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本『ファイバ チャネル SAN 構成ガイド』では、VMware® ESX Server システムと SAN
（ストレージ エリア ネットワーク）を組み合わせて使用する方法について説明しま
す。 次の主なトピックで、概念的な背景、インストール要件、管理情報について説明
します。

ESX Serverについて　SANのシステム管理者向けのESX Serverシステムの紹介です。 

ESX ServerとSANの使用　要件、ESX Serverを使用する場合に注意が必要なSANの
セットアップの相違点、2つのシステムを同時に管理およびトラブルシューティ
ングする方法について説明します。 

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

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

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

ESX Server 3i バージョン 3.5 に固有の説明の場合、用語「ESX Server 3i」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。

本書について

注意   本書では、ファイバ チャネル（FC）を使用する SANを扱います。 iSCSI または
NFSストレージ デバイスについては説明しません。 iSCSI ストレージについては、『iSCSI 
SAN構成ガイド』を参照してください。ほかのタイプのストレージについては、『ESX 
Server 3i 構成ガイド』および『ESX Server 3 構成ガイド』を参照してください。 
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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 の全バージョンに当てはまる説明の場合、用
語「ESX Server 3.x」を使用します。

対象読者
本書は、ESX Server 3 で FC SANを使用するユーザー向けのマニュアルです。 本書に記載
されている情報は、Windowsまたは Linux のシステム管理者としての経験があり、仮
想マシン テクノロジーおよびデータ センターの運用に詳しい方を対象としています。 

本書へのフィードバック
ドキュメントの向上にご協力ください。 本書に関するコメントがございましたら、下
記の電子メールアドレスまでフィードバックをお寄せください。 

docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure のドキュメント 
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 管理対象ホスト用のストレージ

dsk# 管理対象ホスト用のストレージ ディスク

ホスト n VirtualCenter 管理対象ホスト

SAN 管理対象ホスト間で共有されるストレージ 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 # アクセス権限を持つユーザー

VC VirtualCenter

VM# 管理対象ホスト上の仮想マシン

mailto:docfeedback@vmware.com
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テクニカル サポートおよび教育リソース
ここでは、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
書の最新バージョンおよびその他の文書は、次のWebサイトでご覧いただけます。

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

オンライン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。 詳細は、次のURL をご覧ください。

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

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の問
題に関しては電話でのサポートをご利用ください。 詳細は、次のURLをご覧ください。

http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html

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、次のURL をご覧
ください。

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

ヴイエムウェア教育サービス
当社が提供する有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボや事例の紹介をいた
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。 詳細はヴイエムウェアWeb サイトにある次の教育サービスのページをご覧くだ
さい。

http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm

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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ESX Server は、ファイバ チャネル SAN（ストレージ エリア ネットワーク）と併用で
きます。ファイバ チャネル SAN は、ユーザーのコンピュータ システムと高性能のス
トレージ サブシステム間のデータ転送に、FC（ファイバ チャネル）プロトコルを使
用する特殊な高速ネットワークです。 ESX Server を SANで使用すると、統合された外
部ストレージが提供され、信頼性が向上し、災害復旧時に役立ちます。 

ESX Server と SANを効果的に使用するには、ESX Server システムと SANの概念につ
いて、実用的な知識が必要です。 この章では、ESX Server の概念についておおまかに
説明します。 ESX Server システムに精通していない SANシステム管理者を対象として
おり、内容は次のとおりです。 

ESX Server の概要 （P.14）

仮想化について （P.16）

ESX Server システムとの対話 （P.20）

仮想化の概要 （P.22）

ドキュメント、ハードウェアの互換性リスト、ホワイト ペーパーなどを含む VMware 
ESX Server の詳細については、ヴイエムウェアWebサイト（http://www.vmware.com）
を参照してください。

VMware ESX Server の概要 1

http://www.vmware.com
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ESX Server の概要
ESX Server のアーキテクチャを使用して、システム管理者は仮想マシンと呼ばれる完
全に分離された環境で、ハードウェア リソースを複数のワークロードに割り当てる
ことができます。

システム コンポーネント
ESX Server システムには、次の主要コンポーネントがあります。 

仮想化レイヤー　このレイヤーによって、概念化されたハードウェア環境と元に
なる物理リソースの仮想化が仮想マシンに提供されます。 仮想化を実行する
VMM（仮想マシン モニタ）と VMkernel が含まれます。 

仮想化レイヤーは、仮想マシンのオペレーティング システムとサービス コン
ソール（ESX Server 3 ホストを実行している場合）をスケジュール設定します。 
仮想化レイヤーはオペレーティング システムが物理リソースにアクセスする方
法を管理します。 VMkernel には、物理デバイスにアクセスするための独自のドラ
イバが必要です。 VMkernel は Linux の改訂版ではありませんが、VMkernel ドラ
イバは Linux ドライバを変更したものです。

ハードウェア インターフェイス コンポーネント　仮想マシンは、ハードウェア 
インターフェイス コンポーネントを使用して、CPUやディスクなどのハード
ウェアと通信します。 これらのコンポーネントには、システムのほかの部分に
ハードウェアの違いを意識させずに、ハードウェア固有のサービスを提供できる
ようにするデバイス ドライバが含まれます。 

ユーザー インターフェイス　システム管理者はESX Serverホストと仮想マシンを
さまざまな方法で表示および管理できます。

VI Client（VMware Infrastructure Client）は、ESX Server ホストに直接接続で
きます。 ホストが 1台だけの環境に適しています。 

また、VI Client は VirtualCenter サーバに接続して、VirtualCenter サーバが管理
するすべての ESX Server ホストと対話できます。 

VI Web Access Client を使用して、ブラウザベースのインターフェイスから多
くの管理タスクを実行できます。 

まれに、コマンドライン アクセスが必要になった場合は、次のオプション
を使用できます。

ESX Server 3 の場合、サービス コンソール コマンドライン インターフェ
イス。 『ESX Server 3 構成ガイド』の付録 Aを参照してください。

ESX Server 3i の場合、リモート コマンドライン インターフェイス
（RCLI）。 『ESX Server 3i 構成ガイド』の付録 Aを参照してください。
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第 1章 VMware ESX Server の概要

図1-1 は、コンポーネントの対話方法を示したものです。 図の ESX Server ホストに
は、4つの仮想マシンが構成されています。 各仮想マシンは、独自のゲストOS およ
びアプリケーションを実行しています。 システム管理者は、次の方法でホストと仮想
マシンを監視します。

VI Client を使用して、ESX Server ホストに直接接続。 

VI Client を使用して、VirtualCenter Management Server に接続。 VirtualCenter サー
バで、複数の ESX Server ホストを管理できます。 

図1-1  Virtual Infrastructure 環境

ソフトウェアおよびハードウェアの互換性
VMware ESX Server アーキテクチャでは、仮想マシンのオペレーティング システム
（ゲストOS）は、仮想化レイヤーで提供される標準の x86 互換仮想ハードウェアと
だけ対話します。 このアーキテクチャによって、VMware 製品は任意の x86 互換オペ
レーティング システムをサポートできます。

実際に、VMware 製品は、製品開発サイクルでテストされた x86 互換オペレーティン
グシステムの多くのサブセットをサポートします。 ヴイエムウェアでは、これらのゲ
ストOS のインストールと運用に関するドキュメントを発行し、サポートする技術担
当者を教育しています。 
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ほとんどのアプリケーションは、元になるハードウェアとは対話せず、ゲストOS と
だけ対話します。 結果として、アプリケーションが要求するオペレーティング システ
ムを仮想マシンにインストールすれば、任意のハードウェアでアプリケーションを実
行できます。 

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

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

仮想化レイヤーは、特定の物理デバイスの共有にマッピングされる仮想デバイス
を提供します。 これらのデバイスには、仮想化されたCPU、メモリ、I/O バス、
ネットワーク インターフェイス、ストレージ アダプタおよびデバイス、ヒュー
マン インターフェイス デバイス、および BIOS が含まれます。

CPU、メモリ、およびネットワークの仮想化
VMware 仮想マシンは、完全なハードウェア仮想化を提供します。 仮想マシンで実行
されるゲストOS およびアプリケーションは、アクセスする物理リソース（マルチプ
ロセッサ システムで実行する物理 CPU、ページにマッピングする物理メモリなど）
を直接判断することはできません。 次の仮想化処理が実行されます。

CPU 仮想化　各仮想マシンは、完全にほかの仮想マシンから分離されて、それ
ぞれ独自の CPU（または CPU のセット）で実行しているように見えます。 レジ
スタ、トランスレーション ルックアサイド バッファ、およびその他の制御構造
は、仮想マシンごとに個別に維持されます。 

ほとんどの命令は、物理 CPU で直接実行されるため、多大なリソースを必要と
するワークロードをネイティブに近い速度で実行できます。 仮想化レイヤーは、
権限命令を安全に実行します。 

『リソース管理ガイド』を参照してください。 

メモリ仮想化　各仮想マシンで、連続したメモリ スペースを参照できます。 ただ
し、割り当てられる物理メモリは、連続していないことがあります。 非連続物理
ページは再マッピングされ、仮想マシンに提供されます。 通常は発生しないよう
な多大なメモリを使用する負荷がかかると、サーバ メモリがオーバーコミット
されます。 この場合、仮想マシンの一部の物理メモリが共有ページにマッピング
されるか、マッピングされていないページまたはスワップアウトされているペー
ジにマッピングされます。 
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ESX Server はこの仮想メモリ管理を行いますが、この実行にはゲストOS からの
情報や、ゲストOS のメモリ管理サブシステムとの干渉は必要ありません。 

『リソース管理ガイド』を参照してください。 

ネットワーク仮想化　仮想化レイヤーは、各仮想マシンがほかの仮想マシンから
分離していることを保証します。 仮想マシンは、別々の物理マシンを接続する場
合と同様のネットワーキング メカニズムを通じてのみ、相互に通信できます。 

この分離によって、システム管理者は内部ファイアウォールまたはその他のネッ
トワーク分離環境を構築して、ある仮想マシンは外部に接続し、ほかの仮想マシ
ンは仮想ネットワークを通じてのみその他の仮想マシンに接続できるようにでき
ます。

『ESX Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

仮想 SCSI
ESX Server 環境では、各仮想マシンに 1～ 4台の仮想 SCSI HBA（ホスト バス アダプ
タ）が含まれます。 これらの仮想アダプタは、Buslogic コントローラとしても
LSI Logic SCSI コントローラとしても認識します。 仮想アダプタは、仮想マシンがアク
セスできる唯一の SCSI コントローラ タイプです。 

仮想 SCSI アダプタのいずれかを経由して仮想マシンがアクセスできる各仮想ディス
クは、VMFS にあるか、または Rawディスクです。 
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図1-2 に、ストレージ仮想化の概要を示します。 VMFS を使用するストレージと、
RDM（Rawデバイス マッピング）を使用するストレージを示しています。

図1-2  SAN ストレージ仮想化

ディスク構成オプション
複数の仮想 SCSI ドライブを持つ仮想マシンを構成できます。 サポート対象ドライバ
については、www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.htmlにある『ストレージ /SAN
互換性ガイド』を参照してください。 ゲストOS で、SCSI ドライバの合計数を制限で
きます。 

すべての SCSI デバイスが SCSI ターゲットとして見えますが、ほかにも次の物理的な
実装方法が用意されています。 

VMFS ボリュームに格納される仮想マシン .vmdkファイル。 「仮想マシン ファイ
ル システム （P.19）」を参照してください。

SAN LUN（論理ユニット番号）へのデバイス マッピング。 「Rawデバイス マッピ
ング （P.19）」を参照してください。

仮想マシンに直接渡されるローカルSCSIデバイス（ローカル テープ ドライブなど）。 

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
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仮想マシンの観点からは、仮想ディスクは SCSI アダプタに接続された SCSI ドライブ
として認識されます。 実際の物理ディスク デバイスが、SCSI、iSCSI、RAID、NFS、ま
たはファイバ チャネル コントローラのどの方法でアクセスされるかは、仮想マシン
で実行されるゲストOS およびアプリケーションから容易に認識できます。

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

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

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

VMFS ボリュームは、同一ストレージ タイプの 32 の物理ストレージ範囲にまたがっ
て拡張できます。 この機能によって、ストレージ プールが可能になったり、仮想マシ
ンに必要なストレージ ボリュームの作成において柔軟性が増したりします。ボ
リュームを拡張する一方で、仮想マシンの必要に応じて、VMFS ボリュームに追加し
た新しいスペースのボリュームで仮想マシンを実行できます。 

Rawデバイス マッピング

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

MSCS（Microsoft Cluster Service）を使用する場合、または SANスナップショットま
たはその他のレイヤー化されたアプリケーションを仮想マシンで実行する場合に、
RDMが必要になることがあります。 RDMは、SANアレイに固有のハードウェア機能
をより適切に使用できるようにします。 RDMについては、『ESX Server 3 構成ガイド』
または『ESX Server 3i 構成ガイド』の｢ Rawデバイス マッピング｣を参照してくださ
い。またMSCS については、『Microsoft Cluster Service のセットアップ』を参照して
ください。
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仮想 SCSI ホスト バス アダプタ
仮想 SCSI HBA（ホスト バス アダプタ）を使用すると、物理HBAが物理ストレージ 
デバイスにアクセスできるように、仮想マシンが論理 SCSI デバイスにアクセスでき
るようになります。 ただし、仮想 SCSI HBA を使用しても、ストレージ システム管理
者（SANシステム管理者など）は物理マシンにアクセスできません。 多くの仮想 HBA
を、1つ（または複数の）FC HBA から隠すことができます。 

ESX Server システムとの対話
システム管理者は、次の方法のいずれかで ESX Server システムと対話します。

クライアント（VI Client または VI Web Access）を使用。 クライアントは ESX Server
ホストに直接接続することも、VirtualCenter Management Server を使用して同時
に複数の ESX Server ホストを管理することもできます。 

ESX Server 3 の場合、サービス コンソールを使用。 ESX Server 3.x の場合、ほとんど
の管理操作は VI Client または VI Web Access で実行できるため、サービス コン
ソールを使用する必要はなく、使用を推奨していません。 スクリプト化された管
理には、Virtual Infrastructure SDK を使用します。 

サービス コンソールの詳細については、「ESX Server 3 のサービス コンソール 
（P.21）」を参照してください。

ESX Server 3i の場合、RCLI（リモート コマンドライン インターフェイス）を使
用。 ESX Server 3i にはサービス コンソールがないため、通常 VI Client を使用して
ESX Server 3i ホストを構成します。 ただし、複数の ESX Server 3i ホストで同一の
構成設定を使用する場合、またはその他の理由によりコマンドライン アクセス
が必要な場合は、RCLI を使用できます。

『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。

VMware VirtualCenter
VI Client または VI Web Access を使用して VirtualCenter サーバにアクセスできます。 

VirtualCenter サーバは、ネットワークに接続されている ESX Server ホストを一元
的に管理します。 このサーバは、仮想マシンおよび VMware ESX Server 上のアク
ションを指示します。 

VI Client は、Microsoft Windows 上で実行します。 ホストが複数ある環境では、シ
ステム管理者は VI Client を使用して VirtualCenter サーバに要求を発行し、それ
が次に仮想マシンとホストに影響を与えます。 単一サーバの環境では、VI Client
は ESX Server ホストに直接接続します。 

VI Web Access を使用すると、HTML ブラウザを使用して VirtualCenter サーバに接
続できます。 
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図1-3 は、[ストレージ（Storage）]が選択された状態の、VI Clientディスプレイの [構
成（Configuration）]タブです。 選択されたESX Serverホストは、SAN LUNとローカル 
ハード ディスクの両方に接続されます。 セットアップ中に選択した名前が表示されます
ので、それによって区別を行ってください。

図1-3  VI Client の [ 構成（Configuration）] タブに表示されたストレージ情報

ESX Server 3 のサービス コンソール
サービス コンソールは、ESX Server 3 のコマンド ライン管理インターフェイスです。 
ESX Server 3i では、サービス コンソールを提供していません。 サービス コンソール
は、ESX Server 3 システム管理機能とインターフェイスをサポートします。 これには、
HTTP、SNMP、および API インターフェイスが含まれ、認証や低パフォーマンス デバ
イス アクセスなど、その他のサポート機能も含まれます。 

VirtualCenter の機能が拡張されてほとんどの管理操作が実行できるようになったた
め、現在サービス コンソールの機能は制限されています。 サービス コンソールは、
特殊な条件下でのみ使用します。 

サービス コンソールは、Linux の改訂版を使用して実装されます。 ただし、サービス 
コンソールは Linux コマンド プロンプトと直接対応するわけではありません。

注意   スクリプト化された管理には、Virtual Infrastructure SDK を使用します。 
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次の ESX Server 3 の管理プロセスおよびサービスは、サービス コンソールで実行され
ます。

ホスト デーモン（hostd）　サービス コンソールおよび VI Client の代わりに、サー
ビス コンソールのアクションを実行します。

認証デーモン（vmauthd）　ユーザー名とパスワードのデータベースを使用し
て、VI Client およびリモート コンソールのリモート ユーザーを認証します。 サー
ビス コンソールの PAM（Pluggable Authentication Module）機能を使用してア
クセスできる任意の認証ストアも使用できます。 複数のパスワード ストレージ 
メカニズムを使用できるため、Windows ドメイン コントローラ、LDAP サーバ、
RADIUS サーバ、または同様の主要な認証ストアを VMware ESX Server と組み合
わせてリモート アクセスに使用できます。

SNMP サーバ（net-snmpd）　ESX Server システムを SNMP ベースのシステム管理
ツールに組み込むためにシステム管理者が使用可能な SNMPトラップとデータ
構造を実装します。

