮想マシン属性の設定
このセクションでは、仮想マシンの詳細属性を設定する手順を説明し、設定する属性
のリストを示します。 

仮想マシンの詳細属性を設定するには

1 VI Client のインベントリ パネルで仮想マシンを選択し、右クリック メニューか
ら [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択します。 

2 [ オプション（Options）] をクリックして、[ 詳細（Advanced）] - [ 全般
（General）] をクリックします。 

Numa.RebalanceCoresTotal NUMA リバランサを有効にするために必要
な、ホスト上の合計プロセッサ コアの最小数
を指定します。

4

Numa.RebalanceCoresNode NUMA リバランサを有効にするために必要
な、ノードあたりのプロセッサ コアの最小数
を指定します。 
このオプションと
[Numa.RebalanceCoresTotal] は、NUMA 再バ
ランシングが有効な場合に合計のまたはノー
ドあたりの少数のプロセッサがスケジューリ
ングの公平性を解決できる、小型の NUMA 構
成（たとえば、2 方向 Opteron ホスト）上で
NUMA 再バランシングを無効にする場合に役
に立ちます。

2

表9-6  詳細 NUMA属性 （続き）

属性 説明 デフォルト
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3 [ 構成パラメータ（Configuration Parameters）] ボタンをクリックします。

4 表示されるダイアログ ボックスで [ 行の追加（Add Row）] をクリックして、新
しいパラメータとその値を入力します。 

仮想マシンについて、次の詳細属性を設定します。

表9-7  詳細仮想マシン属性

属性 説明

sched.mem.maxmemctl 選択した仮想マシンからバルーニングによって解放できる、メ
ガバイト（MB）単位での最大メモリ量です。ESX Server ホスト
が追加メモリを解放しなければならない場合、ESX Server ホス
トはスワップを強制されます。スワッピングはバルーニングよ
りも好ましくありません。 

sched.mem.pshare.enable 選択した仮想マシンのメモリ共有を有効にします。 
このブール値のデフォルトは [True] です。仮想マシンについて
[False] に設定すると、メモリ共有がオフになります。 
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 sched.swap.persist 仮想マシンがパワーオフになった場合に仮想マシンのスワップ 
ファイルを残すか、削除するかを指定します。デフォルトで
は、システムは、仮想マシンがパワーオンになった時点でその
仮想マシンのスワップ ファイルを作成し、仮想マシンがパワー
オフになった時点でスワップ ファイルを削除します。

sched.swap.dir 仮想マシンのスワップ ファイルを配置する VMFS ディレクトリ
です。デフォルトでは、仮想マシンの作業ディレクトリになり
ます。つまり、仮想マシンの構成ファイルを格納する VMFS
ディレクトリです。

sched.swap.file 仮想マシンのスワップ ファイルのファイル名です。デフォルト
では、スワップ ファイルの作成時にシステムが固有の名前を生
成します。

表9-7  詳細仮想マシン属性 （続き）

属性 説明

要注意   DRS クラスタの仮想マシンの sched.swap.dir 属性を変更した場合は、その
クラスタ内のすべてのホストが指定したスワップ ファイルの場所にアクセスできる
ようにするか、その仮想マシンで DRS を無効にする必要があります。
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10

ESX Server は、NUMA（Non-Uniform Memory Access）をサポートするサーバ アーキ
テクチャで、Intel と AMD Opteron のプロセッサのメモリ アクセス最適化をサポート
します。本章では、NUMA テクノロジーの背景情報を示し、ESX Server とともに使用
可能な最適化について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

NUMA の概要（P.155）

ESX Server サーバの NUMA スケジューリング（P.157）

VMware の NUMA 最適化アルゴリズム（P.158）

手動の NUMA 制御（P.160）

IBM Enterprise X-Architecture の概要（P.161）

AMD Opteron ベースのシステムの概要（P.161）

NUMA 構成情報および統計情報の取得（P.162）

仮想マシンを単一の NUMA ノードに関連付けるための CPU アフィニティ（P.162）

メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付けるためのメモリ アフィニティ（P.163）

NUMA の概要
NUMA システムは、複数のシステム バスを持つ高度なサーバ プラットフォームです。
単一のシステム イメージ内で多数のプロセッサを利用でき、コスト パフォーマンス
に優れています。NUMA プラットフォームを備え、業界標準の OS をサポートするシ
ステムには、AMD CPU または IBM Enterprise X-Architecture に基づくシステムがあり
ます。

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

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

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

オペレーティング システムについてのNUMAの課題
NUMA アーキテクチャは、単一のシステム イメージを提供するので、特別な最適化
を行わずにオペレーティング システムを実行できることがよくあります。たとえば、
Windows 2000 は IBM x440 上で完全にサポートされますが、NUMA とともに使用す
るようには設計されていません。

このようなオペレーティング システムを NUMA プラットフォーム上で使用すること
には、多くの欠点があります。リモート メモリ アクセスの高レイテンシーは、デー
タがローカル ノードに転送されるのを常に待って、プロセッサの使用率が低いまま
になることがあり、メモリ バンド幅の要求の高いアプリケーションにとって NUMA
接続がボトルネックになることがあります。

さらに、そのようなシステムでのパフォーマンスは、変動が大きくなる場合がありま
す。たとえば、1 回のベンチマーク実行においてローカルに配置されたメモリがアプ
リケーションにあるが、囲碁の実行ではそのすべてのメモリがリモート ノード上に
配置される場合、パフォーマンスが変動します。この現象により、キャパシティ プ
ランニングが困難になることがあります。最後に、プロセッサのクロックが複数の
ノード間で同期しない場合があるので、クロックを直接読み取るアプリケーションが
正しく動作しないことがあります。
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一部のハイエンド UNIX システムは、コンパイラとプログラミング ライブラリ内で
NUMA 最適化のサポートを提供します。このサポートでは、ソフトウェア開発者が、
最適なパフォーマンスのためにプログラムをチューニングおよび再コンパイルする必
要があります。1 つのシステムの最適化は、同じシステムの次の世代において適切に
機能することを保証されません。ほかのシステムでは、アプリケーションを実行する
ノードを管理者が明示的に決定することが許可されています。これは、メモリの 100
パーセントがローカルであることを要求する特定のアプリケーションにとっては許容
可能かもしれませんが、管理の負担が発生し、ワークロードが変化した場合にノード
間で不均衡が発生することがあります。

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

ESX Server サーバの NUMAスケジューリング
ESX Server は、洗練された NUMA スケジューラを使用して、プロセッサの負荷とメ
モリの局所性またはプロセッサの負荷バランスを次のように動的に均衡させます。 

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

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

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

一部の仮想マシンは、ESX Server の NUMA スケジューラによって管理されません。
たとえば、仮想マシンのプロセッサ アフィニティを手動で設定する場合、NUMA ス
ケジューラがその仮想マシンを管理できないことがあります。1 つのハードウェア 
ノード上で使用可能な物理プロセッサ コアの数よりも多くの仮想プロセッサを持つ
仮想マシンを自動的に管理することはできません。NUMA スケジューラによって管
理されない仮想マシンであっても、正常に動作します。ただし、それらの仮想マシン
は ESX Server の NUMA 最適化の利点を得られません。
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VMware ESX Server における NUMA のスケジューリングとメモリ配置のポリシーは、
すべての仮想マシンを透過的に管理できるため、管理者は、ノード間で仮想マシンの
バランスをとることの複雑さを明示的に処理する必要はありません。 

最適化は、ゲスト OS のタイプにかかわらずにシームレスに機能します。ESX Server
は、NUMA ハードウェアをサポートしない仮想マシン（Windows NT 4.0 など）にも、
NUMA サポートを提供します。結果的に、レガシー オペレーティング システムで
あっても新しいハードウェアを利用することができます。 

VMware の NUMA最適化アルゴリズム
このセクションでは、アプリケーションのパフォーマンスを最大化しながらリソース保
証を維持するために VMware ESX Server が使用するアルゴリズムについて説明します。 

ホーム ノードと初期配置
仮想マシンのパワーがオンにされると、ESX Server がその仮想マシンにホーム ノード
を割り当てます。仮想マシンはホーム ノード内のプロセッサ上でのみ実行され、新
しく割り当てられるメモリもホーム ノードから得られます。仮想マシンのホーム 
ノードが変化しないかぎり、仮想マシンはローカル メモリだけを使用して、ほかの
NUMA ノードへのリモート メモリ アクセスに伴うパフォーマンス上のペナルティを
回避します。 

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

一部のオペレーティング システム（Windows Server 2003 など）では、初期配置と呼
ばれるこのレベルの NUMA サポートを提供します。ベンチマーク構成などの単一の
ワークロードだけを実行するシステムでは、それで十分な場合があり、これは、シス
テムのアップタイムの経過とともに変化することはありません。ただし初期配置は、
ワークロードの変化をサポートすることが期待されるデータセンタークラスのシステ
ムの優れたパフォーマンスと公平性を保証するほど十分に洗練されてはいません。

初期配置のみのシステムの弱点を理解するには、管理者が 4 つの仮想マシンを起動
し、システムがそのうちの 2 つを最初のノードに配置する例を考慮してください。2
番目の 2 つの仮想マシンは、2 番目のノードに配置されます。2 番目のノード上の 2
つの仮想マシンが両方とも停止した場合、またはそれらの仮想マシンがアイドルに
なった場合、すべての負荷が最初のノードに置かれ、システムが完全に不均衡になり
ます。残りの仮想マシンの 1 つを 2 番目のノード上で実行することをシステムが許
可したとしても、そのすべてのメモリが元のノード上に残るので、システムは深刻な
パフォーマンスのペナルティを被ります。
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動的ロード バランシングとページの移行
ESX Server は、従来の初期配置方法を動的な再バランシング アルゴリズムと統合しま
す。システムは、定期的に（デフォルトでは 2 秒ごとに）さまざまなノードの負荷
を調べて、仮想マシンをあるノードから別のノードに移動することによって負荷を再
バランシングするべきかどうかを判定します。公平性またはリソース資格に違反しな
いでパフォーマンスを向上させるために、この計算では、仮想マシンとリソース 
プールのリソース設定が考慮されます。