サービス コンソールを使用して、ヴイエムウェアが提供するこれらのサービスのほ
かに、その他のシステム全体またはハードウェア依存の管理ツールを実行できます。 
これらのツールには、ハードウェア固有の状態モニタ（IBM Director、HP Insight 
Manager など）、完全システム バックアップおよび災害復旧ソフトウェア、クラスタ
リングおよび高可用性製品が含まれます。 

仮想化の概要
ESX Server は、物理システムのリソースを仮想化して仮想マシンが使用できるように
します。

図1-4 は複数の仮想マシンで物理デバイスを共有する様子を表しています。 これは、
次の要素で構成された 2つの仮想マシンを示しています。

1つの CPU

1 つのメモリ割り当てと 1つのネットワーク アダプタ（NIC）

2 つの仮想ディスク

注意   サービス コンソールは、汎用的な Linux ハードウェア監視に使用できる保証は
ありません。 サービス コンソールは、Linux シェルと同等のものではありません。
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図1-4  物理リソースを共有する仮想マシン

仮想マシンは、それぞれサーバ上の 1つの CPUを使用し、メモリの非連続ページに
アクセスします。1台の仮想マシンのメモリの一部は、現在、ディスクにスワップさ
れています（表示されていません）。 2 つの仮想ネットワーク アダプタが 2つの物理
ネットワーク アダプタに接続されています。 

ディスクは、次のようにマッピングされています。

仮想マシン1のディスク1は、直接Rawディスクにマッピングされています。 この
構成は、ある環境下ではメリットがあります。 

仮想マシン1のディスク2と仮想マシン2の両方のディスクは、SANストレージ ア
レイにある VMFS にあります。 VMFS によって、常に適切なロックとセキュリ
ティが確保されます。 
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FC SANアレイ ストレージを使用するように ESX Server ホストを設定するときは、特
別な検討が必要になります。 この章では、SANアレイと ESX Server を併用する方法の
概要について説明し、次のトピックについて説明します。

ストレージ エリア ネットワークの概念 （P.26）

ESX Server と SANの使用の概要 （P.28）

SAN アレイと ESX Server を併用する場合の特性 （P.31）

VMFS と SANストレージの選択について （P.36）

データ アクセスについて （P.39）

パスの管理とフェイルオーバー （P.41）

仮想マシンの選定 （P.43）

サーバ障害に備えた設計 （P.44）

リソース使用の最適化 （P.46）

ESX Server とファイバ チャネ
ル SANとの併用 2
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ストレージ エリア ネットワークの概念
ESX Server のシステム管理者として、SANを使用して動作するように ESX Server ホス
トを設定しようとする場合は、SANの概念について実用的な知識が必要です。 SANに
関する情報は、印刷物またはインターネットで入手できます。 Web ベースのリソース
には、次の 2つがあります。

www.searchstorage.com

www.snia.org 

この業界はつねに変化しているので、これらのリソースを頻繁にチェックしてください。 

はじめて SANテクノロジーを使用する場合は、次のセクションを読んで『SAN構成
ガイド』で使用する基本的な用語について理解してください。 基本的な SANの概念
については、http://www.vmware.com/jp/support/pubsにあるホワイト ペーパー『SAN
の概念と設計の基本』を参照してください。 

SAN （ストレージ エリア ネットワーク） は、コンピュータ システム（またはホス
ト サーバ）を高性能なストレージ サブシステムに接続する特別な高速ネットワーク
です。 SANコンポーネントには、ホスト サーバのホスト バス アダプタ（HBA）、ルー
ト ストレージ トラフィックを支援するスイッチ、ケーブル、ストレージ プロセッサ
（SP）、ストレージ ディスク アレイが含まれます。

ネットワークに 1つ以上のスイッチを持つ SANトポロジは、SANファブリックを形
成します。

トラフィックをホスト サーバから共有ストレージに転送するために、SANは、SCSI
コマンドを FC（ファイバ チャネル）フレームにパッケージ化する FCプロトコルを
使用します。 

本書では、ポートは、デバイスから SANへの接続を指します。 SAN の各ノード、ホ
スト、ストレージ デバイス、およびファブリック コンポーネントには、SANに接続
する 1つ以上のポートがあります。 ポートは、いくつかの方法で識別できます。

WWPN（World Wide Port Name）　グローバルで一意なポート IDであり、特定の
アプリケーションがポートにアクセスできるようにします。 FC スイッチは、デ
バイスまたはホストのWWPNを検出し、ポート アドレスをデバイスに割り当て
ます。 

注意   SAN のシステム管理者は、このセクションをスキップして、この章の残りの部
分に進んでもかまいません。

http://www.searchstorage.com
http://www.snia.org
http://www.vmware.com/jp/support/pubs
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VI Client を使用してWWPNを表示するには、ホストの [ 構成（Configuration）]
タブをクリックし、[ストレージ アダプタ（Storage Adapters）] を選択します。 
次に、WWPNを表示するストレージ アダプタを選択します。 

Port_ID（またはポート アドレス）　SANでは各ポートに一意のポート IDがあり、
ポートの FC アドレスとして機能します。 これによって、SAN経由でそのポート
にデータをルーティングできます。 デバイスがファブリックにログインしたとき
に、FCスイッチはポート ID を割り当てます。 ポート ID は、デバイスがログオン
している間だけ有効です。 

NPIV（N-Port ID Virtualization）を使用する場合、いくつかのWWPNを使用して 1つ
の FC HBA ポート（N-port）をファブリックに登録できます。 これにより、N-port は
複数のファブリック アドレスの獲得が可能で、それぞれのアドレスは固有のエン
ティティとして認識されます。 ESX Server ホストが使用している SANの場合は、これ
らの複数の一意の ID によって、構成の一環として各仮想マシンにWWNを割り当て
ることができます。 「N-Port ID の仮想化 （P.89）」を参照してください。

ホスト サーバとストレージの間でデータを転送するとき、SANはマルチパス方式を
使用します。 マルチパスによって、ESX Server ホストからストレージ アレイの LUNへ
の複数の物理パスを使用できます。 

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

ストレージ ディスク アレイには、次のタイプがあります。

アクティブ/アクティブ ディスク アレイ　大幅にパフォーマンスを低下させるこ
となく、使用可能なすべてのストレージ プロセッサを通じて同時に LUNにアク
セスできます。 すべてのパスが常に有効です（パスに障害が発生した時を除く）。 

アクティブ /パッシブ ディスク アレイ　1つの SP（ストレージ プロセッサ）が、
指定された LUNに対して有効にサービスを提供します。 その他の SP は、その
LUNのバックアップとして機能し、ほかの LUN I/O に対して有効にサービスを
提供できます。I/O は有効なプロセッサにのみ送信できます。 プライマリ SP に障
害が発生した場合は、自動的に、またはシステム管理者の介入によって、セカン
ダリ SP のいずれかが有効になります。
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サーバに割り当てられていないストレージ アレイへのサーバ アクセスを制限するた
めに、SANはゾーニングを使用します。 通常、ストレージ デバイスおよび LUNの共
有グループにアクセスするサーバ グループごとにゾーンを作成します。 ゾーンは、
HBAが接続できる SP を定義します。 ゾーン外のデバイスは、ゾーン内のデバイスか
ら参照できません。

ゾーニングは、アクセス権の管理に広く使用されている LUNマスキングと似ていま
す。 LUN マスキングは、LUNをあるホストからは使用できるようにして、別のホスト
からは使用できないようにする処理です。 通常、LUNマスキングは SP またはサーバ 
レベルで実行されます。

ESX Server と SAN の使用の概要
FC HBA をサポートすることにより、ESX Server システムを SANアレイに接続できま
す。 そのあと、SANアレイの LUNを使用して、仮想マシンの構成情報とアプリケー
ション データを格納できます。 ESX Server と SAN を組み合わせて使用すると、柔軟
性、効率、信頼性が高まります。 また、一元管理、フェイルオーバー、およびロード 
バランシング テクノロジーもサポートします。 

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

データを多重に格納して複数の FC ファブリックを構成することで、単一点障害
を除去できます。 1 つのデータ センターが使用できなくなっても、企業が打撃を
受けることがなくなります。 

ESX Server システムは、デフォルトでマルチパスを提供し、自動的にすべての仮
想マシンでマルチパスをサポートします。 「パスの管理とフェイルオーバー 
（P.41）」を参照してください。

SANでESX Serverシステムを使用すると、サーバの耐障害性が高まります。 SANス
トレージを使用すると、ホストに障害が発生した場合に、すべてのアプリケー
ションがすぐに再起動できます。 「サーバ障害に備えた設計 （P.44）」を参照し
てください。 

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

共有の一元化されたストレージを使用できるため、MSCS を使用する仮想マシン 
クラスタの構築が可能になります。 「サーバ フェイルオーバーとストレージに関
する考慮事項 （P.45）」を参照してください。 
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既存の物理サーバのスタンバイ システムとして仮想マシンを使用する場合、共
有ストレージが不可欠で、SAN は最適なソリューションです。 

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

自動的に即時応答するコールド スタンバイ ソリューションとして、VMware HA
（High Availability）を SAN と併用できます。 

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

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

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

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

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

ロード バランシング　ロード バランシングのために、VMotionまたはVMware DRS
を使用して仮想マシンをほかのホストに移行します。 共有ストレージがSANにある
場合、ユーザーに割り込むことなく、ロード バランシングを実行できます。 
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ストレージ統合およびストレージ レイアウトの簡略化　複数のホストを使用し
ていて、各ホストで複数の仮想マシンを実行している場合、ホストのストレージ
では足りないため外部ストレージが必要になります。 外部ストレージとして SAN
を選択すると、システム アーキテクチャが単純化される一方、このセクション
で示すほかのメリットも得られます。 まず大きな LUNを予約し、必要に応じて
仮想マシンに一部を割り当てます。 ストレージ デバイスからの LUNの予約と作
成は、1回だけで済みます。 

災害復旧　すべてのデータを SANに格納すると、データ バックアップをリモー
ト ストレージに容易に配置できます。 さらに、あるサイトで障害が発生したと
き、復旧のためにリモート ESX Server ホストで仮想マシンを再起動できます。 

詳細情報の参照先
このドキュメントのほかに、ESX Server システムと SANを組み合わせて構成する場
合に次のリソースが役立ちます。 

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

VMware Documentation Web サイト（http://www.vmware.com/jp/support/pubs/）
を参照してください。

『iSCSI SAN 構成ガイド』では、ESX Server と iSCSI ストレージ エリア ネットワーク
の併用について記述しています。

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

『VMware ストレージ /SAN互換性ガイド』では、現在承認されているストレージ 
アレイをリスト表示しています。 

『VMware リリース ノート』では、既知の問題と回避策に関する情報を記述して
います。 

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

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
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SAN アレイと ESX Server を併用する場合の特性
SAN と ESX Server ホストを併用する場合は、このセクションで説明するように、さ
まざまな点で従来の SANの使用方法と異なります。

複数の ESX Server での VMFS の共有
ESX Server VMFS は、複数の物理マシンからのコンカレント アクセス用に設計され、
適切なアクセス制御を仮想マシンのファイルに適用します。 VMFS の背景情報につい
ては、「仮想マシン ファイル システム （P.19）」を参照してください。 

VMFS は、次のことができます。

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

VMFS内部ファイル システム情報（メタデータ）へのアクセス調整　ESX Server
は、分散ロック プロトコルの一部で一時的に SCSI 予約を使用します。 SCSI 予約
は、メタデータを VMFS ボリュームにアップデートするときには行われません。 

仮想マシンは共通の VMFS を共有するため、アクセスがピークになる時間を特定した
り、パフォーマンスを最適化することは困難です。 ピーク期間の仮想マシン ストレー
ジ アクセスについて計画しますが、さまざまなアプリケーションのピーク アクセス
時間はそれぞれ異なります。 より多くの仮想マシンが VMFS を共有するほど、I/O 競
合によってパフォーマンスが低下する可能性は高くなります。 

注意   サーバ、CPU、およびストレージ間で、仮想マシンのロード バランシングを行
うことをお勧めします。 各サーバとストレージ上に仮想マシンを混在させ、同時に同
じ領域のすべてに高い負荷がかからないようにします。
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図2-1 に、同じ VMFS ボリュームを共有する複数の ESX Server システムを示します。

図2-1  仮想ディスク ファイルへのアクセス

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

ファイルの作成、増大、ロック

ファイル属性の変更

仮想マシンのパワーオンまたはパワーオフ

LUN の表示と再スキャン
SAN は動的で、次のような多くの要因に基づき、あるホストが使用できる LUNは変
わることがあります。

SANストレージ アレイで作成された新しい LUN

LUN マスキングの変更

SANの接続、またはその他の SANの特性の変更 
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起動時に VMkernel が LUNを検出し、これらの LUNが VI Client で参照できるように
なります。 LUN を変更した場合は、変更を認識するために、再スキャンする必要があ
ります。 

ホスト タイプ
LUN にアクセスするホストのタイプによって、LUNの動作はやや異なります。 通常、
ホスト タイプの割り当てによって、オペレーティング システム固有の機能または問
題が処理されます。 ESX Server アレイは、通常 Linuxのホスト タイプで構成されます
が、場合によっては ESXや VMwareのホスト タイプで構成されることもあります。 

「第 6章 SAN ストレージを使用する ESX Server システムの管理 （P.79）」および
VMware ナレッジ ベースを参照してください。

間接性レベル
従来の SANの使用に慣れている場合、最初は間接性のレベルに混乱する可能性があ
ります。

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

各仮想マシンは、デフォルトで、インストール時に 1つの仮想ハード ディスクと
1つの仮想 SCSI コントローラで構成されます。 SCSI コントローラ タイプと SCSI
バス共有の特性は、VI Client を使用して仮想マシン設定を編集することによって
変更できます（図2-2 を参照）。 また、ハード ディスクを仮想マシンに追加でき
ます。 『基本システム管理』を参照してください。 

注意    新しい VMFS データストアを作成したり、既存の VMFS データストアを拡張し
たりしたあとは、その特定のデータストアを認識できるすべての ESX Server ホストか
ら SANストレージを再スキャンする必要があります。 再スキャンしない場合、これら
のホストの一部から共有データストアを認識できなくなる場合があります。
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図2-2  SCSI コントローラ タイプの設定

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

ESX Server システムは、マルチパス機能を実行します。 仮想マシンでは、
PowerPath などのマルチパス ソフトウェアはサポートされませんし、必要あり
ません。 

データ アクセス： VMFS または RDM
通常、仮想マシンの作成中に、仮想ディスクは VMFS データストアに配置されます。 
ゲストOS が仮想ディスクに SCSI コマンドを発行すると、仮想化レイヤーがこれら
のコマンドを VMFS ファイル操作に変換します。 「仮想マシン ファイル システム 
（P.19）」を参照してください。 

VMFS の代替が、RDMの使用です。 RDMは、VMFS ボリュームの特別なファイルで、
Rawデバイスのプロキシとして機能します。 RDMは物理デバイスに直接アクセスす
るいくつかのメリットを維持しながら、VMFS の仮想ディスクが持ついくつかのメ
リットを提供します。 「Rawデバイス マッピング （P.19）」を参照してください。
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サード パーティの管理アプリケーション
ほとんどの SANハードウェアには、SAN管理ソフトウェアが付属しています。 この
ソフトウェアは、通常、SANをストレージとして使用するサーバとは関係なく、ス
トレージ アレイまたは単一サーバで実行されます。 このサード パーティの管理ソフ
トウェアを使用して、多くのタスクを実行します。

ストレージ アレイの管理（LUNの作成、アレイ キャッシュの管理、LUNのマッ
ピング、LUNのセキュリティなど）

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

仮想マシンで SAN管理ソフトウェアを実行すると、VMotion や VMware HA を使用し
たフェイルオーバーなどの仮想マシンを実行するメリットが得られます。 ただし、間
接性レベルが上がるため、管理ソフトウェアで SANを参照できないことがあります。 
この問題は、RDMを使用することで解決できます。 「レイヤー化されたアプリケー
ション （P.115）」を参照してください。 

ゾーニングと ESX Server
ゾーニングは、SANトポロジでのアクセス制御を提供します。 ゾーニングは、HBA が
接続できる SP を定義します。 ゾーニングを使用して SANを構成すると、ゾーン外の
デバイスはゾーン内のデバイスから参照できなくなります。 

ゾーニングには次の効果があります。 

ESX Server システムに提供されるターゲットおよび LUNの数が減る。

ファブリック内のパスを制御し隔離する。

ESX Server 以外のシステムが特定のストレージ システムを参照できないようにし
て、ESX Server VMFS データの破壊を防ぐことができる。 

異なる環境を分離できる（たとえば、テスト環境を本番環境から分離）。 

ゾーニングを使用する場合、次の点に考慮してください。

仮想マシンのフェイルオーバーまたはロード バランシングの目的で共有ストレー
ジを使用する ESX Server ホストは、1つのゾーンに配置する必要があります。 

非常に大規模な導入では、異なる機能エリアごとに個別のゾーンを作成する必要
があります。 たとえば、経理と人事を分離できます。 

2 つのホストに仮想マシンが 4つずつある場合などに、小さなゾーンを多数作成
すると、適切に機能しません。 

注意   仮想マシンで管理ソフトウェアを正常に実行できるかどうかは、ストレージ ア
レイによって異なります。
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アクセス制御（LUNマスキング）と ESX Server
アクセス制御を使用して、LUNを参照できる ESX Server ホスト（またはその他のホ
スト）の数を制限できます。 アクセス制御は、次の目的に役立ちます。 

ESX Server システムに提供される LUNの数を減らす。 

ESX Server システムが ESX Server LUN を参照できないようにして、VMFS ボリュー
ムが破壊されないようにする。 

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

大きな LUNまたは小さな LUNの選択
ESX Server システム用にストレージを設定する場合、次の方法から 1つを選んでくだ
さい。 

各 LUN に 1つの VMFS ボリュームを持つ多数の LUN 

すべての LUNにまたがる単一 VMFS ボリュームを持つ多数の LUN 

1 つの LUNにつき VMFS ボリュームを 1つだけ持てます。 ただし、1つの大きな LUN
を使用するか、複数の小さな LUNを使用するかを決定できます。 

少数の大きな LUNを設定すると、次のようなメリットがあります。

仮想マシンを柔軟に作成でき、SANのシステム管理者にディスク領域の拡張を依
頼する必要がない。 

仮想ディスクのサイズ変更、スナップショットの作成などを柔軟に実行できる。 

識別し、管理する LUNが少なくなる。

多数の小さな LUNを設定すると、次のようなメリットがあります。

各アプリケーションで必要になるさまざまな RAID 構成に対応できる。

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

Microsoft Cluster Service を使用できる。使用には、各クラスタ ディスク リソース
が専用 LUNに存在する必要があります。 

注意   ゾーニングのベスト プラクティスについては、ストレージ アレイのベンダーに
問い合わせてください。
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LUN の決定
仮想マシンのストレージ特性を使用できない場合、次の方法で使用する LUNのサイ
ズと数を決定してください。

予測型スキーム
適合型スキーム

予測型スキーム
予測型スキームでは、次のことを行います。

異なるストレージ特性で複数の LUNを作成します。 

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

アプリケーションの要件に合わせて、適切な RAID に配置します。

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

適合型スキーム
適合型スキームでは、次のことを行います。

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

その LUN で VMFS を構築します。

VMFS にいくつかのディスクを配置します。 

アプリケーションを実行し、ディスク パフォーマンスが容認できる状態かどう
かを判断します。 

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

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

1つの LUNに含めることができる VMFS ボリュームは 1つだけです。

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

ディスク共有を使用して仮想マシンに優先順位を付けるには

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

2 インベントリから仮想マシンを選んで右クリックし、[設定の編集（Edit 
Settings）] を選択します。

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

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

シェアは、すべての仮想マシンに対してディスク バンド幅を制御するための相
対的な基準を表します。 [ 低（Low）]、[ 中（Normal）]、[ 高（High）]、[ カスタ
ム（Custom ）] の各値は、サーバ、ESX Server 3 ホスト、およびサービス コン
ソール上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と対比されます。 シェア割り当
ての記号値を使用して、数値への変換を構成できます。
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データ アクセスについて
仮想マシンは、次のいずれかの方法を使用して、データにアクセスします。 

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

デフォルト セットアップでは、ファイルが SANにある場合も、ホストのローカ
ル ハード ディスク ドライブにある場合も、仮想マシンは常に VMFS を使用して
ファイルにアクセスします。 「仮想マシン ファイル システム （P.19）」を参照し
てください。 

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

RDMは、仮想マシンが SANの物理ディスクと直接対話する必要がある場合に推
奨されます。 たとえば、ゲストOS からディスク アレイのスナップショット作成
コマンドを発行する場合、または、まれな例ですが、仮想ディスクに移動したく
ない大量のデータがある場合にこのような状況が発生します。 RDMはMicrosoft 
Cluster Service のセットアップにも必要です。 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。
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図2-3 は、VMFS または RDMを使用して、仮想マシンがデータにアクセスする方法
を示しています。

図2-3  仮想マシンからデータへのアクセス方法

VMFS および RDMの詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 
3i 構成ガイド』を参照してください。

仮想マシンが SANと通信するとき、次の処理が実行されます。

1 仮想マシンのゲストOS が SCSI ディスクの読み書きを必要とするとき、仮想
ディスクに対して SCSI コマンドが発行されます。 

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

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

4 VMkernel は、次のことを行います。

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

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

変更したI/O要求をVMkernelのデバイス ドライバから物理HBA（ホストHBA）
に送信します。 
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5 ホスト HBAは、次のことを行います。 

要求をバイナリ データ形式から、光ファイバケーブルでの転送に必要な光
メディア形式に変換します。

FCプロトコルのルールに従い、要求をパッケージ化します。 

要求を SANに転送します。 

6 HBA がファブリックへの接続に使用するポートに応じて、SANスイッチのいず
れかが要求を受信し、ホストがアクセスするストレージ デバイスにルーティン
グします。 

ホストの観点からは、このストレージ デバイスは特定のディスクに見えますが、
SANの物理デバイスに対応する論理デバイスの場合もあります。 ターゲットの論
理デバイスとしてホストが使用できる物理デバイスは、スイッチが判断する必要
があります。 

パスの管理とフェイルオーバー
ESX Server はマルチパスをサポートするので、HBA、スイッチ、SP、FC ケーブルに
障害が発生した場合にも、サーバ マシンとストレージ デバイスとの安定した接続が
維持されます。 マルチパスをサポートするために特別なフェイルオーバー ドライバは
必要ありません。

パスの切り替えをサポートするために、通常、サーバには 2つ以上の使用可能な
HBAが装備されており、1つまたは複数のスイッチを使用してこれらのHBAからス
トレージ アレイにアクセスできます。 または、1台の HBAと 2個のストレージ プロ
セッサを設定し、HBAが異なるパスを使用してディスク アレイにアクセスできるよ
うにします。

図2-4 では、複数のパスで、各サーバとストレージ デバイスを接続しています。 たと
えば、HBA1 または HBA1 と FC スイッチ間のリンクに障害が発生した場合、サーバ
とスイッチ間の接続は、HBA2 に引き継がれて実行されます。 別の HBA に引き継がれ
るプロセスは、HBAフェイルオーバーと呼ばれます。
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図2-4  マルチパスとフェイルオーバー

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

システムのマルチパス ポリシーは、[ 固定（Fixed）] または [ 最近の使用（Most 
Recently Used）] から選択できます。 ポリシーが [ 固定（Fixed）] の場合、優先パス
を指定できます。 ESX Server サーバ ホストが参照できる LUN（ディスク）ごとに、独
自のパス ポリシーを設定できます。 現在のマルチパス状態を表示する方法、およびマ
ルチパス ポリシーを設定する方法については、「マルチパス機能 （P.94）」を参照し
てください。 
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フェイルオーバーが発生した場合、特にアクティブ /パッシブ アレイでフェイルオー
バーが発生した場合は、仮想マシン I/Oは最大 60秒遅延することがあります。 この遅
延は、トポロジの変更またはその他のファブリック イベントのあとで、SANファブ
リックが構成を安定させるために必要です。 パス ポリシーが [固定（Fixed）]のアク
ティブ /パッシブ アレイの場合、パスのスラッシングが問題になることがあります。 詳
細については、「パスのスラッシングの解決 （P.107）」を参照してください。

仮想マシンのディスクを格納したストレージ デバイスへのすべてのパスを使用でき
なくなった場合、仮想マシンに予期しない障害が発生します。

仮想マシンの選定
仮想マシンのパフォーマンスを最適化する場合、ストレージの選定が重要な要因にな
ります。 高いパフォーマンスと高い可用性を提供する高価なストレージと、より安価
でパフォーマンスが劣るストレージの間で、常にトレードオフが発生します。 多くの
要因に応じて、ストレージは異なる階層に分けられます。

ハイ ティア　高いパフォーマンスと高い可用性を提供します。 バックアップとポ
イント イン タイム（PiT）リストアを可能にする組み込み型スナップショットを
提供する可能性があります。 レプリケーション、完全な SP 冗長性、ファイバ ド
ライブをサポートします。 高価なスピンドルを使用しています。

ミッドティア　中位のパフォーマンス、やや低い可用性、一部の SP冗長性、お
よび SCSI ドライブを提供します。 スナップショットを提供することもあります。 
中位の価格のスピンドルを使用しています。

ローティア　低いパフォーマンスを提供し、内部ストレージの冗長性はほとんど
ありません。 ローエンド SCSI ドライブまたは SATA（低価格のシリアル スピンド
ル）を使用しています。

すべてのアプリケーションが最高のパフォーマンスと最高の可用性を備えたストレー
ジを必要とするわけではありません。少なくとも、アプリケーションのライフサイク
ルの一部では不要になります。

スナップショットなどハイティアの機能の一部が必要だが費用をかけたくない場合
は、ソフトウェアで高いパフォーマンス機能を実現できることがあります。 たとえ
ば、ソフトウェアでスナップショットを作成できます。

どのような仮想マシンを選定するかを決定するには、次の事項について考えます。

その仮想マシンは、どの程度重要か。

パフォーマンスと可用性の要件はどの程度か。

ポイント イン タイム（PiT）リストアの要件はどの程度か。

バックアップ要件はどの程度か。
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レプリケーション要件はどの程度か。

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

サーバ障害に備えた設計
SAN ストレージの RAID アーキテクチャは、本来、物理ディスク レベルでの障害から
データを保護します。 すべてのファブリック コンポーネントを二重化したデュアル 
ファブリックで、SANは、ほとんどのファブリック障害から保護されます。 環境全体
に耐障害性を与える最後のステップが、サーバ障害からの保護です。 ESX Server シス
テムのフェイルオーバー オプションについて、次のセクションで説明します。

VMware HA の使用
VMware HA を使用して、仮想マシンをフェイルオーバー グループに組織化できます。 
ホストに障害が発生した場合、仮想マシンはすぐに別のホストで起動します。 HA に
は SANストレージが必要です。 

仮想マシンが別のホストでリストアされた時点で、メモリの状態は失われています
が、ディスクの状態はホストに障害が発生した時点と完全に同じです（クラッシュ時
の整合性フェイルオーバー）。 HA には、SAN などの共有ストレージが必要です。 『リ
ソース管理ガイド』を参照してください。 

クラスタ サービスの使用
サーバ クラスタリングは、高速ネットワーク接続を使用して複数のサーバを結合し、
サーバのグループを単一の論理サーバとして機能させる方法です。 サーバの 1つに障
害が発生した場合、クラスタ内のその他のサーバは動作を継続し、障害が発生した
サーバで実行されていた操作を受け取ります。 

ヴイエムウェアでは、Microsoft Cluster Service と ESX Server システムの組み合わせを
テストしていますが、その他のクラスタ ソリューションも動作すると考えられます。 
クラスタリングでフェイルオーバーを実現する複数の構成オプションがあります。

筐体内クラスタ　1台のホストの 2つの仮想マシンが相互にフェイルオーバー 
サーバとして機能します。 1 つの仮想マシンに障害が発生した場合、もう 1 つに
引き継がれます この構成は、ホスト障害に対する保護にはなりません。 通常、ク
ラスタ化されたアプリケーションのテスト中に行われます。 

注意   VMware HA を使用するには、ライセンスが必要です。
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筐体間クラスタ　ある ESX Server ホストにある 1つの仮想マシンに対して、別の
ESX Server ホストに対応する 1つの仮想マシンがあります。 

物理マシンと仮想マシンのクラスタリング（N+1 クラスタリング）　ESX Server ホ
ストの仮想マシンが、物理サーバのフェイルオーバー サーバとして機能します。 
単一ホストで実行される仮想マシンが、多くの物理サーバのフェイルオーバー 
サーバとして機能できるため、このクラスタリング方式は、対コスト効率の高い
N+1ソリューションを提供します。 

『Microsoft Cluster Service のセットアップ』を参照してください。

図2-5 は、クラスタリングでフェイルオーバーを実現するさまざまな構成オプション
を示しています。

図2-5  クラスタリング サービスを使用するクラスタリング

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

サーバ フェイルオーバーへのアプローチは、各サーバが同じストレージにアク
セスする場合にのみ機能します。 複数のサーバが多くのディスク領域を必要とす
るため、また、ストレージ アレイのフェイルオーバーはサーバのフェイルオー
バーを補うため、SANは通常、サーバ フェイルオーバーと組み合わせて展開さ
れます。

サーバ フェイルオーバーと組み合わせて SANを機能させるように設計する場合、
クラスタ化された仮想マシンで使用するすべての LUNが、すべての ESX Server
ホストで参照できる必要があります。 この要件は、SANのシステム管理者にとっ
ては不自然なものですが、仮想マシンを使用する場合には適切です。 

LUNはホストからアクセス可能ですが、ホストのすべての仮想マシンがLUNのす
べてのデータにアクセスできる必要はありません。 仮想マシンは、その仮想マシン
用に構成されている仮想ディスクにだけアクセスできます。 構成エラーがある場
合、仮想マシンの起動時に仮想ディスクをロックして破損しないようにします。 
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リソース使用の最適化
Virtual Infrastructure を使用すると、使用率が高いホストから使用率が低いホストに仮
想マシンを移行することによって、リソース割り当てを最適化できます。 次のオプ
ションがあります。

VMotion を使用して、手動で仮想マシンを移行する。 

VMware DRS を使用して、自動的に仮想マシンを移行する。 

VMotion または DRS は、複数のサーバがアクセスできる共有ストレージに仮想ディ
スクがある場合にのみ使用できます。 ほとんどの場合、SANストレージを使用しま
す。 VMotion の詳細については、『基本システム管理』を参照してください。 DRS の詳
細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

VMotion を使用した仮想マシンの移行
VMotion を使用して、システム管理者は、手動で仮想マシンを別のホストに移行でき
ます。システム管理者はサービスを中断せずに、稼働中の仮想マシンを、同じ SAN
に接続している別の物理サーバに移行できます。 VMotion で、次のことができます。

仮想マシンを移すことにより、ダウンタイムなしのメンテナンスを行います。こ
のため、ユーザー セッションを中断せずに基盤となるハードウェアおよびスト
レージを保守できます。 

変化するビジネス ニーズに応じて最も効果的にリソースを使用するため、デー
タ センター内のワークロードを継続的に分散します。

図2-6 は、VMotion を使用して仮想マシンを移行する方法を示しています。

図2-6  VMotion による移行

注意   原則として、SANからの起動を使用する場合、LUNから起動する ESX Server シ
ステムだけが各起動 LUNを参照するようにします。 例外は、もうひとつの ESX Server
システムが同じ LUNを参照して、障害から復旧しようとする場合です。 この場合、
問題の SAN LUN は、実際には SANからの起動ではありません。 これは破損している
ため、ここから起動する ESX Server システムはありません。 この SAN LUN は、ESX 
Server システムで参照できるようになった非起動 LUNです。
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VMware DRS を使用した仮想マシンの移行
VMware DRS は、すべてのホストおよびリソース プールにまたがるリソース割り当て
の改善に役立ちます。 DRS は VMware クラスタ内のすべてのホストおよび仮想マシン
のリソース使用状況情報を収集し、次のいずれかの場合に推奨を表示したり仮想マシ
ンを移行したりします。

初期配置　クラスタ内で初めて仮想マシンをパワーオンした場合、DRS によって
仮想マシンが配置されるか、または推奨が表示されます。 

ロード バランシング　DRS は、（VMotion で）仮想マシンを自動的に移行したり、
仮想マシンの移行を推奨したりすることによって、クラスタ全体におけるリソー
スの使用を向上しようとします。 

『リソース管理ガイド』を参照してください。 
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3

本章では、ESX Server システムを SANストレージと併用するためのハードウェア要件
とシステム要件について説明します。 本章は、次のセクションで構成されています。

全般的な ESX Server の SAN要件 （P.49）

SAN から ESX Server を起動するための要件 （P.52）

インストールおよびセットアップの手順 （P.54）

この章では、最も基本的な要件のみを示します。 システム セットアップの詳細につい
ては、「第 4章 ESX Server と併用する SAN ストレージ デバイスの設定 （P.55）」を参
照してください。

全般的な ESX Server の SAN 要件
SAN を構成し、SANストレージを使用するように ESX Server システムを設定する準
備をするときに、次の要件および推奨事項を確認してください。

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

LUNごとに1つのVMFSボリューム。 システムを構成して、1つのLUNにつき1つの
VMFS ボリュームだけを持つようにします。 VMFS-3 では、アクセシビリティを設
定する必要はありません。

ディスクレス サーバを使用している場合を除き、SAN LUN に診断パーティショ
ンを設定しないでください。 

要件とインストール 3
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SAN から起動するディスクレス サーバの場合は、共有診断パーティションが適
しています。 「診断パーティションの共有 （P.104）」を参照してください。 

ESX Server 2.5以降のマシンからRawディスクにアクセスするためには、RDMの使
用を推奨します。 RDMの詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』または
『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

マルチパス機能。マルチパスが適切に機能するには、すべての ESX Server ホスト
に対して、各 LUNが同じ LUN ID 番号を提示する必要があります。

キュー サイズ。 ゲストOS の BusLogic または LSILogic ドライバで、十分に大きな
キューを指定していることを確認します。 物理 HBA のキューの深さは、システ
ム セットアップで設定できます。 サポート対象ドライバについては、『ストレー
ジ /SAN 互換性ガイド』を参照してください。

SCSI タイムアウト。 Microsoft Windows を実行する仮想マシンでは、パスのフェイ
ルオーバーによって発生する遅延 I/O をWindows が許容できるように、SCSI 
TimeoutValueパラメータの値を増やすことを検討してください。 詳細について
は、「オペレーティング システム タイムアウトの設定 （P.103）」を参照してくだ
さい。

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

ESX Server は、FC接続されたテープ デバイスをサポートしません。 VMware 
Consolidated Backup プロキシでは、次のデバイスを管理できます。 『仮想マシ
ン バックアップ ガイド』を参照してください。 

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

仮想マシンの論理ボリューム マネージャ ソフトウェアを使用して、仮想ディス
クをミラーリングすることはできません。 Microsoft Windows 仮想マシンのダイ
ナミック ディスクは例外ですが、特別な構成が必要になります。 

LUN割り当ての設定
LUN 割り当てを設定するときは、次のことに注意してください。

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

同時にすべての LUNをすべての ESX Server HBA にプロビジョニングすることを
推奨します。 HBA フェイルオーバーは、すべてのHBAが同じ LUNを参照してい
る場合にのみ機能します。
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VMotionおよびVMware DRS。 VirtualCenterとVMotionまたはDRSを使用する場合
は、仮想マシンの LUNをすべての ESX Server ホストにプロビジョニングしてく
ださい。 これによって、仮想マシンの移動の自由度が最大になります。 