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

再バランシングは、公平性を維持して、すべてのノードが完全に使用されるようにす
るための効果的な解決策です。リバランサは、メモリをほとんどまたはまったく割り
当てなかったノードに仮想マシンを移動しなければならない場合があります。その場
合、仮想マシンは、大量のリモート メモリ アクセスに伴うパフォーマンス上のペナル
ティを被ります。ESX Server は、仮想マシンの元のノードから新しいホーム ノードへ
メモリを透過に移行することによって、このペナルティを排除することができます。

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

2 システムは、宛先ノード上のページを以後のすべての参照に使用してリモート 
メモリ アクセスのペナルティを排除するように、仮想マシン監視レイヤとプロ
セッサのメモリ管理ハードウェアを使用して仮想マシンのメモリ ビューをシー
ムレスに再マッピングします。

仮想マシンが新しいノードに移動するとき、ESX Server ホストはすぐに、この方法に
よるメモリの移行を開始します。仮想マシンのリモート メモリの残りがほとんどな
い場合や宛先ノードの使用可能な空きメモリがほとんどない場合は特に、ESX Server
ホストは、この速度を管理してシステムに過度な負担をかけないようにします。この
メモリ移行アルゴリズムは、仮想マシンが短期間だけ新しいノードに移動される場合
は ESX Server ホストがメモリを不必要に移動しないことも保証します。

初期配置、動的再バランシング、およびインテリジェントなメモリ移行が共同で動作
する場合、ワークロードの変化があっても、NUMA システム上での良好なメモリ パ
フォーマンスがそれらの動作によって保証されます。主要なワークロードの変化が発
生した場合、たとえば、新しい仮想マシンが起動された場合、システムは再調整に時
間をかけて、仮想マシンとメモリを新しい場所に移行します。短期間（通常は数秒ま
たは数分）でシステムは再調整を完了し、安定状態に達します。 
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NUMA用に最適化された透過なページ共有
仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供する ESX Server ワークロードは、いく
つもあります。たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンス
を実行していたり、同じアプリケーションまたはコンポーネントをロードしていた
り、共通のデータを含んでいたりすることがあります。このような場合、ESX Server
システムは、専用の透過なページ共有技法を使用してメモリ ページの冗長コピーを
安全に削除します。メモリの共有により、仮想マシンを実行しているワークロードが
消費するメモリが、物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなることがよ
くあります。結果的に、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートする
ことができます。 

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

手動の NUMA制御
メモリを大量に使用するアプリケーションがある場合、または少数の仮想マシンがあ
る場合、仮想マシンの CPU とメモリの配置を明示的に指定することによってパ
フォーマンスを最適化するとよいでしょう。これは、仮想マシンがメモリ集約型の
ワークロード（メモリ内データベース、または大きいデータ セットを持つ科学計算
アプリケーションなど）を実行する場合に役に立ちます。システムのワークロードが
単純で変化しないことがわかっている場合も、NUMA の配置を手動で最適化すると
よいでしょう。たとえば、同様のワークロードを持つ 8 つの仮想マシンを実行する 8
プロセッサ システムは、明示的に簡単に最適化できます。

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

VI Client では次のことを指定できます。 

[CPU アフィニティ（CPU Affinity）]　仮想マシンが特定のノード上のプロセッサ
だけを使用すること。詳細については、「仮想マシンを単一の NUMA ノードに関
連付けるための CPU アフィニティ（P.162）」を参照してください。

[ メモリ アフィニティ（Memory Affinity）]　サーバが特定のノード上のメモリ
だけを割り当てること。詳細については、「メモリ割り当てを NUMA ノードに関
連付けるためのメモリ アフィニティ（P.163）」を参照してください。 

注意   ほとんどの状況において、ESX Server ホストの自動 NUMA 最適化で良好なパ
フォーマンスが得られます。
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仮想マシンの起動前に両方のオプションを設定した場合、仮想マシンは選択された
ノード上でのみ実行され、そのすべてのメモリはローカルに割り当てられます。 

管理者は、仮想マシンの実行が始まったあとで仮想マシンを手動で別のノードに移動す
ることもできます。この場合、仮想マシンの前のノードからのメモリを新しいノードに
移動できるように、仮想マシンのページ移行速度も手動で設定する必要があります。 

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

IBM Enterprise X-Architecture の概要
IBM Enterprise X-Architecture は、4 つまでのノードを持つサーバをサポートします

（IBM の用語では、CEC または SMP Expansion Complex とも呼ばれます）。各ノード
は最大 4 つの Intel Xeon MP プロセッサを持つことができます（合計で 16 個の
CPU）。次世代の IBM eServer x445 は、Enterprise X-Architecture の強化バージョンを
使用し、最大 4 つの Xeon MP プロセッサを持つ８つのノード（合計で 32 個の CPU）
を持てるように拡張されています。第 3 世代の IBM eServer x460 は、同様のスケーラ
ビリティを提供しますが、64 ビット Xeon MP プロセッサもサポートします。これら
のすべてのシステムの高スケーラビリティは、IBM のハイエンドの POWER4 ベース
pSeries サーバと共有される、Enterprise X-Architecture の NUMA 設計に由来します。
Enterprise X Architecture の詳細については、IBM Redbook『IBM eServer xSeries 440 
Planning and Installation Guide』を参照してください。 

AMD Opteron ベースのシステムの概要
AMD Opteron ベースのシステム（HP ProLiant DL585 Server など）も、NUMA サポー
トを提供します。ノード インタリービングの BIOS 設定は、システムが NUMA シス
テムのように動作するか、Uniform Memory Architecture（UMA）システムのように
動作するかを決定します。テクノロジー概要を説明した『HP ProLiant DL585 Server 
Technology』を参照してください。また、HP Web サイトで『HP ROM-Based Setup 
Utility User Guide』も参照してください。 

デフォルトではノード インタリービングは無効なので、各プロセッサが自身のメモ
リを持ちます。BIOS はシステム リソース割り当てテーブル（SRAT）を構築するの
で、ESX Server ホストはシステムを NUMA として検出し、NUMA 最適化を適用しま
す。ノード インタリービング（インタリーブ メモリとも呼びます）を有効にした場
合、BIOS は SRAT を構築しないので、ESX Server ホストはシステムを NUMA として
検出しません。
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現在供給されている Opteron プロセッサは、ソケットあたり 4 つまでのコアを持ち
ます。ノード メモリが有効な場合、Opteron プロセッサ上のメモリは、各ソケット
がいくらかのローカル メモリを持つように分割されますが、ほかのソケットのメモ
リはリモートです。シングルコア Opteron システムは、NUMA ノードあたり 1 つの
プロセッサを持ち、デュアルコア Opteron システムは、NUMA ノードあたり 2 つの
プロセッサを持ちます。

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

NUMA 構成情報および統計情報の取得
NUMA 構成情報および統計情報は、resxtop（または esxtop）ユーティリティの [ メ
モリ（Memory）] パネルに表示できます。詳細については、「メモリ パネル（P.184）」
を参照してください。

仮想マシンを単一の NUMAノードに関連付けるための CPU
アフィニティ 

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

注意   小型の Opteron システムの場合、NUMA 再バランシングは、スケジューリング
の公平性を確保するためにデフォルトで無効になっています。
Numa.RebalanceCoresTotal と Numa.RebalanceCoresNode の各オプションを使用し
て、この動作を変更します。詳細については、「詳細仮想マシン属性の設定（P.152）」
を参照してください。 

要注意   CPU アフィニティを使用する場合、いくつもの潜在的な問題があります。詳
細については、「アフィニティでの潜在的な問題（P.129）」を参照してください。 
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単一のNUMAノードの CPUアフィニティを設定するには

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

2 [ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックス
で、[ リソース（Resources）] タブを選択し、[CPU の詳細（Advanced CPU）] を
選択します。 

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

メモリ割り当てを NUMAノードに関連付けるためのメモリ 
アフィニティ 

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

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

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

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

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

3 [NUMA メモリのアフィニティ ] パネルでメモリ アフィニティを設定します。 

例：単一のNUMAノードへの仮想マシンのバインド　次の例は、8 方向サーバ上の
仮想マシン用に 4 つの CPU を単一の NUMA ノードに手動バインドする場合を示して
います。この仮想マシンをノード 1 上でのみ実行するとします。  

CPU（たとえば、4、5、6、7）は、物理 CPU 番号です。

2 方向仮想マシンをバインドして、8プロセッサ マシンの最後の 4つの物理 CPUを
使用するには

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

2 [ オプション（Options）] をクリックして、[ 詳細（Advanced）] をクリックし
ます。 

3 [ 構成パラメータ（Configuration Parameters）] ボタンをクリックします。 

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

仮想マシンのメモリを設定して、仮想マシンのすべてのメモリをノード 1上で割り
当てることを指定するには

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

2 [ オプション（Options）] をクリックして、[ 詳細（Advanced）] をクリックし
ます。

3 [ 構成パラメータ（Configuration Parameters）] ボタンをクリックします。 
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4 VI Client で、NUMA ノードのメモリ アフィニティを 1 に設定します。 

これらの 2 つのタスクを完了すると、仮想マシンが NUMA ノード 1 の上でのみ実行
されるようになり、可能な場合、仮想マシンが同じノードからメモリを割り当てるよ
うになります。
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11

本章では、ESX Server および VirtualCenter のユーザー向けのベスト プラクティスに
ついて説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

リソース管理のベスト プラクティス（P.167）

仮想マシンの作成と導入（P.168）

VMware HA のベスト プラクティス（P.170）

リソース管理のベスト プラクティス
次のガイドラインは、仮想マシンの最適なパフォーマンスを達成するのに役立ちます。

合計使用可能リソースの頻繁な変化が予想される場合は、[ シェア（Shares）] を
使用して、仮想マシン間で適正にリソースを割り当てます。たとえば、[ シェア

（Shares）] を使用して、ホストをアップグレードする場合、たとえ各シェアがよ
り多くの量のメモリまたは CPU を表しても、各仮想マシンは、同じ優先順位に
とどまります（同じシェア数を維持します）。 

[ 予約（Reservation）] では、ユーザーが使用可能にしたい量ではなく、条件に
あった最小の CPU またはメモリの量を指定します。ホストは、仮想マシンの
シェア数と制限に基づいて、使用可能な追加のリソースを割り当てます。予約に
よって表される具体的なリソースの量は、仮想マシンの追加や削除など、環境を
変更しても変化しません。 