アクティブ/アクティブ アレイとアクティブ/パッシブ アレイ アクティブ/パッシ
ブ SANストレージ デバイスで VMotion または DRS を使用する場合、すべての
ESX Server システムですべてのストレージ プロセッサへのパスが一貫している必
要があります。 そうでない場合、VMotion 移行が発生したときに、パスのスラッ
シングが生じることがあります。 「パスのスラッシングの解決 （P.107）」を参照
してください。 

『Storage/SAN Compatibility Guide』にないアクティブ / パッシブ ストレージ ア
レイでは、ストレージ ポート フェイルオーバーはサポートされません。 この場
合、サーバをストレージ アレイの有効なポートに接続する必要があります。 この
構成によって、LUNが ESX Server ホストに提供されます。 

ファイバ チャネルHBAの設定
FC HBA をセットアップするときは、次について検討します。

HBAのデフォルト設定 FC HBA は、デフォルト構成設定で正常に機能します。 スト
レージ アレイ ベンダーから提供される構成ガイドラインに従います。

HBA間でのスタティック ロード バランシング 一部のESX Serverシステムは、特定
のアクティブ /アクティブ アレイを使用して、複数のHBAと複数の LUN間でト
ラフィックをロード バランシングするように構成できます。 

これを行うには、HBAが均等に使用されるように、LUNに優先パスを割り当て
ます。 たとえば、2つの LUN（Aと B）と 2つの HBA（Xと Y）がある場合、HBA 
X を LUN A の優先パスに設定し、HBA Y を LUN B の優先パスに設定します。こ
れによって、HBAを最大限に使用できます。 この場合、パス ポリシーは [ 固定
（Fixed）] に設定する必要があります。 「VI Client でマルチパス ポリシーを設定す
るには （P.97）」を参照してください。

フェイルオーバーのタイムアウト設定 HBA ドライバでパスに障害が発生した場
合、検出のタイムアウト値を設定します。 タイムアウトを 30 秒に設定して、最
適なパフォーマンスを確保することをお勧めします。 値を設定するには、「フェ
イルオーバー用のHBAタイムアウトの設定 （P.102）」の説明に従ってください。 

注意   最適な結果を得るには、1つのサーバで同じHBAモデルを使用します。 1
つのサーバで、各HBAのファームウェア レベルが同じであることを確認しま
す。 同じターゲットに対して同じサーバの Emulex HBA と QLogic HBA を使用す
ることはできません。
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テープ ドライブ用の専用アダプタ 最適な結果を得るには、ESX Server システムに
接続するすべてのテープ ドライブに、専用 SCSI アダプタを使用します。 FC 接続
テープ ドライブはサポートされません。 『仮想マシン バックアップ ガイド』の
説明に従い、Consolidated Backup プロキシを使用します。 

SAN から起動するHBAセットアップの詳細については、「第 5章 ESX Server シス
テムでの SANからの起動の使用 （P.69）」を参照してください。

推奨事項
ESX Server ホストおよび SANを使用して環境をセットアップするには、次の事項に
ついて考慮してください。 

ディスク アレイのハードウェア スナップショット機能を使用するには、または
データ LUNのコールド スタンバイ ホスト構成で仮想マシンと物理マシンからディ
スクにアクセスするには、仮想マシンの仮想ディスク用のRDMを使用します。 

Microsoft Cluster Service セットアップでは、共有ディスクに対する RDMを使用し
ます。 『Microsoft Cluster Service のセットアップ』を参照してください。 

複数の仮想マシンが使用する大きなLUNを割り当て、VMFSとして設定します。 こ
れによって、仮想マシンを追加するたびに追加のディスク領域を要求することな
く、仮想マシンを動的に作成または削除できます。 

VMotion を使用して別のホストに仮想マシンを移動するには、仮想マシンの仮想
ディスクを保持する LUNを、すべてのホストから参照できるようにする必要が
あります。 

その他の推奨事項およびトラブルシューティング情報については、「第 6章 SAN スト
レージを使用する ESX Server システムの管理 （P.79）」を参照してください。 

SAN から ESX Server を起動するための要件
ESX Server システムと組み合わせて SANストレージを構成した場合、ESX Server 起動
イメージを SAN上のいずれかの LUNに配置できます。 この構成は、このセクション
で説明する特定の条件を満たす必要があります。 「ESX Server システムでの SANから
の起動の使用 （P.69）」を参照してください。

ESX Server システムを有効にして SANから起動するためには、次の処理を実行します。

使用する環境が、一般的な要件に一致していることを確認する。 「全般的な ESX 
Server の SAN要件 （P.49）」を参照してください。

表3-1 にリスト表示された処理を完了する。
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表3-1  SAN からの起動の要件

要件 内容

ESX Server シス
テム要件

ESX Server 3.x を推奨します。 ESX Server 3.x システムを使用する場合、SAN
からの起動と共に RDMがサポートされます。 ESX Server 2.5.x システムの場
合、SAN からの起動を使用すると、RDMがサポートされません。 

HBA 要件 HBA FC カードの HBA BIOS が有効で、起動 LUNにアクセスできるように
正しく構成されている必要があります。 「ファイバ チャネル HBA の設定 
（P.51）」を参照してください。
HBA は、最下位の PCI バスおよびスロット番号に差し込まれている必要が
あります。 これによって、ドライバは HBA を高速に検出できます。ドライ
バは、関連付けられている仮想マシン HBA 番号とは無関係に、PCI バスお
よびスロット番号の昇順に HBAをスキャンします。
詳細なドライバおよびバージョンの情報については、『ESX Server I/O 
Compatibility Guide』を参照してください。 

起動 LUNに関
する考慮事項

アクティブ / パッシブ ストレージ アレイから起動する場合は、HBA の
BIOS 構成でWWNが指定されている SP が有効である必要がありま
す。 この SP がパッシブの場合、HBAは起動プロセスをサポートでき
ません。
BIOS 構成を簡単にするため、その ESX Server システムだけから認識で
きるように、各起動 LUNをマスクします。 各 ESX Server システムが自
分の起動 LUN だけを参照でき、ほかの ESX Server システムの起動
LUN を参照できないようにします。

SAN に関する考
慮事項

SAN接続は、スイッチ ファブリック トポロジを経由する必要がありま
す。 SAN からの起動は、直接接続（スイッチなしの接続）または FC
アービトレート型ループ接続をサポートしません。 
冗長構成と非冗長構成がサポートされます。 冗長構成では、ESX Server
が冗長パスを閉じるため、ユーザーには LUNへの単一パスのみが提
供されます。

ハードウェア
固有の考慮事項

IBM eServer BladeCenter を実行し、SANからの起動を使用する場合、ブ
レードの IDE ドライブを無効にする必要があります。 
その他のハードウェア固有の考慮事項については、VMware ナレッジ ベー
スの記事および「ESX Server と併用する SANストレージ デバイスの設定 
（P.55）」を参照してください。
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インストールおよびセットアップの手順
表3-2 では、インストールとセットアップの手順の概要、および関連情報へのポイン
タを示しています。 

表3-2  インストールおよびセットアップの手順

手順 内容 参考資料

1 SAN を構成していない場合、設計す
る。 ほとんどの既存の SANは、小さ
な変更だけで、ESX Server と組み合
わせることができる。 

「ESX Server とファイバ チャネル SAN との併
用 （P.25）」

2 すべての SAN コンポーネントが要
件を満たしていることを確認する。 

「全般的な ESX Server の SAN要件 （P.49）」
『ストレージ /SAN互換性ガイド』

3 ESX Server ホストの HBA をセット
アップする。 

SANからの起動にのみ適用される特別な要件
については、「SANから ESX Server を起動す
るための要件 （P.52）」を参照してください。
「ESX Server システムでの SANからの起動の
使用 （P.69）」も参照してください。

4 ストレージ アレイに対して必要な変
更を行う。

概要については、「ESX Server と併用する
SAN ストレージ デバイスの設定 （P.55）」を
参照してください。
VMware ESX Server と組み合わせて動作する
ように SANをセットアップする方法につい
ては、ほとんどのベンダーがベンダー固有の
ドキュメントを提供しています。 

5 SAN に接続し、HBAをセットアッ
プしたホストに ESX Server をインス
トールする。 

『インストール ガイド』

6 仮想マシンの作成 『基本システム管理』

7 （オプション）VMware HA フェイル
オーバーまたはMicrosoft Clustering 
Service を使用するように、システ
ムをセットアップする。

『リソース管理ガイド』 
『Microsoft Cluster Service のセットアップ』

8 必要に応じて環境をアップグレード
または変更する。 

方法については、「SANストレージを使用す
る ESX Server システムの管理 （P.79）」を参
照してください。 
マシン固有の情報および最新ニュースについ
ては、VMware ナレッジ ベースを検索してく
ださい。 
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本章では、VMware ESX Server と組み合わせて使用できる多くのストレージ デバイス
について説明します。 デバイスごとに、発生する可能性がある既知の大きな問題のリ
スト、ベンダー固有情報への参照先（情報がある場合）、VMware ナレッジベースの
記事を示します。 

本章の内容は次のとおりです。

セットアップの概要 （P.56）

一般的なセットアップの考慮事項 （P.57）

EMC CLARiiONストレージ システム （P.58）

EMC Symmetrix ストレージ システム （P.59）

IBM TotalStorage DS4000 ストレージ システム （P.60）

IBM TotalStorage 8000 （P.64）

HP StorageWorks ストレージ システム （P.64）

日立データ システム ストレージ （P.67）

Network Appliance ストレージ （P.67）

ESX Server と併用する SAN
ストレージ デバイスの設定 4

注意   本書の情報は、各リリースでのみアップデートされます。 新しい情報がすでに
入手可能である場合があります。 最新の『ストレージ /SAN 互換性ガイド』でスト
レージ アレイ ベンダーをチェックし、VMware ナレッジベースの記事を参照してく
ださい。
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セットアップの概要
VMware ESX Server は、さまざまな SANストレージ アレイをさまざまな構成でサポー
トします。 ESX Server のすべての機能ですべてのストレージ デバイスが保証されるわ
けではありません。また、ベンダーによっては、ESX Server を独自の方式でサポート
している場合があります。 サポートされているストレージ アレイの最新情報について
は、『ストレージ /SAN互換性ガイド』を参照してください。

テスト
ヴイエムウェアでは、次の構成で ESX Server とストレージ アレイをテストしています。 

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

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

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

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

直接接続　スイッチを使用せず、FCケーブルのみを使用してサーバをアレイに接
続します。 その他のすべてのテストで、ファブリック接続を使用します。 AL（FC
アービトレート型ループ）はサポートされません。 

クラスタ化　仮想マシンで実行されているMicrosoft Cluster Serviceを使用してシ
ステムをテストします。 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。 
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サポート対象デバイス
表4-1 では、ESX Server 3.x でサポートされるストレージ デバイスを示し、ESX Server
と組み合わせて使用する場合の詳細情報の参照先を示しています。 

一般的なセットアップの考慮事項
すべてのストレージ アレイについて、次の要件を満たしていることを確認してくだ
さい。

各ホストの各HBAにLUNが提供され、これらのLUN ID番号が同じである必要があ
ります。 異なる番号が使用されている場合、ESX Server ホストは同じ LUNへの異
なるパスを認識しません。 

同一の SAN LUN ID を設定する方法はベンダーによって異なるので、詳細につい
ては使用しているストレージ アレイのドキュメントを参照してください。

本章で特に個別のストレージ アレイを指定していない場合、ESX Server に提供さ
れる LUNのホスト タイプを Linuxまたは Linux Clusterに設定します。もし
くは、可能であれば、vmwareまたは esxに設定します。 

表4-1  サポートされる SANアレイ

メーカー デバイス 参考資料

EMC CLARiiON ストレージ システム。
FSC からも入手可能。
Dell / EMC FC RAID アレイ製品ファ
ミリとして、Dell, Inc. からも入手
可能。

「EMC CLARiiON ストレージ システ
ム （P.58）」

Symmetrix ストレージ システム。 「EMC Symmetrix ストレージ シス
テム （P.59）」

IBM IBM TotalStorage DS 4000 システム
（旧 FAStT Storage システム）。 
LSI Eugenio および StorageTek か
らも入手可能。 

「IBM TotalStorage DS4000 スト
レージ システム （P.60）」

IBM TotalStorage Enterprise スト
レージ システム（旧 Shark スト
レージ システム）。

「IBM TotalStorage 8000 （P.64）」

Hewlett Packard HP StorageWorks（MSA、EVA、XP）。 「HP StorageWorks ストレージ シス
テム （P.64）」

日立 日立データ システムストレージ。
HPXPとしてSunからも入手可能。 

「日立データ システム ストレージ 
（P.67）」

Network 
Appliance

Network Appliance FC SAN スト
レージ ソリューション。

「Network Appliance ストレージ 
（P.67）」
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VMotion、DRS、または HAを使用する場合、同じ LUN ID を使用して、仮想マシン
のソース ホストとターゲット ホストの両方が同じ LUNを参照できる。

SAN管理者の場合、データの破損を考慮すると、複数のホストが同じ LUNを参
照することに違和感を感じるかもしれません。 しかし、複数の仮想マシンが同じ
ファイルに同時に書き込むことは VMFS によって防止されるため、すべての必要
な ESX Server システムに LUNをプロビジョニングすることは適切です。 

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

1 ストレージ デバイスをインストールして設定する。

2 スイッチ レベルでゾーニングを構成する。

3 RAID グループを作成する。

4 LUN を作成し、バインドする。

5 SAN に接続されているサーバを登録する。

6 サーバと LUNを含むストレージ グループを作成する。

EMCソフトウェアを使用して構成を実行する。 EMCドキュメントを参照してください。 

このアレイはアクティブ /パッシブ ディスク アレイであるため、次の関連する問題
が適用されます。

パスのスラッシングを回避するには、デフォルトのマルチパス ポリシーを [ 固定
（Fixed）] ではなく [ 最近の使用（Most Recently Used）] にします。 ESX Server システ
ムは、アレイを識別するときにデフォルト ポリシーを設定します。 「パスのスラッシ
ングの解決 （P.107）」を参照してください。 

ボリュームの自動再署名は、AX100 ストレージ デバイスではサポートされません。 
「VMFS ボリュームの再署名 （P.117）」を参照してください。

SANからの起動を使用するには、HBA BIOS でブート LUNのターゲットに有効 SP が
選択されていることを確認します。

EMC CLARiiON AX100 と RDM
EMC CLARiiON AX100 システムでは、SAN管理にNavisphere Management Suite を使
用する場合にのみ、RDMがサポートされます。 Navilight では、正常な動作は保証さ
れません。 
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RDMを正常に使用するには、クラスタ内のすべての ESX Server ホストに対して、指
定された LUNが同じ LUN ID で提供される必要があります。 デフォルトでは、AX100
はこの構成をサポートしません。 

有効でない接続での AX100 の表示の問題
ESX Server システムに直接接続している AX100 FC ストレージ デバイスを使用する場
合は、すべての接続が機能していることを確認し、使用しないすべての接続を登録解
除する必要があります。 これを行わないと、ESX Server は新しい LUNまたはパスを検
出できません。

次のシナリオについて考えます。 

1 ESX Server システムが AX100 ストレージ デバイスに直接接続されています。 
ESX Server には 2つの FC HBA があります。 HBA のうち 1つは、以前、ストレー
ジ アレイに登録され、LUNが構成されましたが、現在、この接続は有効ではあ
りません。 

2 ESX Server ホストの 2番目のHBAを AX100 に接続し、登録します。ESX Server
ホストは、アレイに有効な接続があると正しく表示します。 ただし、繰り返し再
スキャンしても、以前 ESX Server ホストに対して構成された LUNは表示されま
せん。 

この問題を解決するには、有効でないHBAを削除し、有効でないHBAへの接続を登
録解除するか、すべての有効でない接続を有効にします。 この操作によって、有効な
HBAだけがストレージ グループに含まれます。 変更後、再スキャンし、構成した
LUNを追加します。 

ホスト構成変更のアレイへの反映
AX100 ストレージ アレイを使用する場合、ホスト エージェントは定期的にホスト構
成をチェックしたり、アレイに変更を反映したりしません。 axnaviserverutil cli
ユーティリティを使用して、変更をアップデートします。 これは手動操作であり、必
要に応じて実行されます。 

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

共通シリアル番号（C）

自動ネゴシエーション（EAN）の有効化

このポートでのファイバパスの有効化（VCM）
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SCSI 3（SC3）設定（有効化）

一意のworld wide name（UWN）

SPC-2（Decal）（SPC2）SPC-2 フラグ必須

EMC ソフトウェアを使用してストレージ アレイを構成します。 EMCドキュメントを
参照してください。 

ESX Server ホストは、容量が 50MB 以下の Symmetrix ストレージ アレイからのすべ
ての LUNを管理 LUNと見なします。 これらの LUNは、擬似 LUNまたは Gatekeeper 
LUN とも呼ばれます。 これらの LUNは、EMC Symmetrix Management Interface に表
示され、データの保持には使用できません。

IBM TotalStorage DS4000 ストレージ システム
IBM TotalStorage DS4000 システムは、以前の IBM FAStT です。 多くのストレージ アレ
イ ベンダー（LSI、StorageTek など）が、DS4000 と互換性のある SANストレージ ア
レイを製造しています。 

http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246434.pdfにある IBM Redbook の
『Implementing VMware ESX Server with IBM TotalStorage FAStT』を参照してください。 
このセクションでは、SANおよびMicrosoft Clustering Service を使用するための IBM 
TotalStorage ストレージ システムの構成方法についてまとめます。 『Microsoft Cluster 
Service のセットアップ』を参照してください。 