[ 予約（Reservation）] の設定を大きくしすぎないでください。予約が大きすぎる
と、リソース プール内の仮想マシンの数が制限されることがあります。

ベスト プラクティス 11
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仮想マシンの予約を指定する場合、すべてのリソースをコミットしないでくださ
い。システム内のすべての容量が完全に予約された状態に近づくほど、許可制御
に違反せずに予約とリソース プール階層に変更を加えることが困難になってい
きます。DRS の有効なクラスタでは、クラスタの容量またはクラスタ内の個々
のホストの容量を完全にコミットする予約は、DRS が仮想マシンをホスト間で
移行するのを妨げることがあります。

委任されたリソース管理には、リソース プールを使用します。リソース プール
を完全に隔離するには、リソース プールのタイプを [ 固定（Fixed）] にして、[
予約（Reservation）] と [ 制限（Limit）] を使用します。 

リソース プール内の多層サービス用に仮想マシンをグループ化します。リソー
ス プールにより、ESX Server ホストは、サービスのリソースを全体として割り当
てることができるようになります。 

仮想マシンの作成と導入
このセクションには、仮想マシンの作成と計画に関するベスト プラクティス情報が
あります。 

計画
仮想マシンを導入する前に次のことをする必要があります。

ロード ミックスを計画する。

目標と予想を理解する。

要件、および成功の基準を理解する。 

競合するリソース要件を持つ仮想マシンの混在を避ける。

具体的なパフォーマンスの期待値がある場合は、導入前にテストする。

仮想化により、いくつもの仮想マシンがホストのリソースを共有できるようになりま
す。仮想化では、新しいリソースは作成されません。仮想化はオーバーヘッドを生じ
ることがあります。 

仮想マシンの作成
仮想マシンを作成する場合、物理マシンと同様に、実際のニーズに合わせてそれらの
仮想マシンのサイズを設定します。過剰に構成された仮想マシンは、共有可能なリ
ソースを浪費します。
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パフォーマンスを最適化するには、未使用の仮想デバイス（COM ポート、LPT ポー
ト、フロッピー ドライブ、CD-ROM、USB アダプタなど）を無効にします。これらの
デバイスは、使用されていなくてもゲスト OS によって定期的にポーリングされま
す。この無駄なポーリングによって、共有可能なリソースが浪費されます。 

VMware Tools をインストールします。VMware Tools はパフォーマンス向上に役立ち、
CPU の使用率をより効率的にすることができるようになります。また、VMware Tools
にはディスク、ネットワーク、およびメモリ解放用のドライバも含まれています。

ゲストOSの導入
レジストリやスワップ スペースなどを使用して物理マシンのオペレーティング シス
テムをチューニングするのと同様に、仮想マシンのオペレーティングシステムを
チューニングおよびサイズ設定します。スクリーン セーバーなどの不必要なプログ
ラムやサービスを無効にします。不必要なプログラムやサービスは、共有可能なリ
ソースを浪費します。 

最新のパッチを使用して、ゲスト OS を最新の状態にします。Microsoft Windows を
ゲスト OS として使用する場合、Microsoft ナレッジ ベースの記事でオペレーティン
グ システムの既知の問題をチェックします。

ゲスト アプリケーションの導入
物理マシン上のアプリケーションをチューニングおよびサイズ設定するのと同様に、
仮想マシン上のアプリケーションをチューニングおよびサイズ設定します。 

SMP 仮想マシン内で単一スレッド アプリケーションを実行しないでください。単一
スレッドのワークロードで仮想 CPU を追加しても有利にはならず、未使用の仮想
CPU は共有可能なリソースを浪費します。ただし、単一スレッド アプリケーション
を複数同時に実行するワークロードでは、仮想 CPU を追加することで有利になる場
合があります。

VMkernel メモリの構成
VMkernel は、バルーニングとスワッピングによってメモリを解放します。詳細につ
いては、「第 9 章、高度なリソース管理（P.125）」を参照してください。メモリ リ
ソースを最適に使用するには、仮想マシンを適切にサイズ設定することによって、ま
た、高いメモリ オーバーコミットを避けることによって、大きい解放動作を回避す
る必要があります。詳細については、「メモリのオーバーコミット（P.42）」を参照し
てください。

注意   十分なスワップ スペースを持つゲスト OS を構成する必要があります。ゲスト
OS によっては、追加の制限があります。詳細については、「スワップ スペースとゲ
スト OS（P.144）」を参照してください。
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VMkernel は NUMA スケジューラを実装しており、IBM と AMD NUMA のアーキテク
チャをサポートします。NUMA スケジューラは、同じ NUMA ノード上に仮想マシン 
メモリと仮想 CPU を配置します。これにより、リモート メモリ アクセスを原因とす
るパフォーマンス低下の可能性がなくなります。物理ホスト メモリが NUMA ノード
間で均等にバランスをとるようにホスト ハードウェアを構成する必要があります。
詳細については、「第 10 章、NUMA システムと ESX Server の併用（P.155）」を参照し
てください。

VMware HA のベスト プラクティス
次のうちから、使用中の ESX Server の実装およびネットワーク アーキテクチャに適
した VMware HA のベスト プラクティスを利用します。

ネットワークのベスト プラクティス
ESX Server ホストの外部にあるネットワーク インフラストラクチャ（スイッチ、ルー
タ、ファイアウォール）だけでなく、ESX Server ホストのネットワークと名前解決の
構成も VMware HA の設定を最適化する上で重要です。これらのコンポーネントを構
成するときは、次のベスト プラクティスを使用して、VMware HA のパフォーマンス
を向上させます。

スイッチが [PortFast] 設定（または、同等の設定）をサポートしている場合は、
サーバ同士を接続する物理ネットワーク スイッチで有効にします。これによっ
て、スパニング ツリー分離イベントを防ぐことができます。このオプションの
詳細については、ネットワーク スイッチのベンダーが提供するマニュアルを参
照してください。

すべての ESX Server 3 ホストで、サービス コンソールの通信用に次のファイア
ウォール ポートが開いていることを確認します。 
入力ポート：TCP/UDP 8042 ～ 8045 
出力ポート：TCP/UDP 2050 ～ 2250

ハートビートの信頼性を高めるために、サービス コンソールのネットワーク用
にサーバ間でエンドツーエンドで二重のネットワーク パスを構成します。クラ
スタ内のサーバ間のネットワーク パスは、短く構成します。ホップが多すぎる
ルートは、ハートビートのネットワーク パケットが遅延する原因になります。

ネットワークのメンテナンスを実行するときは、VMware HA を無効にして
（VirtualCenter を使用し、[ 設定（Settings）] ダイアログ ボックスの [VMware HA 
の有効化（Enable VMware HA）] のチェックを外す）、ホスト間のすべてのハー
トビート パスを無効にします。
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ESX Serverホストのローカルな/etc/hostsファイルを手動で編集すると、エラーに
なりやすいため、名前解決に DNS を使用します。/etc/hosts を編集する場合は、
長い名前と短い名前の両方を含める必要があります。

公衆ネットワークの VLAN では、一貫性のあるポート名を使用します。ポート名
は、仮想マシンがネットワークへのアクセスを再構成するときに使用します。元
のサーバとフェイルオーバー サーバで一貫性のない名前を使用すると、フェイ
ルオーバー後に仮想マシンがネットワークから切断されます。 

VMware HA クラスタのすべてのサーバで、有効な仮想マシン ネットワーク ラベ
ルを使用します。仮想マシンは、これらのラベルを使用して、再起動時にネット
ワーク接続を再確立します。

ネットワーク冗長性の設定
クラスタ ノード間のネットワーク冗長性は、VMware HA の信頼性にとって重要です。
ESX Server 3 の冗長なサービス コンソール ネットワーク（または、ESX Server 3i の冗
長な VMkernel ネットワーク）によって、ハートビートを複数のネットワークで送信
できるため、信頼性の高い障害検出が可能になり、分離状態の発生を防ぐことができ
ます。 

ネットワーク冗長性は、NIC レベルまたはサービス コンソールや VMkernel ポート レ
ベルで実装できます。ほとんどの実装では、NIC チーミングで十分な冗長性が確保で
きますが、さらに冗長性が必要な場合は、サービス コンソールやポートの冗長性を
使用または追加できます。

NIC チーミング
図 11-1 で示すように、別々の物理スイッチに接続された 2 つの NIC によるチームを
使用すると、サービス コンソール（ESX Server 3i の場合は、VMkernel）ネットワーク
の信頼性が向上します。2 つの NIC に（別々のスイッチを通じて）接続されている
サーバは、ハートビートを送受信する 2 つの独立したパスを持っているため、クラ
スタの信頼性が向上します。 

サービス コンソール用に NIC チームを構成するには、アクティブ / スタンバイ構成
の vSwitch 構成で vNIC を構成します。推奨される vNIC のパラメータ設定は、次の
とおりです。

フェイルオーバーのロール = あり 

デフォルトのロード バランシング = 発信元の仮想ポート ID に基づいたルート

注意   VMware HA クラスタのホストに NIC を追加したあと、そのホストで HA を再構
成する必要があります。
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図11-1  NIC チーミングを使用したサービス コンソールの冗長性

NIC チーミングのシナリオ　次のシナリオで、ネットワーク冗長性に NIC チーミング
を使用する単一サービス コンソール ネットワークの使用を示します。  

サービス コンソール ネットワークを1つだけ使用して（サブネット10.20.XX.XX）、
クラスタのホストを構成することは危険であると考えます。そのため、2 つの
チーミングされた NIC を使用して、NIC の障害を防ぎます。

デフォルトのタイムアウトを 60 秒に増やします（das.failuredetectiontime 
= 60000）。

セカンダリ サービス コンソール ネットワーク
ハートビートの冗長性を確保する NIC チーミングを使用する代わりに、セカンダリ 
サービス コンソール（ESX Server 3i の場合は、VMkernel ポート）を作成して、別の
仮想スイッチに接続できます。プライマリ サービス コンソールは、ネットワークお
よび管理の目的で使用します。セカンダリ サービス コンソール ネットワークを作成
すると、VMware HA は、プライマリとセカンダリの両方のサービス コンソールで
ハートビートを送信します。いずれかのパスに障害が発生しても、VMware HA は、
もう一方のパスでハートビートを送受信できます。 