IBM TotalStorage ストレージ システムの通常の構成手順のほかに、特別な作業を実行
する必要があります。 

また、マルチパス ポリシーが [ 最近の使用（Most Recently Used）] に設定されてい
ることを確認してください。 「現在のマルチパス状態の表示 （P.94）」を参照してく
ださい。 

DS4000 ストレージサーバで SANフェイルオーバーを使用するた
めのハードウェアの構成 
2つのストレージ プロセッサを搭載したDS4000ストレージ モデルで高可用性SAN
フェイルオーバー構成を設定するには、次のハードウェア コンポーネントが必要です。 

ESX Server マシン 1台ごとに、2つの FC HBA（QLogic、Emulex など）

HBAを SANに接続する2つのFCスイッチ（FCスイッチ1と FCスイッチ2など） 

2 つの SP（SP1 と SP2 など） 

1 つの SP ごとに、SAN に接続されたポートが 2つ以上必要です。

http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246434.pdf


VMware, Inc. 61

第 4章 ESX Server と併用する SAN ストレージ デバイスの設定

図4-1 に示すように、ESX Server ホストについて次の接続設定を使用します。 

各 ESX Serverマシンの各HBAを別々のスイッチに接続します。 たとえば、HBA1を
FCスイッチ 1に、HBA2 を FCスイッチ 2に接続します。 

FC スイッチ 1で、SP1 が最初にリストされるように、SP2 よりも小さなスイッチ
ポート番号に SP1 を接続します。 たとえば、SP1 を FCスイッチ 1のポート 1に、
SP2 を FC スイッチ 1のポート 2に接続します。 

FC スイッチ 2で、SP1 が最初にリストされるように、SP2 よりも小さなスイッチ
ポート番号に SP1 を接続します。 たとえば、SP1 を FCスイッチ 2のポート 1に、
SP2 を FC スイッチ 2のポート 2に接続します。

図4-1  SAN フェイルオーバー

この構成によって、各HBAから 2つのパスが提供され、接続の各要素が冗長パスに
フェイルオーバーできます。 この構成のパスの順番によって、SP フェイルオーバーを
トリガーしなくても、HBAおよびスイッチのフェイルオーバーが提供されます。 参照
されたパスが接続されたストレージ プロセッサは、LUNを所有する必要があります。 
前述の例の構成では、SP1 は LUN を所有しています。 

ストレージ プロセッサ ポート構成の確認
SP ポート構成は、VI Client の情報と DS4000 サブシステム プロファイルの情報を比
較して確認できます。 

ストレージ プロセッサ ポート構成を確認するには 

1 VI Client を使用して ESX Server ホストに接続します。 

2 ホストを選択し、[構成（Configuration）] タブを選択します。

注意   前述の例では、これらのスイッチがあるファブリックのスイッチ間リンク
（ISL）を通じて接続されていないことを前提としています。
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3 [ ハードウェア（Hardware）] パネルの [ ストレージ アダプタ（Storage 
Adapters）] をクリックします。 

4 WWPNを表示するストレージ アダプタを選択します。 

5 [ ストレージ（Storage）] を選択して、利用可能なデータストアを表示します。 

WWPN情報を DS4000 ストレージ サブシステム プロファイルにリストされている情
報と比較します。 

自動ボリューム転送の無効化 
パスのスラッシングを防ぐために、SANストレージ プロセッサの AVT（自動ボ
リューム転送）を無効にします。 AVT が有効の場合、ある条件下で 2つのストレージ 
プロセッサが交互に LUNを所有し、結果としてパフォーマンスが低下します。 AVT
は、ADT（自動ディスク転送）とも呼ばれます。 

「パスのスラッシングの解決 （P.107）」を参照してください。 

DS 4000 Storage Manager の場合、AVT を無効にするには、1台以上の ESX Server マ
シンの HBAを含む各ホスト グループで定義されている各ポートに対して、ホスト タ
イプを LNXCLに設定します。または、より最新のバージョンの場合は、VMwareに設
定します。

注意   AVT 構成を変更したあと、ESX Server ホストを再起動する必要があります。
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ストレージ プロセッサ認識データの構成
ストレージ プロセッサは、静止状態になったときに Unit Attentionまたは Not 
Readyメッセージを返すように構成できます。 ゲストOSとしてWindows を実行し
ているDS4000 SP は、静止状態になったときに、認識データ Not Readyを返す必要
があります。 Unit Attentionを返すと、フェイルオーバー中にWindows ゲストに
障害が発生することがあります。 

認識データNot Ready を返すようにストレージ プロセッサを構成するには 

1 シェル ウィンドウで次のコマンドを使用して、ホスト タイプ LNXCLのインデッ
クスを特定します。 

各コマンドのあとで <Enter> キーを押します。

SMcli.exe <ip-addr-for-SPA> show hosttopology; <Enter>
SMcli.exe <ip-addr-for-SPA> show hosttopology; <Enter>

次のコマンドは、NVSRAMホスト タイプ定義で LNXCLに対応するインデックス
が 13であることを前提とします。 使用中のストレージ プロセッサの LNXCLのイ
ンデックスが異なる場合は、次のコマンドのインデックス 13を置き換えてくだ
さい。 

2 次のコマンドを SPA で実行して、認識データ Not Readyを返すようにします。 

すべてのコマンドを入力してから、<Enter> キーを押してください。

SMcli.exe <ip-addr-for-SPA>
set controller [a] HostNVSRAMBYTE[13,0x12]=0x01;
set controller [a] HostNVSRAMBYTE[13,0x13]=0x00;
reset Controller [a];
<Enter>

3 次のコマンドを SPB で実行して、認識データ Not Readyを返すようにします。 

すべてのコマンドを入力してから、<Enter> キーを押してください。

SMcli.exe <ip-addr-for-SPB>
set controller [b] HostNVSRAMBYTE[13,0x12]=0x01;
set controller [b] HostNVSRAMBYTE[13,0x13]=0x00;
reset Controller [b];
<Enter>

注意   DS4000 Storage Manager の GUI を使用する場合は、両方のストレージ プロ
セッサの構成コマンドを 1つのスクリプトに貼り付け、両方のストレージ プロセッ
サを同時に構成します。 SMcli.exeを使用すると、各 SP に対して個別に接続します。
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IBM TotalStorage DS4000 とパスのスラッシング
DS 4000 または互換 SANアレイでパスのスラッシングが検出された場合は、次の警
告が vmkernel ログに記録されます。

FAStT SAN is path thrashing with another system. Check AVT setting.

IBM TotalStorage 8000
IBM TotalStorage 8000 システムは、VMware ESX Server と組み合わせる場合に特別な
構成を必要としない、アクティブ /アクティブ アレイを使用しています。 

RDMを正常に使用するには、クラスタ内のすべての ESX Server ホストに対して、指
定された LUNが同じ LUN ID で提供される必要があります。

TotalStorage Configuration Management（TotalStorage 構成管理）ツールで、[ ソー
スとターゲットの LUNで同一 ID を使用する（Use same ID for LUN in source and 
target）] を選択します。 

IBM TotalStorage 8000 システムでは自動再署名はサポートされません。

HP StorageWorks ストレージ システム
このセクションでは、さまざまなHP StorageWorks ストレージ システムの構成情報
を示します。 

詳細については、HP Web サイトで VMware ESX Server の HP ActiveAnswer セクショ
ンを参照してください。 

HP StorageWorks MSA 
このセクションでは、HP StorageWorks MSA のアクティブ / パッシブ バージョンを使
用する場合に関係する問題を示します。 

プロファイル名を Linux に設定する
HP StorageWorks MSA 1000 およびMSA 1500 を ESX Server システムと併用するには、
プロファイル名を Linuxに設定して、SANアレイと ESX Server ホスト間の FC接続を
構成します。 

注意   IBM TotalStorage 8000 アレイの LUNによる SAN からの起動を使用するように
ESX Server ホストを構成する場合は、インストールが終了するまで、対応するブレー
ド用の内部ファイバ ポートを無効にします。
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接続のプロファイル名を設定するには 

1 MSA 1000 コマンド ライン インターフェイスを使用して、MSA 1000 で固定接続
を作成します。 

コマンド ライン インターフェイスのインストールおよび構成の詳細については、
HP StorageWorks MSA 1000 のドキュメントを参照してください。

2 MSA 1000 コマンド ライン インターフェイスをMSA 1000 に接続します。 

3 MSA 1000 と ESX Server ホストとの間の FCネットワークが機能していることを
確認します。 

4 コマンド ライン インターフェイスを起動し、プロンプトで次のように入力します。 

SHOW CONNECTIONS 

出力に、MSA 1000 に接続された FC WWNNおよびWWPNの接続特性が示され
ます。 

Connection Name: <unknown>
Host WWNN = 20:02:00:a0:b8:0c:d5:56 
Host WWPN = 20:03:00:a0:b8:0c:d5:57
Profile Name = Default 
Unit Offset 0 
Controller 1 Port 1 Status = Online 
Controller 2 Port 1 Status = Online 

5 ホストのWWNNとWWPNで、ESX Server マシンの各 FCアダプタについて正常
な接続が表示されていることを確認します。

6 次のように入力して、固定接続を作成します。

ADD CONNECTION ESX_CONN_1 WWNN=20:02:00:a0:b8:0c:d5:56
WWPN=20:03:00:a0:b8:0c:d5:57 PROFILE=LINUX

7 次のように入力して、接続を確認します。

SHOW CONNECTIONS 

この出力には、WWNNとWWPNのペアが 20:02:00:a0:b8:0c:d5:56と
20:03:00:a0:b8:0c:d5:57で、プロファイル名が Linuxに設定されている単
一接続が示されます。 

Connection Name: ESX_CONN_1 
Host WWNN = 20:02:00:a0:b8:0c:d5:56
Host WWPN = 20:03:00:a0:b8:0c:d5:57 
Profile Name = Linux 
Unit Offset = 0 

注意   HP Array Configuration ユーティリティでは接続設定を作成できません。
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Controller 1 Port 1 Status = Online 
Controller 2 Port 1 Status = Online 

WWNN= 20:02:00:a0:b8:0c:d5:56および WWPN = 20:03:00:a0:b8:0c:d5:57
で接続名が unknownの接続はありません。 

8 ESX Server ホストのWWNNとWWPNのそれぞれに、固定接続を追加します
（異なる接続名の値を使用）。 

ハブ コントローラの問題
ESX Server システムは、MSAハブ コントローラと組み合わせると、正常に機能しな
いことがあります。 2/8 内部スイッチまたは単一ポート コントローラを代わりに使用
してください。 

HP StorageWorks EVA
HP StorageWorks EVAシステムには次の2種類があります。 1つはアクティブ /パッシブ 
システムの EVA_GLで、もう 1 つはアクティブ /アクテイブ システムの EVA_XLです。 

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

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

HP EVAgl ファームウェア 4.001（GL シリーズ用アクティブ / アクテイブ ファーム
ウェア）以上の場合、ホスト モード タイプ VMwareを使用

EVA4000/6000/8000アクティブ/アクテイブ アレイとファームウェア5.031未満を
使用する場合、ホスト モード タイプ 000000202200083Eを使用

EVA4000/6000/8000アクティブ/アクテイブ アレイとファームウェア5.031以上を
使用する場合、ホスト モード タイプ VMwareを使用

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

http://h71019.www7.hp.com/ActiveAnswers/downloads/VMware3_StorageWorks_BestPractice.pdf
にある『VMware Infrastructure 3, HP StorageWorks Best Practices』を参照してください。

HP StorageWorks XP
HP StorageWorks XP の場合は、ホスト モードを Windowsに設定します（Linuxでは
ありません）。 このシステムは、日立データ システムから購入できます。 

注意   WWNN = 20:02:00:a0:b8:0c:d5:56とWWPN = 
20:03:00:a0:b8:0c:d5:57で、単一の接続が表示されることを確認してください。

http://h71019.www7.hp.com/ActiveAnswers/downloads/VMware3_StorageWorks_BestPractice.pdf
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日立データ システム ストレージ 
このセクションでは、日立データ システムストレージのセットアップについて説明
します。 このストレージ ソリューションは、Sun から HP XP ストレージとして入手す
ることもできます。 

LUN マスキング　ESX Server ホストの LUNをマスクするには、HDS Storage 
Navigator ソフトウェアの使用が最適です。 

マイクロコードと構成　ESX Server との相互運用に必要な正確な構成とマイクロ
コード レベルについては、HDS の担当者にお問い合わせください。 マイクロ
コードがサポートされない場合、通常、ESX Server との対話はできません。 

モード　設定するモードは、次のように使用するモデルによって異なります。

9900 および 9900v は Netware ホスト モードを使用します。

9500vシリーズはHostmode1: standardおよびHostmode2: SUN Clusterを使用
します。

ここにリストされていないモデルのホスト モード設定については、HDS の担当
者にお問い合わせください。

Network Appliance ストレージ
Network Appliance ストレージ デバイスを構成する場合、はじめにストレージ アレイ
用の適切な LUNタイプとイニシエータ グループのタイプを設定します。

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

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

その後、ストレージをプロビジョニングする必要があります。 

Network Applianceストレージ デバイスからストレージをプロビジョニングするには

1 必要に応じて、CLI または FilerView の GUI を使用して集計を作成します。 

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

2 フレキシブル ボリュームを作成します。 

vol create <aggregate name> <volume size> 

3 各 LUN を格納するQtree を作成します。 

qtree create <path>
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4 LUN を作成します。 

lun create -s <size> -t vmware <path> 

5 イニシエータ グループを作成します。 

igroup create -f -t vmware <igroup name> 

6 作成したイニシエータ グループに LUNをマッピングします。 

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

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

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

『Technical Case Study: Using a Network Appliance SAN with VMware to Facilitate 
Storage and Server Consolidation』（http://www.netapp.com/library/tr/3401.pdf）
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5

本章では、SANから起動するメリットについて説明し、ESX Server 起動イメージを
SAN LUNに格納する場合に実行する必要がある作業について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

SANからの起動の概要 （P.69）

SAN から起動するための準備 （P.71）

SAN から起動するための FC HBA の設定 （P.74）

SAN からの起動の概要
SAN から起動するようにシステムを設定する方法について検討する前に、SANから
起動することがユーザーの環境にとって意味があるかどうかを判断します。

次の場合に、SANからの起動を使用します。

ローカル ストレージのメンテナンスを行いたくない場合 

サービス コンソールを簡単にクローン作成する必要がある場合（ESX Server 3のみ）

一部のブレード システムのような、ディスクレス ハードウェア構成の場合

ESX Server システムでの SAN
からの起動の使用 5

注意   SAN から ESX Server ホストを起動する計画がない場合は、本章をスキップして
ください。
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次の場合は、SANからの起動を使用しないでください。

Microsoft Cluster Service を使用している場合

サービス コンソールと VMkernel の間で I/O の競合が発生する可能性がある場合
（ESX Server 3 のみ）

SAN からの起動の動作方法
SAN から起動するようにシステムを設定すると、起動イメージは ESX Server システ
ムのローカル ディスクではなく、図5-1 に示すように SAN LUNに格納されます。 

図5-1  SAN からの起動の動作方法

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

HBA BIOS で、起動コントローラとして FCカードを指定する必要があります。 
「SAN から起動するための FC HBA の設定 （P.74）」を参照してください。

FCカードは、ターゲット起動 LUNへの初期接続を開始するように構成されてい
る必要があります。

注意   ESX Server 2.5 では、SAN からの起動と RDMを併せて使用することができませ
んでした。 ESX Server 3.x では、この制約はなくなりました。
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SAN から起動するメリット
SAN環境から起動する場合、オペレーティング システムは SANアレイの複数の LUN
にインストールされます。 サーバには、起動イメージの場所が通知されます。 サーバ
が起動するときは、SANアレイの LUNから起動します。

SANからの起動には、次のように多くのメリットがあります。

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

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

無駄になるストレージ領域が減る

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

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

SAN から起動するための準備
SAN と ESX Server の一般的な構成作業のほかに、次の作業を完了して ESX Server ホ
ストが SANから起動できるようにします。

SANからの起動を有効にするには

1 構成設定が、SANからの起動の基本要件を満たしていることを確認します。 

2 ハードウェア構成要素を準備します。 

これには、HBA、ネットワーク デバイス、ストレージ システムが含まれます。 各
デバイスの製品ドキュメントを参照してください。 

3 SAN で LUNマスキングを構成します。 

これによって、各 ESX Server ホストにブート パーティションとして専用の LUNが
用意されます。 起動 LUNは、1つのサーバに対して専用である必要があります。 

4 診断パーティションの場所を選択します。

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

このセクションの残りの部分で、ESX Server マシンを SANから正常に起動できるよ
うにするために必要な作業を示します。 

注意   VMware ESX Server システムと組み合わせて SANからの起動を使用する場合、
サーバごとに独自の起動 LUNが必要です。
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はじめに
次のことを確認します。

希望の設定タイプに対応する推奨事項または設定例。 

起動 LUN への単一パスまたは冗長パス。 

FC スイッチ ファブリック。

使用するストレージ アレイのタイプに適用される固有の推奨事項。

次のような制約および要件があります。

SANからの起動に関する制約。

SANからの起動で使用するストレージ アレイに対するベンダーの推奨事項。 

SAN から起動するサーバに対するベンダーの推奨事項。 

次のいずれかの方法で、起動パスHBAのWWNを調べます。

起動時に FC HBA BIOS を参照する。 

物理カードのWWNを探す。 WWNはMACアドレスに似ています。

SAN からの起動モードでの LUNマスキング
SAN からの起動モードでは、適切な LUNマスキングが不可欠です。

各サーバがそれぞれの起動LUNだけを参照でき、ほかのサーバの起動LUNを参照
できないようにします。 

診断パーティションは、複数のサーバで共有できます。 共有するには、LUNマスキ
ングを使用します。 「診断パーティションの共有 （P.104）」を参照してください。