デフォルトでは、各 ESX Server ホストのサービス コンソール ネットワーク構成で指
定されたゲートウェイ IP アドレスは、分離アドレスとして使用されます。各サービ
ス コンソール ネットワークには、到達可能な 1 つの分離アドレスが必要です。サー
ビス コンソールの冗長性を設定するときは、セカンダリ サービス コンソール ネット
ワーク用に追加の分離応答アドレス（das.isolationaddress2）を指定する必要が
あります。この分離アドレスのネットワーク ホップは、できるだけ少なくする必要
があります。セカンダリ分離アドレスを指定するときは、
das.failuredetectiontime 設定を 20000 ミリ秒以上に増やすことをお勧めしま
す。詳細については、「HA の詳細オプションの設定（P.123）」を参照してください。 
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セカンダリ サービス コンソール ネットワークを VMotion vswitch に追加して、さら
にネットワークを最適化できます（すでに VMotion ネットワークを構成している場
合）。図 11-2 で示すように、仮想スイッチは VMotion ネットワークとセカンダリ 
サービス コンソール ネットワークで共有できます。 

図11-2  セカンダリ サービス コンソールによるネットワーク冗長性

冗長なサービス コンソール ネットワークのシナリオ　次のシナリオで、冗長なサー
ビス コンソール ネットワークの使用を示します。  

既存の VMotion ネットワーク（サブネット 10.20.YY.YY および 192.168.ZZ.ZZ）を利
用して、2 つのサービス コンソール ネットワークを持つように、クラスタ内の
各ホストを構成します。

最初のネットワークにデフォルト ゲートウェイを使用し、2 番目のネットワーク
用の追加の分離アドレスとして das.isolationaddress2 = 192.168.1.103 を指
定します。

デフォルトのタイムアウトを 20 秒に増やします（das.failuredetectiontime 
= 20000）。

VMware HAクラスタに関するその他の考慮事項
VMware HA クラスタのパフォーマンスを最適化するその他の考慮事項として、次の
項目があります。

同機種のより大きなサーバ グループを使用すると、VMware HA 対応クラスタ全
体の使用率を（平均で）より高い水準にできます。

クラスタごとのノードを多くすると、複数のホスト障害に耐えることがで
き、フェイルオーバーのパフォーマンスも保証できます。
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許可制御のヒューリスティクスは保守的に重み付けされるため、多くの仮想マ
シンを持つ大きなサーバは、より小さなサーバにフェイルオーバーできます。

許可制御に使用するサイズの概算を定義するには、必要な最小リソースについて
適切な予約を設定します。

予約が設定されていない場合、許可制御がフェイルオーバー容量を超えま
す。または、VMware HA が、「スロット」サイズとして指定されている最大
の予約を使用します（「HA クラスタの計画（P.77）」を参照）。

最低限、平均的ないくつかの仮想マシンに、予約を設定します。

[ 可用性の制約に違反する場合でも、仮想マシンを開始します（Allow virtual 
machines to be powered on even if they violate availability constraints）] を選択し
て、独自のキャパシティ プランニングを実行します。ホストおよび仮想マシン
のサイズが大幅に異なる場合、許可制御が保守的になりすぎることがあります。
その場合でも、VMware HA は、できるだけ多くの仮想マシンを再起動しようと
します。
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A

コマンドライン ユーティリティ resxtop および esxtop は、詳細に、 ESX Server によ
るリソースの使用をリアルタイムに表示します。どちらのユーティリティも、3 つの
モード、対話形式（デフォルト）、バッチ、リプレイのいずれかで起動できます。こ
の付録では、resxtop および esxtop を各モードで使用する方法について説明し、使
用可能なコマンドおよび表示される統計情報のリファレンスを示します。特に指定し
ない場合、これらのユーティリティのコマンドと統計情報は同じです。次のトピック
について説明します。 

resxtop と esxtop のどちらを使用するかの判断（P.175）

対話モードでのユーティリティの使用（P.177）

バッチ モードでのユーティリティの使用（P.198）

リプレイ モードでのユーティリティの使用（P.200） 

resxtop と esxtop のどちらを使用するかの判断
resxtop と esxtop の基本的な違いは、resxtopはリモート（またはローカル）で
使用でき、esxtop はローカルな ESX Server ホストのサービス コンソールからのみ起
動できるという点にあります。

resxtop ユーティリティの使用
resxtop ユーティリティは、リモート コマンド ライン インターフェイス（リモート
CLI）のコマンドです。リモート CLI コマンドを使用する前に、リモート CLI 仮想ア
プライアンスをダウンロードし、インストールして、構成する必要があります。

『ESX Server 3i バージョン 3.5 構成ガイド』を参照してください。

パフォーマンス監視ユーティ
リティ：resxtop および
esxtop A
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仮想アプライアンスを設定したあと、リモート Linux クライアントのコマンド ライ
ンから、esxtop と同じコマンド ライン オプションを付けて resxtopを起動します。
使用しているクライアントがリモート サーバに接続し認証されるように、次の追加
オプションを使用します。

[server]　接続先リモート サーバ ホストの名前（必須）。

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

[username]　リモート ホストに接続するときに認証されるユーザー名。パスワード
を要求するプロンプトもリモート サーバから表示されます。

resxtop をローカル ESX Server ホストで使用することもできます。この場合、コマ
ンド ラインの server オプションを省略すると、デフォルトで localhost になります。

esxtop ユーティリティの使用
esxtop ユーティリティは、ESX Server ホストのサービス コンソール上でのみ実行し
ます。 

esxtop の起動方法

1 ルート ユーザー権限を持っていることを確認します。 

2 必要なオプションを使用して、コマンドを入力します。 

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

esxtop ユーティリティはデフォルト構成を .esxtop310rc から読み取ります。この
構成ファイルは、7 つの行からなります。 

最初の 6 行には、CPU、メモリ、ストレージ アダプタ、ストレージ デバイス、仮想
マシン ストレージ、ネットワークの各パネルにどのフィールドをどの順序で表示す
るかを指定する小文字と大文字があります。これらの文字は、それぞれの esxtop パ
ネルの Fields パネルまたは Order パネル内の文字に対応します。 

7 行目には、ほかのオプションについての情報が含まれます。最も重要な点は、構成
をセキュア モードで保存した場合、.esxtop310rc ファイルの 7 行目から s を削除
しないとインセキュアな esxtop を得られないことです。値は、更新間の遅延時間を
指定します。対話モードでは、c、m、d、u、v、または n を入力すると、esxtop が
どのパネルで起動するかが決まります。

注意   resxtop は、ほかのリモート CLI コマンドで使用される共通オプションの一部
を使用しません。
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対話モードでのユーティリティの使用
デフォルトでは、resxtop および esxtop は対話モードで実行されます。対話モード
では、別々のパネルに統計情報が表示されます。 

各パネルで、ヘルプ メニューを使用できます。

対話モードのコマンドライン オプション
対話モードでは、表 A-1 に示すコマンドライン オプションを使用できます。 

注意   このファイルの編集は推奨されません。代わりに、実行中の esxtop プロセス
内でフィールドと順序を選択し、変更を加え、W 対話コマンドを使用してこのファ
イルを保管してください。

表A-1  対話モードのコマンドライン オプション

オプション 説明

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

v resxtop（または esxtop）のバージョン番号を表示します。

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

d    更新間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時間は 2
秒です。変更するには、対話コマンド sを使用します。2 秒未満の
遅延を指定した場合、遅延は 2 秒に設定されます。

n    反復回数。表示を n 回更新して、終了します。

サーバ 接続先リモート サーバ ホストの名前（resxtop でのみ必須）。

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

（resxtop のみ）

username リモート ホストに接続するときに認証されるユーザー名。パスワー
ドを要求するプロンプトもリモート サーバから表示されます

（resxtop のみ）。
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共通の統計情報の説明
resxtop（または esxtop）を対話モードで実行している場合、異なるパネルにいく
つかの統計情報が表示されます。次の統計情報は、4 つのパネルすべてで共通です。

[ アップタイム（Uptime）] 行は、4 つの各 resxtop（または esxtop）パネルの最上
部にあり、現在時刻、最後のリブートからの時間、現在実行中のワールドの数、およ
び負荷平均が表示されます。ワールドは、ESX Server VMkernel のスケジュール可能な
エンティティであり、ほかのオペレーティング システムのプロセスまたはスレッド
と同様です。

その下に、過去 1 分間、5 分間、および 15 分間の負荷平均が表示されます。負荷平
均では、実行中と実行準備完了の両方のワールドが考慮されます。1.00 の負荷平均
は、すべての物理 CPU が完全に使用されていることを意味します。2.00 の負荷平均
は、現在使用可能な物理 CPU の 2 倍の数の物理 CPU を ESX Server システムが必要と
しているかもしれないことを意味します。同様に、0.50 の負荷平均は、 ESX Server シ
ステム上の物理 CPU が半分使用されていることを意味します。

対話モードの単一キー コマンド
対話モードで実行している場合、resxtop（または esxtop）はいくつかの単一キー 
コマンドを認識します。表 A-2 で示すコマンドは、4 つのパネルすべてで認識されま
す。コマンド ラインで s オプションを指定した場合、更新間の遅延を指定するコマ
ンドは無効になります（「対話モードのコマンドライン オプション（P.177）」を参
照）。ソートの対話コマンドは、すべて降順でソートします。

a すべての統計情報を表示します。このオプションは、構成ファイル
の設定をオーバーライドして、すべての統計情報を表示します。構
成ファイルのデフォルトは、~/.esxtop310rc 構成ファイル、また
はユーザー定義の構成ファイルです。

c <filename> ユーザー定義の構成ファイルをロードします。-c オプションを使用
しない場合、デフォルトの構成ファイル名は ̃/.esxtop310rc です。
独自の構成ファイルを作成して別のファイル名を指定するには、単
一キー対話コマンドの W を使用します。W については、「対話モード
の単一キー コマンド（P.178）」を参照してください。

表A-2  対話モードの単一キー コマンド

キー 説明

h また
は ?