SAN の準備
このセクションでは、SANからの起動用に SANストレージ アレイを準備する手順を
示します。 ステップ 3～ 7は SANからの起動に固有ですが、ステップ 1と 2は固有
ではありません。

SANを準備する

1 FC とイーサネット ケーブルを接続します。セットアップに適用される配線ガイ
ドを参照してください。 

FC スイッチの接続がある場合、確認します。
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2 ストレージ アレイを構成します。

a SAN ストレージ アレイから、SANで ESX Server ホストを参照できるように
します。 この操作をオブジェクトの作成と呼びます。 

b SAN ストレージ アレイから、ホストの FC アダプタのWWPNがポート名ま
たはノード名になるように ESX Server ホストを設定します。 

c LUN を作成します。 

d LUN を割り当てます。

e FC スイッチとストレージ アレイの IP アドレスを記録します。 

f 関連する各 SP とホスト アダプタのWWPNを記録します。
 

3 次のセクションの説明に従って、SANからの起動用にHBA BIOS を構成します。

SANから起動するためのQLogic FC HBA の設定 （P.74）

SAN から起動するための Emulex FC HBA の設定 （P.76）

4 ESX Server インストール CDから ESX Server システムを起動します。 

『インストール ガイド』を参照してください。

QLogic BIOS は、パスの検索リスト（wwpn:lun）を使用して、起動イメージを探し
ます。 wwpn:lunパスのいずれかがパッシブ パスに関連付けられている場合
（CLARiiON システムまたは IBM TotalStorage DS 4000 システムで発生する可能性があ
ります）、BIOS はパッシブ パスで停止し、有効なパスを検索しません。 SAN LUN から
ESX Server システムを起動する場合、ホストがパッシブ パスにアクセスしようとする
間、起動に失敗します。 

イニシエータ数の最小化
ゾーンに含めるホストおよびストレージ ポートの数は、できるだけ少なくしてくだ
さい。 Emulex および QLogic BIOS は、同じゾーンに複数の異なるイニシエータがある
状態で起動 LUNを選択しようとすると、応答しなくなることがあります。 

たとえば、1つのゾーンに 15 のイニシエータと 4つの Symmetrix ポートがある場
合、Emulex または QLogic BIOS で起動デバイスを選択しようとすると、応答しなく
なるため、選択できないことがあります。 2 つのホスト ポートをゾーニングして 4つ
のストレージ ポートだけを参照するようにした場合は、起動 LUNを選択できます。 

注意   インストール スクリプトを使用して、SANからの起動モードで ESX 
Server をインストールする場合は、誤ってデータが失われないように特別な
手順を実行する必要があります。 
http://www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1540にある
VMware ナレッジベースの記事 1540 を参照してください。
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SAN から起動するための FC HBA の設定
このセクションでは、HBAの設定方法について説明します。

SAN から起動するためのQLogic FC HBA の設定
SAN から ESX Server を起動するようにQLogic HBA BIOS を構成するには、次の作業を
実行します。

QLogic HBA BIOS の有効化
SAN から ESX Server を起動するようにQLogic HBA BIOS を構成するときは、まず、
QLogic HBA BIOS を有効にします。

QLogic HBA BIOS を有効にするには

1 BIOS Fast!UTIL 構成ユーティリティに入ります。 

a サーバを起動します。

b サーバが起動する間に、<Ctrl>+<Q>キーを押します。

2 HBA の数に応じて、適切な操作を実行します。 

ホスト バス アダプタ（HBA）が 1つだけの場合、[Fast!UTIL オプション
（Fast!UTIL Options）] ページが表示されます。 手順 3に進みます。 

複数の HBAがある場合は、HBAを手動で選択します。

i [ ホスト アダプタの選択（Select Host Adapter）] ページで矢印キーを使
用して、適切なHBAにカーソルを移動します。 

ii <Enter> キーを押します。 

3 [Fast!UTIL オプション（Fast!UTIL Options）] ページで [ 構成設定（Configuration 
Settings）] を選択し、<Enter> キーを押します。 

4 [ 構成設定（Configuration Settings）] ページで [ ホスト アダプタの設定（Host 
Adapter Settings）] を選択し、<Enter> キーを押します。

5 SCSI デバイスを検索する BIOS を設定します。

a [ ホスト アダプタの設定（Host Adapter Settings）] ページで [ ホスト アダプ
タ BIOS（Host Adapter BIOS）] を選択します。

b <Enter> キーを押して値を [有効（Enabled）] に切り替えます。 

c <Esc> キーを押して終了します。 

注意   IBM BladeCenter を使用する場合は、すべてのローカル ディスク ドライブを
サーバから切断します。
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選択可能な起動の有効化
選択可能な起動を有効にする必要があります。

選択可能な起動を有効にするには

1 [ 選択可能な起動設定（Selectable Boot Settings）] を選択して<Enter> キーを押
します。 

2 [ 選択可能な起動設定（Selectable Boot Settings）] ページで [ 選択可能な起動
（Selectable Boot）] を選択します。

3 <Enter> キーを押して値を [有効（Enabled）] に切り替えます。

起動 LUNの選択
アクティブ /パッシブ ストレージ アレイを使用する場合、選択した SP を起動 LUN
への優先（アクティブな）パスに置く必要があります。 どちらの SP が有効なパスに
あるかわからない場合は、ストレージ アレイ管理ソフトウェアを使用して調べます。 
ターゲット ID は BIOS で作成され、再起動ごとに変わる可能性があります。

起動 LUNを選択するには

1 カーソル キーを使用して、ストレージ プロセッサのリストで最初のエントリを
選択します。

2 <Enter> キーを押して、[ ファイバ チャネル デバイスの選択（Select Fibre 
Channel Device）] ページを開きます。 

3 カーソル キーを使用して、選んだ SP を選択し、<Enter> キーを押します。 

SPに接続されているLUNが1つだけの場合、そのLUNが起動LUNとして選択
され、手順4にスキップできます。 

SP に複数の LUNが接続されている場合、[LUN の選択（Select LUN）] ページ
が開きます。 矢印キーを使用して選択した LUNに位置を合わせ、<Enter>
キーを押します。 

その他のストレージ プロセッサがリストに表示されている場合、これらの
エントリーに位置を合わせて <C>キーを押すと、データがクリアされます。 

4 <Esc> キーを 2回押して終了します。

5 <Enter> キーを押して設定を保存します。
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最初に CD-ROMから起動するためのシステムの設定
VMware インストール CDは CD-ROMドライブにあるため、最初に CD-ROMから起
動するようにシステムを設定します。 そのためには、システム BIOS セットアップの
システム起動シーケンスを変更します。

たとえば、IBM X-Series 345 サーバの場合、次の手順を実行します。

1 システムを起動するときに、システムの BIOS Configuration/Setup ユーティリ
ティに入ります。

2 [ 起動オプション（Startup Options）] を選択し、<Enter> キーを押します。 

3 [ 起動シーケンス オプション（Startup Sequence Options）] を選択し、<Enter>
キーを押します。 

4 [ 最初の起動デバイス（First Startup Device）] を [CD-ROM] に変更します。

これで『インストール ガイド』の説明に従って、ESX Server システムをインストール
できます。 

SAN から起動するための Emulex FC HBA の設定
SAN から ESX Server を起動するように Emulex HBA BIOS を構成するには、次の作業
を実行します。

BootBIOS プロンプトを有効にするには 

BIOS を有効にするには 

BootBIOS プロンプトを有効にするには

1 ESX Server サービス コンソールまたは Linux コマンド プロンプトから、lputil

を実行します。

2 <3> キーの [ ファームウェアのメンテナンス（Firmware Maintenance）] を選択
します。

3 アダプタを選択します。

4 <6>キーの [起動 BIOS のメンテナンス（Boot BIOS Maintenance）]を選択します。

5 <1> キーの [ 起動 BIOS の有効化（Enable Boot BIOS）] を選択します。

注意   Emulex ドライバをロードする Linux Administration CD から ESX Server ホス
トを起動し、次に lputilを実行することを検討してください。
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BIOS を有効にするには

1 ESX Server マシンを再起動します。

2 Emulex プロンプトで <Alt>+<E> を押します。

a アダプタ（および BIOS サポート）を選択します。

b <2> キーの [ アダプタのパラメータを構成（Configure Adapter's 
Parameters）] を選択します。 

c <1> キーの [BIOS の有効化または無効化（Enable or Disable BIOS）] を選択
します。

d <1> キーを選択して BIOS を有効にします。

e <x>キーを選択して終了し、<N>キーを選択してメイン メニューに戻ります。

3 Emulex メイン メニューから、次の操作を実行します。

a 同じアダプタを選択します。 

b <1> キーの [ 起動デバイスの構成（Configure Boot Devices）] を選択します。

c 起動エントリーの場所を選択します。

d 2 桁の起動デバイスを入力します。

e 2 桁（16 進数）の起動 LUNを入力します（08など）。

f 起動 LUNを選択します。

g <1> キーの [WWPN] を選択します。 （DID ではなくWWPNを使用してこの
デバイスを起動します）。

h <x> キー を選択して終了し、<Y> キー を選択して再起動します。

4 起動してシステム BIOS に入り、起動コントローラ シーケンスで Emulex を先頭
に移動します。

5 SAN LUNで再起動し、インストールします。
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6

本章では、ESX Server システムを管理する方法、SANストレージを効率的に使用する
方法、およびトラブルシューティングの方法について説明します。 本章の内容は次の
とおりです。

問題と解決方法 （P.80）

問題を避けるためのガイドライン （P.81）

情報の取得 （P.81）

可視性の問題の解決 （P.84）

高度な LUN表示構成 （P.86）

N-Port ID の仮想化 （P.89）

マルチパス機能 （P.94）

フェイルオーバー （P.101）

VMkernel の構成 （P.103）

診断パーティションの共有 （P.104）

問題の回避と解決 （P.104）

SAN ストレージ パフォーマンスの最適化 （P.105）

パフォーマンスの問題の解決 （P.107）

SAN ストレージ バックアップに関する考慮事項 （P.113）

レイヤー化されたアプリケーション （P.115）

VMFS ボリュームの再署名 （P.117）

SAN ストレージを使用する
ESX Server システムの管理 6
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問題と解決方法
表6-1 に、頻繁に発生する問題と、その問題を解決する方法または問題について説明
されている場所への参照先を示します。 

表6-1  問題と解決方法  

問題 解決方法

LUN を VI Client で参照できない。 「可視性の問題の解決 （P.84）」を参照してください。

共有 LUNおよび LUN上のフォーマット済
み VMFS ファイルシステムが、その LUN に
アクセスする一部の ESX Server ホストで参
照できない。

「参照できない LUN の問題の解決 （P.84）」を参照して
ください。

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

これらのアクションは、VI Client で実行できます。 「マ
ルチパス機能 （P.94）」を参照してください。

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

これらのアクションは、VI Client で実行できます。 「マ
ルチパス機能 （P.94）」を参照してください。

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

「オペレーティング システム タイムアウトの設定 
（P.103）」を参照してください。

QLogic または Emulex HBA のドライバ オプ
ションをカスタマイズする。 

「SCSI コントローラのデバイス ドライバ オプションの設
定 （P.102）」を参照してください。

サーバが LUN にアクセスできない。または
アクセスが遅い。 

パスのスラッシングの可能性があります。 「パスのス
ラッシングの解決 （P.107）」を参照してください。

アクセスが遅い。 必要がない場合は、VMFS-2 ドライバおよび NFS ドライ
バをアンロードします。 「NFS ドライバの削除 
（P.110）」および「NFS ドライバの削除 （P.110）」を参
照してください。
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問題を避けるためのガイドライン
潜在的な問題を防ぐために、次のガイドラインに従ってください。

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

システムが設定したパス ポリシーは変更しないでください。 特に、アクティブ /
パッシブ アレイを使用する場合、パス ポリシーを [ 固定（Fixed）] に設定する
と、パスのスラッシングの原因になります。 

情報の取得
このセクションでは、HBA、状態、マルチパスなどに関する情報を検索する方法につ
いて説明します。 これらのタスクの実行中に問題が発生した場合は、「可視性の問題
の解決 （P.84）」を参照してください。

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

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

再スキャンする必要があります。 「再スキャンの使用 
（P.85）」を参照してください。

ストレージ管理者が、ESX Server がアクセ
スしていた LUNを削除または置き換える。

ストレージ管理者が、ESX Server システムで有効に使用
されていなかった LUN を削除したあと、同じ LUN 番号
を持つ新しい LUN を作成した場合、ESX Server システ
ムは新しい LUN にアクセスして VMFS データストアの
形式にフォーマットできます。 ただし、システムは新し
い LUNをスナップショットと認識するため、この LUN
に関連付けられた VMFS データストアをマウントできま
せん。 この問題を解決するには、再署名を有効にしま
す。 「オリジナル、スナップショット、または複製の
VMFS ボリュームをマウントするには （P.117）」を参照
してください。 ESX Server システムが削除された LUNを
使用すると、ESX Server システムとその仮想マシンが予
期しない動作をすることがあり、ESX Server のログ ファ
イルに重大なエラーが報告されます。 この場合のソ
リューションはありません。

表6-1  問題と解決方法 (Continued) 

問題 解決方法
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HBAタイプのリストを参照するには

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

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

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

ストレージ アダプタのリストが表示されます。 アダプタを選択すると、追加情報
が表示されます。 

データストア情報の表示
VI Client を使用して、すべてのフォーマット済みデータストアを表示し、特定のデー
タストアの詳細を確認します。

すべてのストレージ デバイスおよびその詳細を表示するには

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

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

データストアのリストが [ストレージ（Storage）] パネルに表示されます。 

選択したホストの VMFS 全体が表示されます。 VMFS でフォーマットされたスト
レージだけが表示されます。 

3 データストアの詳細を表示するには、データストアを選択します。
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[ 詳細（Details）] パネルに詳細情報が表示されます。 表示される情報には、場所
と機能、パス数、パス ポリシー、プロパティが含まれます。 エクステント情報も
含まれます。

エクステントは、VMFS でフォーマットされたパーティションです（LUNのピー
ス）。 たとえば、vmhba 0:0:14 は LUN で、vmhba 0:0:14:1 はパーティションです。 
1 つの VMFS ボリュームは複数のエクステントを持つことができます。 

図6-1  データストアの詳細

4 [ プロパティ（Properties）] をクリックして、プロパティの表示および変更を行
います。 

注意   省略形の vmhba は、仮想マシンが使用する SCSI コントローラではなく、
ESX Server システムの物理HBA（QLogic または Emulex）を指します。 

エクス
テント
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可視性の問題の解決
AX100 ストレージ アレイを使用している場合は、有効でない接続が原因で表示の問
題が発生することがあります。 「有効でない接続でのAX100 の表示の問題 （P.59）」
を参照してください。

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

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

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

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

最初の数字は、SCSI HBAを示します。したがって、システムが起動または再ス
キャンされた時点で停止していた FCまたは iSCSI があり、ESXが別の SCSI HBAで
物理デバイスにアクセスする必要が生じると、数字が変わる可能性があります。 

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

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

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

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

ケーブルの接続　ポートが表示されない場合、ケーブルの接続またはゾーニング
に問題がある可能性があります。 まずケーブルを確認してください。 

ゾーニング　特定のストレージ デバイスにアクセスを制限すると、セキュリ
ティが向上し、ネットワーク全体のトラフィックが減少します。 一部のストレー
ジ ベンダーは、単一イニシエータ ゾーンのみを許可しています。 この場合、HBA
は、複数のゾーンから 1つのターゲットだけが許可されます。 ほかのベンダー
は、複数イニシエータ ゾーンを許可しています。 ゾーニングの要件については、
ストレージ ベンダーのドキュメントを参照してください。 SAN スイッチ ソフト
ウェアを使用して、ゾーニングの構成と管理を行います。 
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LUNマスキング　ESX Server ホストが特定のストレージ デバイスを参照している
が、そのデバイスの予測される LUNを参照していない場合、LUNマスキングが
正しくセットアップされていない可能性があります。 

SAN から起動するためには、各 ESX Server ホストが必要な LUNだけを参照する
ようにします。 ESX Server が、自分が所有していない起動 LUNを参照できないよ
うにする必要があります。 ディスク アレイ ソフトウェアを使用して、ESX Server
ホストが参照するべき LUNだけを参照できるようにします。 

Disk.MaxLUNと Disk.MaskLUNs を設定し、必要な LUNを参照できるようにしま
す。 「Disk.MaxLUN でスキャンする LUNの数の変更 （P.86）」および
「Disk.MaskLUNs による LUNのマスキング （P.87）」を参照してください。

ストレージ プロセッサ　ディスク アレイに複数の SP がある場合は、アクセスす
る LUNを所有している SP に SAN スイッチが接続されていることを確認します。 
ディスク アレイによっては、1つの SP だけが有効で、ほかの SP は障害が発生
するまでパッシブである場合があります。 間違った SP（パッシブ パスの SP）に
接続していると、予測される LUNを参照できなかったり、LUNを参照できても
アクセスしようとするとエラーが発生することがあります。

再スキャンの使用
次のいずれかを実行するたびに再スキャンします。

SANの新しいディスク アレイを ESX Server ホストにゾーニングした。

SANディスク アレイで新しい LUNを作成した。 

ESX Serverホスト ディスク アレイのLUNマスキングを変更した。 LUNへのすべて
のパスをマスクしたあと、構成を更新するために LUNへのパスを使用してすべ
てのアダプタを再スキャンします。