現在のパネルのヘルプ メニューを表示し、コマンドの概略と、セキュア モード
の状態を示します。

スペース 現在のパネルをただちに更新します。

表A-1  対話モードのコマンドライン オプション （続き）

オプション 説明
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統計情報の列と順序のページ
f、F、o、または O を押すと、最上部の行のフィールドの順序とフィールドの内容の
短い説明を指定するページが表示されます。フィールドに対応するフィールド文字列
内の文字が大文字の場合、そのフィールドが表示されます。フィールドの説明の前の
アスタリスクは、フィールドが表示されるかどうかを表します。 

フィールドの順序は、文字列内の文字の順序に対応します。

Field Select パネルでは、次のことができます。

対応する文字を押すことでフィールドの表示を切り替えられます。

^L   現在のパネルを消去し、再描画します。

f また
は F

統計情報の列（フィールド）を現在のパネルに追加するか、現在のパネルから削
除するためのパネルを表示します。 

o また
は O

現在のパネル上で統計情報の列の順序を変更するためのパネルを表示します。 

#    表示する統計情報の行数の入力を求めてきます。0 より大きいどの値でも、表示
する行数の自動判定がオーバーライドされ、これはウィンドウ サイズの測定に基
づきます。1 つの resxtop（または esxtop）パネルでこの値を変更した場合、4
つのパネルすべてに変更が影響します。

s    更新間の遅延を秒数で入力するよう求めてきます。少数の値は、マイクロ秒まで
認識されます。デフォルト値は 5 秒です。最小値は 2 秒です。このコマンドは、
セキュア モードでは使用できません。

W    現在の設定を esxtop（または resxtop）構成ファイルに書き込みます。これが、
構成ファイルを書き込む場合に推奨される方法です。デフォルトのファイル名
は、-c オプションで指定されたファイル名です。-c オプションが使用されてい
ない場合は、~/.esxtop310rc です。この W コマンドで生成されるプロンプト
で、別のファイル名を指定することもできます。

q    対話モードを終了します。

c    CPU リソース使用率パネルに切り替えます。

m    メモリ リソース使用率パネルに切り替えます。

d    ストレージ（ディスク）アダプタ リソース使用率パネルに切り替えます。

u ストレージ（ディスク）デバイス リソース使用率画面に切り替えます。詳細につ
いては、「ストレージ デバイス パネル（P.192）」を参照してください。

v ストレージ（ディスク）仮想マシン リソース使用率画面に切り替えます。「仮想
マシン ストレージ パネル（P.194）」を参照してください。

n    ネットワーク リソース使用率パネルに切り替えます。

表A-2  対話モードの単一キー コマンド （続き）

キー 説明
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対応する大文字を押すことでフィールドを左に移動できます。

対応する小文字を押すことでフィールドを右に移動できます。

図 A-1 に、フィールド順序の変更を示します。

図A-1  フィールド順序の変更

CPU パネル
CPU パネルには、サーバ全体の統計情報と、個々のワールド、リソース プール、お
よび仮想マシンの CPU 使用率の統計情報が表示されます。リソース プール、実行中
の仮想マシン、またはほかのワールドは、場合によりグループと呼ばれます。仮想マ
シンに属するワールドの場合、実行中の仮想マシンについての統計情報が表示されま
す。その他のすべてのワールドは、それらを含むリソース プールに論理的に統合さ
れます。 

図A-2  CPU パネル

表示は、単一キー コマンドを使用して変更できます。統計情報と単一キー コマンド
について、表 A-3 および表 A-4 で説明します。
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表A-3  CPU パネルの統計情報

行 説明

PCPU(%) 物理 CPU あたりの CPU 使用率と物理 CPU の合計平均使用率のパーセン
テージ。

LCPU(%) 論理 CPU あたりの CPU 使用率のパーセンテージ。パッケージに属する論
理 CPU のパーセンテージの合計は、100 パーセントになります。この行
が表示されるのは、ハイパースレッディングが存在し、有効な場合だけで
す。詳細については、「ハイパースレッディングと ESX Server（P.133）」を
参照してください。 

CCPU(%) ESX Server サービス コンソールによって報告された合計 CPU 時間のパー
センテージ。 
us　ユーザー時間のパーセンテージ。
sy　システム時間のパーセンテージ。
id　アイドル時間のパーセンテージ。 
wa　待機時間のパーセンテージ。
cs/sec　サービス コンソールによって記録された、秒あたりのコンテ
キスト スイッチ。

ID 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンのリソース プール
ID または仮想マシン ID、または実行中のワールドのワールド ID。 

GID 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンのリソース プール ID。

NAME 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンの名前、または実行
中のワールドの名前。 

NWLD 実行中のワールドのリソース プール内または仮想マシン内のメンバーの
数。対話コマンド e（対話コマンドを参照）を使用してグループを展開し
ている場合、結果的に生じるすべてのワールドの NWLD は 1 です（コン
ソール リソース プールなどの一部のリソース プールは、メンバーを 1 つ
しか持ちません）。

%STATE TIMES 次のパーセンテージからなる CPU 統計情報のセット。ワールドの場合、
パーセンテージは、1 つの物理 CPU のパーセンテージです。 

%USED リソース プール、仮想マシン、またはワールドによって使用されている
パーセンテージ物理 CPU。 

%SYS 割り込みの処理とその他のシステム アクティビティの実行のために、リ
ソース プール、仮想マシン、またはワールドに代わって ESX Server 
VMkernel 内で消費された時間のパーセンテージ。この時間は、上記の
%USED を計算するのに使用された時間の一部です。

%WAIT リソース プール、仮想マシン、またはワールドが、ブロック状態またはビ
ジー待機状態で消費した時間のパーセンテージ。このパーセンテージは、
リソース プール、仮想マシン、またはワールドがアイドルだった時間の
パーセンテージを含みます。
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%IDLE リソース プール、仮想マシン、またはワールドがアイドルだった時間の
パーセンテージ。リソース プール、仮想マシン、またはワールドが何らか
のイベントを待っていた時間のパーセンテージを見るには、上記の
%WAIT からこのパーセンテージを引きます。

%RDY リソース プール、仮想マシン、またはワールドの実行準備が完了していた
時間のパーセンテージ。

%MLMTD リソース プール、仮想マシン、またはワールドを実行するとリソース 
プール、仮想マシン、またはワールドの制限の設定に違反するために、
ESX Server VMkernel がリソース プール、仮想マシン、またはワールドを意
図的に実行しなかった時間のパーセンテージ。リソース プール、仮想マシ
ン、またはワールドの実行がこのように防止された場合にリソース プー
ル、仮想マシン、またはワールドの実行準備ができていても、%MLMTD
の時間は %RDY の時間には含まれません。 

EVENT 
COUNTS/s

秒あたりのイベント レートからなる CPU 統計情報のセット。これらの統
計情報は、VMware の内部専用の情報です。

CPU ALLOC 次の CPU 割り当て構成パラメータからなる CPU 統計情報のセット。

AMIN リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の [ 予約
（Reservation）]。詳細については、「リソース プールの作成とカスタマイ
ズ（P.25）」を参照してください。

AMAX リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の [ 制限（Limit）]。
-1 の値は制限なしを意味します。詳細については、「リソース プールの作
成とカスタマイズ（P.25）」を参照してください。

ASHRS リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の [ シェア（Shares）]。
詳細については、「リソース プールの作成とカスタマイズ（P.25）」を参照
してください。

SUMMARY 
STATS

次の CPU 割り当て構成パラメータと統計情報からなる CPU 統計情報の
セット。これらの統計情報はワールドにのみ該当し、仮想マシンまたはリ
ソース プールには該当しません。

AFFINITY BIT 
MASK

ワールドの現在のスケジューリング アフィニティを表すビット マスク。
詳細については、「CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロ
セッサに割り当てる（P.128）」を参照してください。

HTSHARING 現在のハイパースレッディング構成。詳細については、「ハイパースレッ
ディング用の高度なサーバ構成（P.133）」を参照してください。

CPU resxtop（または esxtop）がこの情報を取得した時点で、ワールドを実
行していた物理または論理プロセッサ。

HTQ ワールドが現在隔離されているかどうかを示します。N が no、Y が yes を
意味します。詳細については、「隔離（P.135）」を参照してください。

TIMER/s このワールドのタイマ レート。

表A-3  CPU パネルの統計情報 （続き）

行 説明
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%OVRLP リソース プール、仮想マシン、またはワールドのスケジュール時に別のリ
ソース プール、仮想マシン、またはワールドのために、リソース プール、
仮想マシン、またはワールドのスケジューリングで消費されたシステム時
間のパーセンテージ。この時間は、%SYS には含まれません。たとえば、
仮想マシン A が現在スケジュールされていて、仮想マシン B のネットワー
ク パケットが ESX Server VMkernel によって処理される場合、消費される
時間は、仮想マシン A の %OVRLP および仮想マシン B の %SYS として現
れます。

%RUN スケジュールされた合計時間のパーセンテージ。この時間では、ハイパー
スレッディングとシステム時間はわかりません。ハイパースレッディング
の有効なサーバでは、%RUN が %USED の 2 倍の大きさになることがあり
ます。

%CSTP 同時スケジュール解除され作動可能な状態で、リソース プールが費やした
時間のパーセンテージ。

（注　この統計情報は表示されることがありますが、VMware での使用目
的でのみ用意されています。）

表A-4  CPU パネルの単一キー コマンド 

コマンド 説明

e    CPU 統計情報の展開表示と非展開表示をを切り替えます。 
展開表示には、リソース プールまたは仮想マシンに属する個々のワールドに
よって分割された CPU リソース使用率統計情報が含まれます。個々のワー
ルドのすべてのパーセンテージは、単一の物理 CPU のパーセンテージです。
次の例を考慮してください。 

リソース プールによる %Used が 2 方向サーバ上で 30% の場合、リソース 
プールは 2 つの物理 CPU の 30 パーセントを使用しています。 
リソース プールに属するワールドによる%Usedが2方向サーバ上で30%
の場合、ワールドは 1 つの物理 CPU の 30 パーセントを使用しています。