ケーブルを接続しなおした。 

クラスタの ESX Server ホストを変更した。

ESX Server ホストでデータストア構成を変更した（データストアの新規作成、削
除、アップグレード、再署名、またはエクステントの追加など）。

注意   パスがダウンしているときは、再スキャンしないでください。 1 つのパスに障害
が発生した場合は、別のパスに引き継がれ、システムは完全に機能を継続します。 た
だし、パスが使用できないときに再スキャンをすると、ESX Server ホストはそのパス
をデバイスへのパス リストから削除します。 次回パスが有効なときに再スキャンを実
行するまで、このパスは ESX Server ホストで使用できなくなります。
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再スキャンを実行するには

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

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

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

データストアの削除 
VI Client を使用して、ESX Server ホストからデータストアを削除できます。 データス
トアを削除する前に、このデータストアにある仮想マシンを移行します。

データストアを削除するには

1 [ インベントリ（Inventory）] パネルでホストを選択します。 

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

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

4 [ 更新（Refresh）] をクリックし、使用可能なストレージ オプションの表示を
アップデートします。

高度な LUN表示構成
このセクションでは、LUNの番号の変更、LUNのマスキング、スパース LUNサポー
トの変更などの、多くの詳細な構成オプションについて説明します。

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

値を小さくすると、再スキャンの時間と起動時間の両方を短縮できます。 LUN を再ス
キャンする時間は、ストレージ アレイのタイプ、スパース LUNのサポートが有効か
どうかなど、いくつかの要因に依存します。 「Disk.SupportSparseLUNを使用したス
パース LUNサポートの変更 （P.88）」を参照してください。 

注意   LUN ID 番号が 255 よりも大きな LUNは検出できません。 
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Disk.MaxLUN の値を変更するには

1 VI Client のインベントリ パネルでホストを選択します。

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

3 表示されるダイアログボックスで、[ディスク（Disk）] を選択します。

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

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

ESX Server が一部の FC LUNにアクセスできないようにして、FCスイッチまたはFCデ
バイス LUNマスキング メカニズムを使用する場合に、このオプションを使用します。 

Disk.MaskLUNs の値を変更するには 

1 VI Client のインベントリ パネルでホストを選択します。

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

3 表示されるダイアログボックスで、[ディスク（Disk）] を選択します。
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4 [Disk.MaskLUNs] までスクロール ダウンし、次の書式を使用して既存の値を目的
の値に変更します。

<アダプタ >:<ターゲット >:<コンマで区切った LUN範囲のリスト >

5 [OK] をクリックします。 

6 再スキャンを実行します。

Disk.SupportSparseLUN を使用したスパース LUNサポートの変更
SCSI-3 標準をサポートしないデバイスで LUNをスキャンした場合、VMkernel は既定
の LUN ID 範囲内の各 LUNを順次方式で検索します。 デフォルトでは、VMkernel はス
パース LUNをサポートするように構成されますが、この構成ではその範囲のすべて
の LUNは存在しません。 

この範囲のすべての LUNがある場合は、[Disk.SupportSparesLUN] パラメータを無効
にできます。 この変更によって、LUNのスキャンに必要な時間が短縮されます。 
VMkernel は、その範囲の LUNのひとつが存在しないとすぐに LUNの検索を停止し
ます。

SCSI-3 標準をサポートする LUNの場合、[Disk.SupportSparseLUN] パラメータを変更
する必要はありません。 VMkernel は、LUN を順次スキャンしなくても ESX Server ホ
ストで使用可能なすべての LUNを検出できるような方法を使用します。

スパース LUNのサポートを無効にするには

1 VI Client のインベントリ パネルでホストを選択します。 

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

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

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

注意   サーバまたは SANが再構成され、ターゲットの LUNまたは vmhba の番号が変
更された場合、不正な LUNがマスクされたり公開されたりすることがあります。 
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N-Port ID の仮想化
N-Port ID の仮想化（NPIV）は ANSI T11 標準であり、これはいくつかのWWPN
（World Wide Port Name）を使用して 1つのファイバ チャネルHBA ポートをファブ
リックに登録する方法について説明しています。 これにより、ファブリックに接続し
たN-Port が複数のファブリック アドレスを要求できるようになります。 各アドレス
は、ファイバ チャネル ファブリックで一意のエンティティとして認識されます。

NPIV ベースの LUNアクセスの動作
スイッチ、HBA、ストレージ デバイス、仮想マシンのような SANオブジェクトには、
WWN（World Wide Name）識別子を割り当てることができます。 WWNはファイバ 
チャネル ファブリックにあるそれらのオブジェクトを一意に識別します。 仮想マシン
にWWNが割り当てられている場合、仮想マシンはすべての RDMトラフィックに対
してそれらのWWN割り当てを使用します。こうすることで、仮想マシンの任意の
RDMが参照する LUNが、WWNに対してマスクされないようにします。 仮想マシン
にWWNが割り当てられていない場合、仮想マシンは、ホストの物理HBAのWWN
を使用してストレージ LUNにアクセスします。 ただし、NPIV を使用して、SANのシ
ステム管理者は仮想マシン 1台ごとにストレージ アクセスの監視と経路設定ができ
ます。 次のセクションでは、この動作について説明します。

NPIV は 1 つの FC HBA ポートを有効にして、複数の一意なWWNをファブリックに
登録します。それぞれのWWNは各仮想マシンに割り当てることができます。 仮想マ
シンにWWNが割り当てられたときに、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）はWWN
のペア（WWPN（World Wide Port Name）とWWNN（ World Wide Node Name））を
含むようにアップデートされます。 VMkernel は、仮想マシンをパワーオンしたとき
に、LUNへのアクセスで使用する物理HBAで仮想ポート（VPORT）のインスタンス
を作成します。 VPORT は仮想 HBAであり、FCファブリックには物理HBAとして認識
されます。つまり、VPORT には一意の識別子（仮想マシンに割り当てられたWWN
のペア）があります。 各 VPORT は仮想マシンに特有のものです。仮想マシンをパ
ワーオフすると、VPORT はホストで無効化され、FC ファブリックに認識されなくな
ります。

NPIV を有効にすると、作成時に各仮想マシンに対して 4つのWWNのペア（WWPN
とWWNN）が指定されます。NPIV を使用している仮想マシンをパワーオンすると、
仮想マシンはこれらのWWNペアをそれぞれ順次使用して、ストレージへのアクセ
ス パスを検出しようとします。 インスタンス作成された VPORT の数は、ホストにあ
る物理HBAの数と同じで最大 4つあります。 VPORT は、物理パスが検出された各物
理HBAに作成されます。 各物理パスを使用して、LUNへのアクセスに使用する仮想
パスを決定します。NPIV に対応していないHBAは、HBA 上で VPORT をインスタン
ス作成できないため、この検出プロセスでスキップされることに注意してください。
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NPIV 使用の要件
仮想マシンにWWNを割り当ててNPIV を実装する前に、次の要件と制約に注意して
ください。

NPIV は、RDMディスクを使用する仮想マシンだけが使用できます。 通常の仮想
ディスクを使用する仮想マシンは、ホストの物理HBAのWWNを使用します。 
RDMの詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガ
イド』を参照してください。

NPIV をこのように実装するためには、ESX Server ホストの物理HBAは、そのホス
トで実行する仮想マシンがアクセスするすべての LUNに、物理HBAのWWNを
使用してアクセスできる必要があります。 

ESX Server ホストの物理 HBAは NPIV をサポートする必要があります。 現在、次の
ベンダーおよびHBAタイプでサポートしています。

QLogic　すべての 4 GB HBA でサポート。

Emulex　NPIV 互換のファームウェアを持つ 4 GB HBA

仮想マシン 1つあたり、4つのWWNペアのみが生成されます。

WWNが割り当てられている仮想マシンまたはテンプレートをクローン作成する
場合、そのクローンはWWNを保持しません。

使用するスイッチはNPIV に対応している必要があります。

ストレージ レベルでのアクセスにNPIV LUN を構成する場合、NPIV LUN の番号お
よびNPIV ターゲット ID が、物理 LUNおよびターゲット ID と一致していること
を確認します。 

WWNで仮想マシンを操作するには、常に VI Client を使用します。

注意   ストレージへのパスとして 4つの物理HBAをユーザーが持っている場合、SAN
のシステム管理者はすべての物理パスを仮想マシンにゾーニングする必要がありま
す。 一度に 1つのパスだけが有効になる場合でも、マルチパスをサポートする必要が
あります。
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仮想マシンへのWWNの割り当て
この仮想マシンの作成時に、RDMディスクを使用する新しい仮想マシンにWWNを
割り当てることができます。または、一時的にパワーオフした既存の仮想マシンに
WWNを割り当てることができます。 

RDMを使用して仮想マシンを作成するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーで [ インベントリ（Inventory）] をクリック
し、必要に応じてインベントリを展開します。

2 インベントリ リストでは、新しい仮想マシンを追加する管理ホストを選択します。

3 [ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] を選択し
ます。

新規仮想マシンウィザードが表示されます。

4 [ カスタム（Custom）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

5 仮想マシン名を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

6 データ センターのフォルダまたはルートを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

7 リソース プールのオプションを使用できる場合は、仮想マシンを実行するリ
ソース プールの場所までツリーを展開し、それをハイライト表示して、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

8 仮想マシン ファイルを保存するデータストアを選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

9 [ ゲスト OS（Guest operating system）] で、オペレーティング システム ファミ
リ（Microsoft Windows、Linux、Novell NetWare、Solaris、またはその他）を選
択します。

10 プルダウン メニューからバージョンを選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

11 プルダウン リストから仮想マシンに含まれる仮想プロセッサの数を選択し、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

12 メガバイト単位の数字を選択して仮想マシンのメモリ サイズを構成し、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

13 ネットワーク接続を構成し、[次へ（Next）] をクリックします。

14 仮想マシンで使用する SCSI アダプタのタイプを選択します。

15 [Raw デバイス マッピング（Raw Device Mapping）] を選択し、[ 次へ（Next）]
をクリックします。
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16 SAN ディスクまたは LUNのリストから、仮想マシンが直接アクセスする Raw 
LUN を選択します。

17 RDMマッピング ファイルのデータストアを選択します。 

RDMファイルは、仮想マシンのファイルが置かれているデータストアと同じデー
タストアに配置することも、異なるデータストアを選択することもできます。

18 物理または仮想、どちらかの互換モードを選択します。

物理互換モードは、ゲストOS がハードウェアに直接アクセスできるように
します。 物理互換は、仮想マシンで SAN対応のアプリケーションを使用し
ている場合に便利です。 ただし、物理互換の RDMを使用する仮想マシンは
クローン作成したり、テンプレートにしたり、ディスクのコピーを伴うよう
な移行を行ったりできません。

仮想互換では、RDMを仮想ディスクのように機能させることができるため、
スナップショット作成やクローン作成などの機能を使用できます。

選択に応じて、以降の画面では異なるオプションが表示されます。

19 [ 詳細オプションの指定（Specify Advanced Options）] ページでは、仮想デバイ
ス ノードを変更できて [次へ（Next）] をクリックします。

20 「WWNの割り当てまたは変更方法」の手順に従い、仮想マシンにWWNを割り
当てます。[新規仮想マシンの設定完了 (Ready to Complete New Virtual 
Machine)] ページでは、[ 完了前に仮想マシンの設定を編集（Edit the virtual 
machine settings before completion）] チェック ボックスを選択し、[次へ
（Next）] をクリックします。

RDMを使用して仮想マシンを作成したあと、その仮想マシンに仮想WWNを割り当
てることができます。 RDMを使用する既存の仮想マシンについて、WWN割り当てを
変更することもできます。 既存のWWNを編集する場合、必ず仮想マシンをパワーオ
フしてください。

注意   NPIV が有効になっている仮想マシンで VMotion を使用する場合は、仮想
マシンの構成ファイルが置かれているデータストアと同じデータストアに RDM
ファイルが配置されていることを確認してください。 NPIV が有効になっている場
合、データストア間で Storage VMotion または VMotion を実行することはでき
ません。 
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WWNの割り当てまたは変更方法

1 仮想マシンの ESX Server ホストがストレージ LUN ACL にアクセスできるように、
SANのシステム管理者がストレージ LUN ACL をプロビジョニングしていること
を確認します。

2 [ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを
開きます。

新規仮想マシンの場合、「RDMを使用して仮想マシンを作成するには」の説
明に従って仮想マシンを作成したあと、[新規仮想マシンの設定完了 (Ready 
to Complete New Virtual Machine)] ページで [作成タスクを送信する前に仮想
マシンの設定を編集する（Edit the virtual machine settings before submitting 
the creation task）]チェック ボックスを選択して、[続行（Continue）] をク
リックします。

既存の仮想マシンの場合、インベントリ パネルから仮想マシンを選択し、[設
定の編集（Edit Settings）]リンクをクリックします。

3 [ オプション（Options）] タブを選択します。

4 [ ファイバ チャネル NPIV（Fibre Channel NPIV）] を選択します。

5 表示されたダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。

[ 変更しない（Leave unchanged）]　既存のWWN割り当てを保持します。 こ
のダイアログ ボックスの読み取り専用 [WWNの割り当て（WWN 
Assignments）] セクションに、既存のWWN割り当てのノードとポートの
値が表示されます。

[ 新しいWWNを生成（Generate new WWNs）]　新しいWWNを生成して仮
想マシンに割り当て、既存のWWNを上書きします（HBAのWWNには影
響しません）。

[WWN割り当ての削除（Remove WWN assignment）]　仮想マシンに割り
当てられたWWNは削除され、仮想マシンはHBA WWNを使用してスト
レージ LUNにアクセスします。 新規仮想マシンを作成する場合、このオプ
ションは使用できません。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。 

注意   仮想マシンの既存のWWN割り当てを削除したり変更したりすると、
ストレージ LUNへの接続が失われます。
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マルチパス機能
マルチパスの概念の概要については、「パスの管理とフェイルオーバー （P.41）」を参
照してください。

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

現在のマルチパス状態を表示するには

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

2 [ ストレージ（Storage）] パネルで、データストアを 1つ選択します。 

そのデータストアに関する情報が [詳細（Details）] パネルに表示されます。 

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

注意   LUNとその LUNへのパスが多数ある SAN実装の場合、すべてのパスが列挙さ
れる前に ESX Server でリソースが不足することがあります。 この場合、ESX Server は
ストレージへのすべてのパスを認識できません。 これを防ぐには LUNへのパスの数
を減らします。
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4 データストアに複数のエクステントがある場合、[エクステント（Extents）] パ
ネルで、情報を表示または変更するエクステントを選択します。 

[ エクステント デバイス（Extent Device）] パネルに、デバイスの情報、このデ
バイスの VMFS データストア、パス選択のアルゴリズム、使用可能なパス、およ
び有効なパスが表示されます。 

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

[ 有効（Active）]　パスは機能しており、現在、データの転送に使用されて
います。 

[ 無効（Disabled）]　パスは機能しておらず、データを転送できません。 

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

[ 破損（Broken）]　ソフトウェアは、このパス経由でディスクに接続できま
せん。
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5 パス ポリシー [ 固定（Fixed）] を使用している場合に優先パスを表示するには、
[管理パス（Manage Paths）] をクリックします。

優先パスは、4番目の列にアスタリスク（*）が付いています。 

表 6-2 に、アレイのタイプおよびフェイルオーバー ポリシーによって ESX Server シ
ステムの動作がどのように変わるかをまとめています。

表6-2  パス ポリシーの影響

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

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

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

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

優先パスを使用して、VMkernel
がレジュームを試行。 このとき、
別の SP が LUN を所有している
ために、パスのスラッシングま
たは障害が発生する可能性があ
ります。 「パスのスラッシングの
解決 （P.107）」を参照してくだ
さい。
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LUN のマルチパス ポリシーの設定
デフォルトでは、ESX Server ホストは有効なパスと呼ばれる 1つのパスだけを使用し
て、いつでも特定のストレージ デバイスと通信します。 有効なパスを選択すると、
ESX Server は次のマルチパス ポリシーに従います。

[ 固定（Fixed）]　ディスクへの指定された優先パスを使用できる場合、ESX 
Server ホストは常にそのパスを使用します。 優先パスを介してディスクにアクセ
スできない場合は、代替パスが試されます。 [ 固定（Fixed）] は、アクティブ / ア
クティブ ストレージ デバイスに対するデフォルト ポリシーです。

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

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

ESX Server ホストは、検出したアレイの型とモデルに基づいてマルチパス ポリシーを
設定します。 検出したアレイがサポートされていない場合、アクティブ / アクティブ
として処理します。 サポートされているアレイについては、『ストレージ /SAN互換性
ガイド』を参照してください。 

VI Client でマルチパス ポリシーを設定するには

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

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

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

注意   ラウンド ロビンのロード バランシングは試験的サポートで、本番環境では
サポートされていません。 ホワイト ペーパー『Round-Robin Load Balancing』を
参照してください。

注意   手動で [最近の使用（Most Recently Used）] から [ 固定（Fixed ）] に変更する
ことは、お勧めしません。 このポリシーはシステムにより、このポリシーを必要とす
るアレイのために設定されているからです。 
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4 [ エクステント（Extent）] パネルで変更するデバイスを選択し、右側の [エクス
テント デバイス（Extent Device）] パネルの [ 管理パス（Manage Paths）] をク
リックします。

[管理パス（Manage Paths）] ウィザードが開きます。

5 [ ポリシー（Policy）] の下で、[ 変更（Change）] をクリックします。

[ポリシーの選択（Selection Policy）] ページが開きます。

6 マルチパス ポリシーを選択して、[OK] をクリックします。 

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

パスを無効にするには

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

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

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

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

[ 管理パス（Manage Paths）] ウィザードが開きます。

5 パスの下で、無効にするパスを選択し、[変更（Change）] をクリックします。

6 [ 無効（Disabled）] ラジオ ボタンを選択し、パスを無効にします。 
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パスを有効にするには