U    リソース プールまたは仮想マシンの %Used 列によって、リソース プール、
仮想マシン、およびワールドをソートします。

R    リソース プールまたは仮想マシンの %RDY 列によって、リソース プール、
仮想マシン、およびワールドをソートします。

N    リソース プール、仮想マシン、およびワールドを GID 列によってソートしま
す。これがデフォルトのソート順序です。

V 仮想マシン インスタンスのみを表示します。

表A-3  CPU パネルの統計情報 （続き）

行 説明
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メモリ パネル
メモリ パネルには、サーバ全体とグループのメモリ使用率の統計情報が表示されま
す。CPU パネルと同様に、グループは、メモリを消費しているリソース プール、実
行中の仮想マシン、またはその他のワールドに対応します。マシン メモリと物理メ
モリの違いについては、「メモリ仮想化（P.136）」を参照してください。

メモリパネルの最上部にある最初の行（図 A-3 を参照）には、現在時刻、最後のリ
ブートからの時間、現在実行中のワールドの数、およびメモリ オーバーコミットの
平均が表示されます。メモリ オーバーコミットの平均は、過去 1 分間、5 分間、およ
び 15 分間について表示されます。1.00 のメモリ オーバーコミットは、100 パーセン
トのメモリ オーバーコミットを意味します。詳細については、「メモリのオーバーコ
ミット（P.42）」を参照してください。

図A-3  メモリ パネル
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表A-5  メモリ パネルの統計情報

フィールド 説明

PMEM (MB) サーバのマシン メモリ統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位
です。 
total　サーバ内のマシン メモリの合計量。
cos　ESX Server サービス コンソールに割り当てられたマシン メモリの
量（ESX Server 3 のみ）。
vmk　ESX Server VMkernel によって使用されているマシン メモリの量。
other　ESX サービス コンソール（ESX Server 3 のみ）と ESX Server VMkernel
以外のすべてのものによって使用されているマシン メモリの量。 
free　空きマシン メモリの量。

VMKMEM (MB) ESX Server VMkernel のマシン メモリ統計情報を表示します。値はすべてメ
ガバイト単位です。 
managed　ESX Server VMkernel によって管理されているマシン メモリ
の合計量。
min free　ESX Server VMkernel が空きにしておこうとするマシン メモリ
の最小量。
rsvd　リソース プールによって現在予約されているマシン メモリの合
計量。
ursvd　現在未予約のマシン メモリの合計量。
state　現在のマシン メモリの可用性状態。値は、high、soft、hard、
low のいずれかです。high はマシン メモリにプレッシャーがかかって
いないこと、low はかかっていることを意味します。

COSMEM (MB) ESX Server サービス コンソールによって報告されたメモリ統計情報が表示
されます（ESX Server 3 のみ）。値はすべてメガバイト単位です。 
free　アイドル メモリの量。 
swap_t　構成された合計スワップ。
swap_f　スワップ フリーの量。
r/s is　メモリがディスクからスワップ インされる速度。 
w/s　メモリがディスクにスワップされる速度。

NUMA (MB) ESX Server の NUMA 統計情報を表示します。この行が表示されるのは、 ESX 
Server ホストが NUMA サーバ上で実行されている場合だけです。値はすべ
てメガバイト単位です。
サーバ内の NUMA ノードごとに 2 つの統計情報が表示されます。

ESX Server によって管理されている、NUMA ノード内のマシン メモリの
合計量。 
現在空きである、ノード内のマシン メモリの量（括弧内）。

PSHARE (MB) ESX Server のページ共有統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単
位です。 
shared　共有されている物理メモリの量。
common　ワールド間で共通のマシン メモリの量。
saving　ページ共有によって節約されたマシン メモリの量。
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SWAP (MB) ESX Server のスワップ使用率統計情報を表示します。値はすべてメガバイ
ト単位です。 
curr　現在のスワップ使用率。
target　ESX Server システムが予想するスワップ使用率。
r/s　メモリがESX Serverシステムによってディスクからスワップ インさ
れる速度。 
w/s　メモリが ESX Server システムによってディスクにスワップされる
速度。

背景資料については、「スワッピング（P.145）」を参照してください。 

MEMCTL (MB) メモリ バルーン統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。 
cur　vmmemctl モジュールを使用して解放する物理メモリの合計量。 
target　vmmemctlモジュールを使用して解放することをESX Serverホス
トが試みる物理メモリの合計量。 
max　vmmemctlモジュールを使用してESX Serverホストが解放できる
物理メモリの最大量。

詳細については、「メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ（P.143）」を参
照してください。 

AMIN このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ予約。詳細については、
「予約（P.21）」を参照してください。

AMAX このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ制限。-1 の値は制限なしを
意味します。詳細については、「制限（P.22）」を参照してください。

ASHRS このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ シェア。詳細については、
「シェア（P.20）」を参照してください。

NHN リソース プールまたは仮想マシンの現在のホーム ノード。この統計情報
は、NUMA システム上でのみ有効です。仮想マシンにホーム ノードがない
場合、ダッシュ（-）が表示されます。 

NRMEM (MB) 仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられている現在のリモート メモ
リ量。この統計情報は、NUMA システム上でのみ有効です。詳細について
は、「VMware の NUMA 最適化アルゴリズム（P.158）」を参照してください。

N%L ローカルである仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられているメ
モリの現在のパーセンテージ。

MEMSZ (MB) リソース プールまたは仮想マシンに割り当てられている物理メモリの量。 

SZTGT (MB) ESX Server VMkernel がリソース プールまたは仮想マシンに割り当てること
を希望しているマシン メモリの量。 

TCHD (MB) リソース プールまたは仮想マシンの作業セットの見積もり。詳細について
は、「メモリ割り当てとアイドル メモリ税（P.140）」を参照してください。

%ACTV ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は瞬時値です。

表A-5  メモリ パネルの統計情報 （続き）

フィールド 説明
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%ACTVS ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は低速移動平均です。

%ACTVF ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は高速移動平均です。

%ACTVN ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は概算値です。（この統計情報は表示されることがありますが、VMware で
の使用目的でのみ用意されています。）

MCTL? メモリ バルーン ドライバがインストールされているかどうか。[N] が no、
[Y] が yes を意味します。 

MCTLSZ (MB) バルーニングの方法によってリソース プールから解放された物理メモリの量。 

MCTLTGT (MB) バルーニングの方法によって ESX Server システムがリソース プールまたは
仮想マシンから解放できる物理メモリの量。 

MCTLMAX 
(MB)

バルーニングの方法によって ESX Server システムがリソース プールまたは
仮想マシンから解放できる物理メモリの最大量。この最大量は、ゲスト OS
のタイプに依存します。 

SWCUR (MB) このリソース プールまたは仮想マシンの現在のスワップ使用率。 

SWTGT (MB) ESX Server システムが予想する、リソース プールまたは仮想マシンによる
スワップ使用率のターゲット。

SWR/s (MB) リソース プールまたは仮想マシンのディスクから ESX Server ホストがメモ
リをスワップ インする速度。 

SWW/s (MB) リソース プールまたは仮想マシンのメモリを ESX Server ホストがディスク
にスワップする速度。

CPTRD (MB) チェックポイント ファイルから読み取られたデータの量。

CPTTGT (MB) チェックポイント ファイルのサイズ。

ZERO (MB) リソース プールまたは仮想マシンの、消去された物理ページ。

SHRD (MB) リソース プールまたは仮想マシンの、共有された物理ページ。

SHRDSVD (MB) リソース プールまたは仮想マシンの共有ページのために保管されたマシン 
ページ。

OVHD (MB) リソース プールの現在のスペース オーバーヘッド。詳細については、「メ
モリ オーバーヘッドについて（P.138）」を参照してください。

OVHDMAX 
(MB) 

リソース プールまたは仮想マシンによって招来される可能性がある最大ス
ペース オーバーヘッド。詳細については、「メモリ オーバーヘッドについ
て（P.138）」を参照してください。

OVHDUW (MB) ユーザー ワールドの現在のスペース オーバーヘッド。（この統計情報は表示
されることがありますが、VMware での使用目的でのみ用意されています。）

表A-5  メモリ パネルの統計情報 （続き）

フィールド 説明
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  ストレージ パネル
3つのストレージ パネルに、サーバ全体のストレージ使用率の統計情報が表示されます。 

このセクションでは、次の 3 つのストレージ パネルについて説明します。 

ストレージ アダプタ パネル（P.188）

ストレージ デバイス パネル（P.192）

仮想マシン ストレージ パネル（P.194）

ストレージ アダプタ パネル
ストレージ アダプタ パネルには、図 A-4 で示す情報が表示されます。統計情報は、
デフォルトではストレージ アダプタごとに統合されます。ストレージ チャネル、
ターゲット、LUN、または LUN を使用するワールドごとに統計情報を表示すること
もできます。

図A-4  ストレージ アダプタ パネル

GST_NDx (MB) NUMA ノード x のリソース プールに割り当てられたゲスト メモリ。この統
計情報は、NUMA システム上でのみ有効です。

OVD_NDx 
(MB)

NUMA ノード x のリソース プールに割り当てられた VMM オーバーヘッド 
メモリ。この統計情報は、NUMA システム上でのみ有効です。

表A-6  メモリ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

M    リソース プールまたは仮想マシンを [Group Mapped]列によってソートします。

B    リソース プールまたは仮想マシンを [Group Memctl] 列によってソートします。

N    リソース プールまたは仮想マシンを [GID] 列によってソートします。これが
デフォルトのソート順序です。

V 仮想マシン インスタンスのみを表示します。

表A-5  メモリ パネルの統計情報 （続き）

フィールド 説明
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表A-7  ストレージ アダプタ パネルの統計情報

列 説明

ADAPTR ストレージ アダプタの名前。

CID ストレージ アダプタのチャネル ID。この ID が表示されるのは、対応するア
ダプタが展開されている場合だけです。後述の対話コマンド eを参照してく
ださい。

TID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット ID。この ID が表示されるのは、
対応するアダプタとチャネルが展開されている場合だけです。後述の対話コ
マンド eと aを参照してください。

LID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット LUN ID。この ID が表示されるの
は、対応するアダプタ、チャネル、およびターゲットが展開されている場合
だけです。後述の対話コマンド e、a、および t を参照してください。

WID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット LUN ワールド ID。この ID が表
示されるのは、対応するアダプタ、チャネル、ターゲット、および LUN が
展開されている場合だけです。後述の対話コマンド e、a、t、および l を参
照してください。

NCHNS チャネル数。

NTGTS ターゲット数。

NLUNS LUN 数。

NVMS ワールド数。

SHARES シェア数。

BLKSZ バイト単位のブロック サイズ。この統計情報は、LUN にのみ該当します。

AQLEN ストレージ アダプタのキューの深さ。アダプタ ドライバがサポートするよ
う構成されている ESX Server VMkernel アクティブ コマンドの最大数。

LQLEN LUN のキューの深さ。LUN が持つことができる ESX Server VMkernel アク
ティブ コマンドの最大数。

WQLEN ワールドのキューの深さ。ワールドが持つことができる ESX Server VMkernel ア
クティブ コマンドの最大数。これは、ワールドの LUN あたりの最大数です。

%USD ESX Server VMkernel アクティブ コマンドによって使用されているキューの深
さ（アダプタ、LUN、またはワールド）のパーセンテージ。

LOAD ESX Server VMkernel アクティブ コマンドと ESX Server VMkernel キュー コマ
ンドの、キューの深さ（アダプタ、LUN、またはワールド）に対する比率。

ACTV ESX Server VMkernel 内の現在アクティブなコマンドの数。

QUED ESX Server VMkernel 内の現在キューに入っているコマンドの数。

CMDS/s 秒あたりのコマンド発行数。

READS/s 秒あたりの読み取りコマンド発行数。
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WRITES/s 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト / 秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト / 秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス レイテンシー。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均仮想マシン オペレーティング システム 
レイテンシー。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均仮想マシン オペレーティング システム 
レイテンシー。

DAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス読み取りレイテンシー。

KAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel 読み取りレイテ
ンシー。

GAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 読み取りレイテンシー。

DAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均デバイス書き込みレイテンシー。

KAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel 書き込みレイテ
ンシー。

GAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 書き込みレイテンシー。

QAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均キュー レイテンシー。

QAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均キュー レイテンシー。

QAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均キュー レイテンシー。

ABRTS/s 秒あたりのアボートされたコマンド数。

RESETS/s 秒あたりのリセットされたコマンド数。

PAECMD/s 秒あたりの PAE（物理アドレス拡張）コマンド数。

PAECP/s 秒あたりの PAE コピー数。

SPLTCMD/s 秒あたりの分割コマンド数。

SPLTCP/s 秒あたりの分割コピー数。

表A-7  ストレージ アダプタ パネルの統計情報 （続き）

列 説明
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表A-8  ストレージ アダプタ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e ストレージ アダプタ統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開
されたストレージ アダプタに属する個々のチャネルによって分割されたスト
レージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名の入力を求め
てきます。 

E ストレージ アダプタ統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開
されたストレージ アダプタに属するワールドによって分割されたストレージ 
リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ統計情報にはまとめま
せん。アダプタ名の入力を求めてきます。 

P ストレージ アダプタ統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開
されたストレージ アダプタに属するパスによって分割されたストレージ リ
ソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ統計情報にはまとめませ
ん。アダプタ名の入力を求めてきます。 

a    ストレージ チャネル統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開
されたストレージ チャネルに属する個々のターゲットによって分割されたス
トレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名とチャネル
ID の入力を求めてきます。チャネル自体を展開する前に、チャネル アダプタ
を展開する必要があります。

t   ストレージ ターゲット統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展
開されたストレージ ターゲットに属する個々のパスによって分割されたスト
レージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名、チャネル
ID、ターゲット ID の入力を求めてきます。ターゲット自体を展開する前に、
ターゲット チャネルとアダプタを展開する必要があります。

l    パスの展開モード表示と非展開モード表示を切り替えます。展開されたスト
レージ パスを使用する個々のワールドによって分割されたストレージ リソー
ス使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名、チャネル ID、ターゲット
ID、LUN ID の入力を求めてきます。パス自体を展開する前に、パス ターゲッ
ト、チャネル、およびアダプタを展開する必要があります。

r    [Reads] 列によってソートします。

w    [Writes] 列によってソートします。

R   [MB read] 列によってソートします。

T    [MB written] 列によってソートします。

N    まず [ADAPTR] 列でソートし、次に各 [ADAPTR] 内を [CID] 列でソートし、各
[CID] 内を [TID] 列でソートし、各 [TID] 内を [LID] 列でソートし、最後に各
[LID] 内を [WID] 列でソートします。これがデフォルトのソート順序です。
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ストレージ デバイス パネル
ストレージ デバイス パネルには、サーバ全体のストレージ使用率の統計情報が表示
されます。デフォルトで、情報はストレージ デバイスごとにグループ化されます。
パスごと、ワールドごと、またはパーティションごとに統計情報をグループ化するこ
ともできます。 

図A-5  ストレージ デバイス パネル

表A-9  ストレージ デバイス パネルの統計情報

列 説明

DEVICE  ストレージ デバイスの名前。

PATH パス名。この名前は、対応するデバイスがパスに展開されている場合にの
み表示されます。後述の対話コマンド p を参照してください。

WORLD ワールド ID。この ID は、対応するデバイスがワールドに展開されている
場合にのみ表示されます。後述の対話コマンド e を参照してください。
ワールド統計情報は、デバイスごとのワールドごとです。

PARTITION パーティション ID。この ID は、対応するデバイスがパーティションに展
開されている場合にのみ表示されます。後述の対話コマンド t を参照して
ください。

NPH パス数。

NWD ワールド数。

NPN パーティション数。

SHARES シェア数。この統計情報は、ワールドにのみ該当します。

BLKSZ バイト単位のブロック サイズ。

NUMBLKS  デバイスのブロック数。

DQLEN ストレージ デバイスのキューの深さ。デバイスがサポートするよう構成さ
れている ESX Server VMkernel アクティブ コマンドの最大数です。

WQLEN ワールドのキューの深さ。ワールドに許可されている、ESX Server 
VMkernel アクティブ コマンドの最大数です。これは、ワールドのデバイス
あたりの最大数です。対応するデバイスがワールドに展開されている場合
にのみ有効です。
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ACTV ESX Server VMkernel 内の現在アクティブなコマンドの数。この統計情報は、
ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

QUED ESX Server VMkernel 内の現在キューに入っているコマンドの数。この統計
情報は、ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

%USD ESX Server VMkernel アクティブ コマンドによって使用されているキューの
深さのパーセンテージ。この統計情報は、ワールドおよびデバイスにのみ
該当します。

LOAD ESX Server VMkernel アクティブ コマンドと ESX Server VMkernel キュー コ
マンドの、キューの深さに対する比率。この統計情報は、ワールドおよび
デバイスにのみ該当します。

CMDS/s 秒あたりのコマンド発行数。

READS/s 秒あたりの読み取りコマンド発行数。

WRITES/s 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト / 秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト / 秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス レイテンシー。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel レイテンシー。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS レイテンシー。

QAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均キュー レイテンシー。

DAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス読み取りレイテンシー。

KAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel 読み取りレイ
テンシー。

GAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 読み取りレイテンシー。

QAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均キュー読み取りレイテンシー。

DAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均デバイス書き込みレイテンシー。

KAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel 書き込みレイ
テンシー。

GAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 書き込みレイテンシー。

QAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均キュー書き込みレイテンシー。

ABRTS/s 秒あたりのアボートされたコマンド数。

RESETS/s 秒あたりのリセットされたコマンド数。

PAECMD/s 秒あたりの PAE コマンド数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

表A-9  ストレージ デバイス パネルの統計情報 （続き）

列 説明
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仮想マシン ストレージ パネル
このパネルには、仮想マシン中心のストレージ統計情報が表示されます。デフォルト
で、統計情報はリソース プールごとに集約されます。1 つの仮想マシンには対応する
1 つのリソース プールがあるため、実際に、パネルには統計情報が仮想マシンごとに
表示されます。統計情報をワールドごと、またはデバイスごとのワールドごとに表示
することもできます。

PAECP/s 秒あたりの PAE コピー数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

SPLTCMD/s 秒あたりの分割コマンド数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

SPLTCP/s 秒あたりの分割コピー数。この統計情報は、パスにのみ該当します。

表A-10  ストレージ デバイス パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e ストレージ ワールド統計情報を展開、またはまとめます。このコマンドを使
用して、展開されたストレージ デバイスに属する個々のワールドによって分
割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。デバイス名
の入力を求めてきます。統計情報は、デバイスごとのワールドごとです。

p ストレージ パス統計情報を展開、またはまとめます。このコマンドを使用し
て、展開されたストレージ デバイスに属する個々のパスによって分割された
ストレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。デバイス名の入力を
求めてきます。

t ストレージ パーティション統計情報を展開、またはまとめます。このコマン
ドを使用して、展開されたストレージ デバイスに属する個々のパーティショ
ンによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を表示できま
す。デバイス名の入力を求めてきます。

r [READS/s] 列によってソートします。

w [WRITES/s] 列によってソートします。

R [MBREAD/s] 列によってソートします。

T [MBWRTN] 列によってソートします。

N まず [DEVICE] 列でソートし、次に [PATH]、[WORLD]、[PARTITION] 列でソー
トします。これがデフォルトのソート順序です。

表A-9  ストレージ デバイス パネルの統計情報 （続き）

列 説明
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図A-6  仮想マシン ストレージ パネル

表A-11  仮想マシン ストレージ パネルの統計情報

列 説明

ID 実行中のワールドのリソース プールのリソース プール ID、または実行中
のワールドのワールド ID。

GID 実行中のワールドのリソース プールのリソース プール ID。

NAME 実行中のワールドのリソース プールの名前、または実行中のワールドの
名前。

デバイス ストレージ デバイス名。この名前は、対応するワールドがデバイスに展
開されている場合にのみ表示されます。後述の対話コマンド i を参照し
てください。

NWD ワールド数。

NDV デバイス数。この数は、対応するリソース プールがワールドに展開され
ている場合にのみ有効です。

SHARES シェア数。この統計情報は、ワールドにのみ該当します。対応するリ
ソース プールがワールドに展開されている場合にのみ有効です。

BLKSZ バイト単位のブロック サイズ。対応するワールドがデバイスに展開され
ている場合にのみ有効です。

NUMBLKS デバイスのブロック数。対応するワールドがデバイスに展開されている
場合にのみ有効です。

DQLEN ストレージ デバイスのキューの深さ。デバイスがサポートするよう構成
されている ESX Server VMkernel アクティブ コマンドの最大数です。表示
される数は、対応するワールドがデバイスに展開されている場合にのみ
有効です。

WQLEN ワールドのキューの深さ。この列には、ワールドが保有することを許可
されている ESX Server VMkernel アクティブ コマンドの最大数が表示され
ます。この数は、対応するワールドがデバイスに展開されている場合に
のみ有効です。これは、ワールドのデバイスあたりの最大数です。

ACTV ESX Server VMkernel 内の現在アクティブなコマンドの数。この数は、
ワールドおよびデバイスにのみ該当します。

QUED ESX Server VMkernel 内の現在キューに入っているコマンドの数。この数
は、ワールドおよびデバイスにのみ該当します。
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%USD ESX Server VMkernel アクティブ コマンドによって使用されているキュー
の深さのパーセンテージ。この数は、ワールドおよびデバイスにのみ該
当します。

LOAD ESX Server VMkernel アクティブ コマンドと ESX Server VMkernel キュー コ
マンドの、キューの深さに対する比率。この数は、ワールドおよびデバ
イスにのみ該当します。

CMDS/s 秒あたりのコマンド発行数。

READS/s 秒あたりの読み取りコマンド発行数。

WRITES/s 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト / 秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト / 秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス レイテンシー。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel レイテンシー。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS レイテンシー。

QAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均キュー レイテンシー。

DAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均デバイス読み取りレイテンシー。

KAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel 読み取りレ
イテンシー。

GAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 読み取りレイテンシー。

QAVG/rd 読み取り処理あたりのミリ秒単位の平均キュー読み取りレイテンシー。

DAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均デバイス書き込みレイテンシー。

KAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMkernel 書き込みレ
イテンシー。

GAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均ゲスト OS 書き込みレイテンシー。

QAVG/wr 書き込み操作あたりのミリ秒単位の平均キュー書き込みレイテンシー。

ABRTS/s 秒あたりのアボートされたコマンド数（ミリ秒単位）。

RESETS/s 秒あたりのリセットされたコマンド数（ミリ秒単位）。

表A-11  仮想マシン ストレージ パネルの統計情報 （続き）

列 説明
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図 A-7 で示すパネルには、サーバ全体のネットワーク使用率の統計情報が表示され
ます。統計情報は、構成された仮想ネットワーク デバイスごとに、ポートごとに配
列されます。物理ネットワーク アダプタの統計情報については、物理ネットワーク 
アダプタが接続されたポートに対応する行を参照してください。特定の仮想マシン内
で構成された仮想ネットワーク アダプタの統計情報については、仮想ネットワーク 
アダプタが接続されたポートに対応する行を参照してください。

図A-7  ネットワーク パネル

表A-12  仮想マシン ストレージ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e ストレージ ワールド統計情報を展開、またはまとめます。グループに属する
個々のワールドによって分割されたストレージ リソース使用率の統計情報を
表示できます。グループ ID の入力を要求されます。統計情報はワールドご
とです。

l ストレージ デバイス（LUN）統計情報を展開、またはまとめます。展開され
たワールドに属する個々のデバイスによって分割されたストレージ リソース
使用率の統計情報を表示できます。ワールド ID の入力を要求されます。

V 仮想マシン インスタンスのみを表示します。

r [READS/s] 列によってソートします。

w [WRITES/s] 列によってソートします。

R [MBREAD/s] 列によってソートします。

T [MBWRTN/s] 列によってソートします。

N まず、仮想マシン列によってソートし、次に WORLD 列によってソートしま
す。これがデフォルトのソート順序です。

表A-13  ネットワーク パネルの統計情報

列 説明

PORT 仮想ネットワーク デバイス ポート ID。

UPLINK [Y] は、対応するポートがアップリンクであることを意味します。[N] は、そ
うではないことを意味します。
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バッチ モードでのユーティリティの使用

バッチ モードでは、リソース使用率の統計情報を収集して、ファイルに保存できま
す。バッチ モードで実行するには、最初にバッチ モードの準備が必要です。 

resxtop または esxtop をバッチ モードで実行するための準備の方法

1 resxtop（または esxtop）を対話モードで実行します。 

2 各パネルで、必要な列を選択します。 

UP   [Y] は、対応するリンクが稼動していることを意味します。[N] は、そうでは
ないことを意味します。

SPEED メガビット / 秒単位でのリンク速度。

FDUPLX [Y] は、対応するリンクが完全なデュプレックスで動作していることを意味
します。[N] は、そうではないことを意味します。

USED 仮想ネットワーク デバイス ポート ユーザー。

DTYP 仮想ネットワーク デバイス タイプ。[H] はハブを意味し、[S] はスイッチを
意味します。

DNAME 仮想ネットワーク デバイス名。

PKTTX/s 秒あたりの送信パケット数。

PKTRX/s 秒あたりの受信パケット数。

MbTX/s 送信されたメガビット / 秒。

MbRX/s 受信されたメガビット / 秒。

%DRPTX ドロップされた送信パケットのパーセンテージ。

%DRPRX ドロップされた受信パケットのパーセンテージ。

表A-14  ネットワーク パネルの対話コマンド

コマンド 説明

T    [Mb Tx] 列によってソートします。

R    [Mb Rx] 列によってソートします。

t   [Packets Tx] 列によってソートします。

r    [Packets Rx] 列によってソートします。

N    [PORT ID] 列によってソートします。これがデフォルト
のソート順序です。

表A-13  ネットワーク パネルの統計情報 （続き）

列 説明
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3 W 対話コマンドを使用して、この構成をファイル（デフォルトでは
~/.esxtop310rc）に保存します。

resxtop または esxtop をバッチ モードで実行するには

1 resxtop または（esxtop）を起動して、出力をファイルにリダイレクトします。
例： 

esxtop -b > my_file.csv 

ファイル名には、.csv の拡張子が必要です。ユーティリティでは強制されませ
んが、後処理ツールで必要になります。 

2 バッチ モードで収集した統計情報は、Microsoft Excel や Perfmon などのツール
を使用して処理します。

バッチ モードでは、resxtop（または esxtop）は対話コマンドを受け付けません。
バッチ モードでは、ユーティリティは、要求された回数だけ反復するまで（詳細に
ついては、下記のコマンドライン オプション n を参照）、または <Ctrl>+<C> を押し
てプロセスを終了するまで、動作します。

バッチ モードでは、表 A-15 で示すコマンドライン オプションを使用できます。

表A-15  バッチ モードのコマンドライン オプション

オプション 説明

a すべての統計情報を表示します。このオプションは、構成ファイルの設
定をオーバーライドして、すべての統計情報を表示します。構成ファイ
ルのデフォルトは、~/.esxtop310rc 構成ファイル、またはユーザー定
義の構成ファイルです。

b    resxtop（または esxtop）をバッチ モードで実行します。

c <filename> ユーザー定義の構成ファイルをロードします。-c オプションを使用し
ない場合、デフォルトの構成ファイル名は ̃/.esxtop310rc です。独自の
構成ファイルを作成して別のファイル名を指定するには、単一キー対話
コマンドの W を使用します。W については、「対話モードの単一キー コ
マンド（P.178）」を参照してください。

d    統計情報スナップショット間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒
です。最短時間は 2 秒です。2 秒未満の遅延を指定した場合、遅延は 2
秒に設定されます。

n   反復回数。resxtop（または esxtop）は、統計情報をこの回数だけ収
集および保存してから終了します。

サーバ 接続するリモート サーバ ホストの名前（resxtop でのみ必須）。
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リプレイ モードでのユーティリティの使用

リプレイ モードでは、resxtop（または esxtop）は、vm-support を使用して収集
したリソース使用率の統計情報を再生します。vm-support マニュアルページを参照
してください。

リプレイ モードで実行するには、最初にリプレイ モードの準備が必要です。 

resxtop または esxtop をリプレイ モードで実行するための準備の方法

1 ESX Server サービス コンソールで、vm-support をスナップショット モードで実
行します（ESX Server 3 のみ）。 

次のコマンドを使用します。

vm-support -S -d duration -i interval 

2 resxtop（または esxtop）がリプレイ モードで使用できるように、作成された
tar ファイルを unzip および untar します。

resxtop または esxtop をリプレイ モードで実行するには

コマンドライン プロンプトで次のコマンドを入力します。

resxtop -R <vm-support_dir_path>

追加のコマンドライン オプションを表 A-16 に示します。 

ESX Server サービス コンソール以外でも、リプレイ モードは実行できます。

リプレイ モードを実行すると、バッチ モードと同じ形式で出力を作成できます（次
のコマンドライン オプション b を参照）。

リプレイ モードでは、resxtop（または esxtop）は、対話モードと同じ対話コマン
ドのセットを受け付け、vm-support が収集した読み取り対象のスナップショットが
なくなるまで、または指定された回数の反復を完了するまで、動作します（詳細につ
いては、コマンドライン オプション n を参照）。

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

（resxtop のみ）

username リモート ホストに接続するときに認証されるユーザー名。パスワード
を要求するプロンプトもリモート サーバから表示されます（resxtop
のみ）。

表A-15  バッチ モードのコマンドライン オプション （続き）

オプション 説明
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表 A-16 に、resxtop（または esxtop）のリプレイ モードで使用できるコマンドラ
イン オプションを示します。

表A-16  リプレイ モードのコマンドライン オプション

オプション 説明

R    vm-support によって収集されたスナップショットのディレクトリへ
のパス。

a すべての統計情報を表示します。このオプションは、構成ファイル
の設定をオーバーライドして、すべての統計情報を表示します。構
成ファイルのデフォルトは、~/.esxtop310rc 構成ファイル、また
はユーザー定義の構成ファイルです。

b    resxtop（または esxtop）をバッチ モードで実行します。

c <filename> ユーザー定義の構成ファイルをロードします。-c オプションを使用
しない場合、デフォルトの構成ファイル名は ̃/.esxtop310rc です。
独自の構成ファイルを作成して別のファイル名を指定するには、単
一キー対話コマンドの W を使用します。W については、「対話モード
の単一キー コマンド（P.178）」を参照してください。

d   パネル更新間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時
間は 2 秒です。2 秒未満の遅延を指定した場合、遅延は 2 秒に設定
されます。

n    反復回数。resxtop（または esxtop）は、表示をこの回数だけ更新
してから終了します。
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