（メンテナンスの理由などで）パスを無効にした場合、パスを無効にする手順に従い、
[有効（Enabled）]ラジオ ボタンをクリックすることによってパスを有効にできます。 

固定パス ポリシーの場合の優先パスの設定
パス ポリシーに [ 固定（Fixed）] を使用している場合、優先パスが使用可能であれ
ば、サーバの使用に優先パスを指定します。 

優先パスを設定するには

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

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

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

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

[ 管理パス（Manage Paths）] ウィザードが開きます。

5 [ パス（Paths）] の下で、優先パスに設定するパスを選択し、[ 変更（Change）]
をクリックします。 

6 [ 優先（Preference ）] ペインで、[ 優先（Preference ）] をクリックします。 

[ 優先（Preferred）] を使用できない場合は、パス ポリシーが [ 固定（Fixed）] に
設定されていることを確認してください。 

7 [OK] を 2 回クリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを終了します。
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パスの管理と手動ロード バランシング
使用可能なパスの間でロード バランシングを行うと、パフォーマンスが向上します。 
HBA ごとに優先パスを変えることで、異なる LUNへ異なるパスを使用するようにシ
ステムをセットアップできます。 これは、アクティブ / アクティブ SP でのみ可能で、
パス ポリシーを [ 固定（Fixed）] に設定する必要があります。 

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

次に手動ロード バランシングの実行例を説明しています。

アクティブ /アクティブ アレイを使用している場合、ロード バランシングを行うよ
うに環境をセットアップできます。 図 6-2 に示すような設定について考えます。

アクティブ /アクティブ SP

ESX Server システム

各サーバに 4つのファイバ チャネルHBA

ディレクタ クラス ソフトウェア

図6-2  手動ロード バランシング

ロード バランシングを行うには、次のように優先パスを設定します。 

LUN 1： vmhba1:1:1
LUN 2： vmhba2:1:2
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LUN 3： vmhba3:2:3
LUN 4： vmhba4:2:4

「固定パス ポリシーの場合の優先パスの設定 （P.99）」を参照してください。

フェイルオーバー
パスのフェイルオーバーとは、LUNへの有効なパスが別のパスに変更されることで
す。通常、現在のパスの SANコンポーネントに発生した障害が原因です。 通常、1台
のサーバには 1つまたは 2つの HBAがあり、各 HBAが、指定された SANアレイの 1
つまたは 2つのストレージ プロセッサを参照します。 LUN のプロパティを参照する
ことで、有効なパス（現在サーバが使用しているパス）を判断できます。

図6-3  有効なパスとスタンバイ パス

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

注意   この例では 4つのHBAを使用していますが、ロード バランシングは 2つの
HBAから実行できます。

有効なパスとスタンバイ パス
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複数が破損するなど災害的な事例が発生した場合は、SANストレージ デバイスへの
すべての接続が失われることがあります。 機能しているストレージ デバイスへの接続
がない場合、いくつかの仮想マシンで仮想 SCSI ディスクに対する I/O エラーが発生
することがあります。

フェイルオーバー用のHBAタイムアウトの設定
I/O リトライ動作のタイムアウトは、通常、HBA BIOS ドライバで設定します （オペ
レーティング システムのタイムアウトを変更するには、「オペレーティング システム 
タイムアウトの設定 （P.103）」を参照してください）。 タイムアウト値は、30 秒に設
定することをお勧めします。

この値を設定するには、次のようにします。

QLogic HBA のタイムアウト値は、nをQLogic カードの BIOS の
PortDownRetryCountパラメータの値として、2*n + 5秒です。 モジュール パラ
メータ qlport_down_retryの値を変更して、パスの障害検出時間を変更できま
す（デフォルト値は BIOS 設定から取得されます）。 このパラメータの推奨される
設定値は 14です。 

Emulex HBA では、モジュール パラメータ lpfc_linkdown_tmo（デフォルトは
30）と lpfc_nodev_tmo（デフォルトは 30）の値を変更して、パスの障害検出
時間を変更できます。 ドライバは、2つのパラメータの最大値を使用してパスの
障害検出時間を決定します。  これらの推奨される設定は、デフォルトです。

これらのパラメータを変更するには、qlport_down_retryや lpfc_linkdown_tmo

など、追加のオプションをドライバに渡す必要があります。 次のセクションで、これ
らのオプションをドライバに渡す方法について説明します。 

SCSI コントローラのデバイス ドライバ オプションの設定
このセクションでは、QLogic、Emulex、またはその他の SCSI カード ドライバのデバ
イス ドライバ オプションを設定します。 

QLogic、Emulex、またはその他の SCSI カード ドライバのデバイス ドライバ オプ
ションを設定する

1 ファイル /etc/vmware/esx.confをバックアップし、編集用に開きます。 

ファイルには、次の例のように、SCSI デバイスごとに 1つのセクションがあり
ます。 

/device/002:02.0/class = "0c0400"
/device/002:02.0/devID = "2312"
/device/002:02.0/irq = "19"
/device/002:02.0/name = "QLogic Corp QLA231x/2340 (rev 02)"
/device/002:02.0/options = ""
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/device/002:02.0/owner = "vmkernel"
/device/002:02.0/subsysDevID = "027d"
/device/002:02.0/subsysVendor = "1014"
/device/002:02.0/vendor = "1077"
/device/002:02.0/vmkname = "vmhba0"

2 name行のすぐ下の options行を探し、適切な変更を行います。 

3 必要に応じて、同じドライバで制御されている各 SCSI アダプタに対して操作を
繰り返します。 

オペレーティング システム タイムアウトの設定
Windows ゲスト OSがフェイルオーバー時に長時間停止しないように、標準ディス
ク タイムアウト値を増やすことができます。 

Windows 2000 およびWindows Server 2003 ゲスト OSの場合、レジストリに融合し
たオペレーティング システム タイムアウトを設定できます。

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

1 Windows レジストリをバックアップします。 

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

3 左パネルの階層表示で、[HKEY_LOCAL_MACHINE]、[SYSTEM]、
[CurrentControlSet]、[Services]、[Disk] の順にダブルクリックします。

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

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

5 [OK] をクリックして、レジストリ エディタを終了します。

VMkernel の構成
ESX Server システムをインストールするときに、サービス コンソールの /パーティ
ションや /bootパーティションなど、さまざまなストレージ要素を配置する場所を
決定します。（ESX Server 3 のみ） さまざまなコンポーネントについては、『インス
トール ガイド』で詳しく説明しています。 
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診断パーティションの共有
ESX Server ホストにローカル ディスクがある場合、このディスクを診断パーティショ
ンに使用することが最も適切です。 理由の 1つは、コア ダンプを生成するようなリ
モート ストレージの問題が発生すると、コア ダンプが失われ、問題の解決が困難に
なるためです。 

ただし、SAN から起動するディスクレス サーバの場合は、複数の ESX Server システ
ムで SAN LUN 上の 1つの診断パーティションを共有できます。 複数の ESX Server シ
ステムが 1つの LUNを診断パーティションとして使用する場合、その LUNは、すべ
てのサーバからアクセスできるようにゾーニングする必要があります。 

サーバごとに 100MB の容量を必要とするため、LUNのサイズによって、共有できる
サーバの数が決まります。 各 ESX Server システムごとに、診断スロットにマッピング
されます。 サーバが診断パーティションを共有する場合は、16 スロット（1600MB）
以上のディスク領域を使用することをお勧めします。

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

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

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

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

障害に対する計画を立てる。

トポロジ マップを作成し、複数のコピーを作る。 エレメントごとに、エレメ
ントに障害が発生した場合の SANへの影響を検討する。 

設計上の重要な致命的な障害点を見落とさないように、さまざまなリンク、
スイッチ、HBA、およびその他のエレメントを削除してみる。

ESX Server ホストを稼働中システムにインストールするときは、ローカル インス
トールの間、ファイバ チャネル HBAを切断する。



VMware, Inc. 105

第 6章 SAN ストレージを使用する ESX Server システムの管理

ファイバ チャネル HBAが、スロットとバス速度を基準として、ESX Server ホスト
の正しいスロットにインストールされていることを確認する。 サーバで使用でき
るバス間で、PCI バスの負荷を分散する。 

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

SAN ストレージ パフォーマンスの最適化
一般的な SAN環境を最適化する 2つの主要な要因は、ストレージ アレイのパフォー
マンスとサーバのパフォーマンスです。 環境が適切に構成されている場合、SANファ
ブリック コンポーネント（特に SANスイッチ）は、サーバやストレージ アレイと比
べてレイテンシーが低いため、あまり影響を与えません。 スイッチ ファブリックを経
由するパスが多すぎない、つまり、スイッチ ファブリックが最高のスループットで
動作していることを確認してください。

ストレージ アレイ パフォーマンス
ストレージ アレイのパフォーマンスに問題がある場合は、ストレージ アレイのベン
ダーのドキュメントで関連情報を調べてください。 

LUN を割り当てるときは、各 LUNが多くの ESX Server ホストからアクセスされ、各
ホストで多くの仮想マシンが実行される可能性があることに注意してください。 1 つ
の ESX Server ホストで使用される 1つの LUNが、異なるオペレーティング システム
で実行される多様なアプリケーションからの I/O を提供する可能性があります。 この
ような多様なワークロードがかかるため、ESX Server LUN を含む RAID グループには、
ESX Server を実行しない別のホストが I/O の多いアプリケーション用に使用する LUN
を含めないでください。 

読み取り /書き込みキャッシュが有効であることを確認します。 

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

SAN ストレージ アレイは、I/O がすべてのストレージ アレイ パスの間でバランスが
とられるように、継続的な再設計と調整を必要とします。 この要件を満たすために、
すべての SP 間で LUNへのパスを分散し、最適なロード バランシングを提供します。 

注意   インストーラを使用すると、ほかのサーバが使用している SAN LUN を含め
て、アクセス可能なすべてのディスクを消去できます。
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詳細な監視によって、手動で LUNの分散を再調整する必要がある時期が示されます。 
「パスの管理と手動ロード バランシング （P.100）」に、例を示します。

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

サーバ パフォーマンス
最適なサーバ パフォーマンスを得るには、多くの要因について検討する必要があり
ます。 各サーバ アプリケーションは、次の条件を満たして、目的のストレージにアク
セスできる必要があります。

高い I/O レート（1秒あたりの I/O 処理数）

高いスループット（1秒あたりのメガバイト数）

最小限のレイテンシー（レスポンス タイム）

アプリケーションごとに要件は異なるため、ストレージ アレイの適切な RAID グルー
プを選択することで、これらの目標を達成できます。 パフォーマンスの目標を達成す
るには、次のようにします。

各LUNを、必要なパフォーマンス レベルを提供するRAIDグループに配置する。 割
り当てられた RAID グループにあるほかの LUNのアクティビティおよびリソー
ス使用率に注意してください。 I/O を行うアプリケーションが多すぎる高性能
RAID グループは、ESX Server ホストで実行されるアプリケーションで要求され
るパフォーマンス目標を達成できないことがあります。 

各サーバに、サーバがホスティングするすべてのアプリケーションでピーク時に
最大のスループットが得られるだけの十分な数のHBAがあることを確認する。 
I/O を複数のHBA に分散させることで、どのアプリケーションでもスループット
が高くなり、レイテンシーが低くなります。 

HBA に障害が発生した場合に備えて冗長性を提供するために、サーバが二重冗長
ファブリックに接続されていることを確認する。 

ESX ServerシステムにLUNまたはRAIDグループを割り当てるときは、複数のオペ
レーティング システムを使用し、リソースを共有します。 結果として、ESX 
Server システムを使用する場合にストレージ サブシステムの各 LUNで要求され
るパフォーマンスは、物理マシンを使用する場合よりも高くなることがありま
す。 たとえば、I/O の多いアプリケーションを 4つ実行しようとする場合は、ESX 
Server LUNに 4 倍のパフォーマンス容量を割り当てます。 

注意   現在、ESX Server ではダイナミック ロード バランシングはサポートされません。 
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複数のESX ServerシステムをVirtualCenterサーバと組み合わせて使用する場合は、
それに対応して、ストレージ サブシステムのパフォーマンスを高くする。 

ESX Server システムで実行されるアプリケーションが要求する未実行 I/O 数を、
HBAおよびストレージ アレイで処理できる I/O 数と一致させる。 

パフォーマンスの問題の解決
このセクションでは、パフォーマンスの監視と、パフォーマンスの問題を解決する方
法について説明します。

最高のパフォーマンスを得るために、各仮想マシンをストレージの適切なティアに配
置します。 「仮想マシンの選定 （P.43）」を参照してください。

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

ESX Server 3 では、サービス コンソールから esxtopツールも使用できます。 esxtop
の詳細については、『リソース管理ガイド』を参照するか、サービス コンソールから
マニュアル ページを参照してください。 esxtopを使用して、パフォーマンスをリア
ルタイムで監視できます。 ESX Server 3i を使用している場合、resxtopツールによっ
て同様の機能が提供されています。

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

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

アクティブ /パッシブ アレイを使用している。 

パス ポリシーが [ 固定（Fixed）] に設定されている。 

2台のホストが対立するパス順でLUNにアクセスしている。 たとえば、ホストAがSP 
Aを通じて番号が低い順に LUNにアクセスするように設定され、ホストBが SP B
を通じて番号が低い順に LUNにアクセスするように設定されている場合です。 
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パスのスラッシングは、ホスト Aであるパスが失われ、SP A へのパスだけを使用で
き、ホスト Bで別のパスが失われ、SP B へのパスだけを使用できる場合にも発生す
ることがあります。

この問題は、1つ以上のノードでHBA フェイルオーバーが発生したときに、直接接
続アレイ（AX100 など）でも発生することがあります。 

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

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

クラスタリングでは、同時に 1台のサーバだけが I/Oを発行します。 パスのスラッ
シングの問題は発生しません。 

これに対して、複数の ESX Server は同じ LUNに同時に I/O を発行できます。 

パスのスラッシングを解決するには

このようなアクティブ/パッシブ アレイにある同じLUNのセットを共有するすべ
てのホストが、同時に同じストレージ プロセッサにアクセスするようにします。 

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

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

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

アクティブ /パッシブ アレイの場合、指定された LUNを構成するストレージのす
べてのセクタには、同時に 1つの SP だけがアクセスできます。 所有権がスト
レージ プロセッサ間で渡されます。 これは、ストレージ アレイがキャッシュを
使用するため、SP A がディスクに書き込んで SP B のキャッシュを破壊しないた
めです。 SP は、操作を終了したときにキャッシュをフラッシュする必要があるた
め、所有権の移動には短い時間が必要です。 その時間中は、LUNに対する I/O は
どちらの SP でも処理できません。

アクティブ /アクティブ アレイの場合、アルゴリズムによって、ストレージへの
アクセスおよびキャッシュの同期をより細かく調整できます。 余分な時間を必要
とせずに、任意の SP を通じて同時にアクセスできます。
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AVT を使用するアレイは、I/O が到達するたびに LUNの所有権をさまざまな SP に渡
すことで、アクティブ /アクティブ アレイのように動作しようとするアクティブ /
パッシブ アレイです。 この方法は、クラスタリング セットアップでは有効ですが、
多くの ESX Server システムが異なる SP を通じて同じ LUNに同時にアクセスすると、
LUNのスラッシングが発生します。 

パスが選択される方法について考えます。

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

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

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

ESX Server ホストがそのようなパスを検出できなかった場合、ESX Server ホス
トは 1つのパスを選択し、（パスの反対側の終端の）SP に対し、LUNの所有
権をこの SP に移動するようにコマンドを送信します。 

このパス選択の結果として、パスのスラッシングが発生することがあります。 
サーバ Aが 1つの SP でのみ LUNに到達でき、サーバ Bが同じ LUNに別の SP
でのみ到達できる場合、両方で LUNの所有権を 2つの SP 間で移動し続け、LUN
の所有権が行き来します。 システムは所有権をすぐに移動するため、ストレージ 
アレイは I/O を全く処理できません（または、ごくわずかしか処理できません）。 
結果として、その LUNに依存するすべてのサーバで I/O のタイムアウトが始ま
ります。

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

この制限は、LUN上で有効な仮想マシンが 1つだけのときには適用されません。 この
場合、ストレージ アダプタのキューの深さによって、バンド幅が制限されます。

未処理のディスク要求の数を設定するには

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

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ 詳細設定（Advanced Settings）]
をクリックします。 
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3 左のパネルの [ ディスク（Disk）] をクリックし、
[Disk.SchedNumReqOutstanding] までスクロールします。 

4 パラメータ値を目的の数値に変更し、[OK] をクリックします。 

5 サーバを再起動します。 

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

この値を VMkernel で調整する場合は、ストレージ アダプタのキューの深さも調整で
きます。 「HBA キューの最大の深さの設定 （P.111）」を参照してください。 

VMFS-2 ドライバの削除
大量の VMFS データストアがあり、そのすべてが VMFS-3 の場合は、VMFS-2 ドライ
バをアンロードするとパフォーマンスを向上できます。 

コマンドライン プロンプトで、次のように入力します。

vmkload_mod -u vmfs2

データストアの更新、ストレージ アダプタの再スキャンなど、特定の管理動作の速
度が大幅に向上します。 ただし、このコマンドは現在の起動に対してのみ有効なた
め、再起動するたびにこの操作を繰り返す必要があります。

NFS ドライバの削除
NFS データストアを使用しない場合、コマンドライン プロンプトで次のように入力
してNFS ドライバをアンロードできます。 

vmkload_mod -u nfsclient

このコマンドは現在の起動に対してのみ有効なため、再起動するたびにこの操作を繰
り返す必要があります。

注意   このコマンドは、ESX Server 3 でのみ使用できます。ESX Server 3i には、サービ
ス コンソールがありません。 ESX Server 3i で使用される RCLI コマンドについては、
『リモート コマンドライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス ガ
イド』を参照してください。

注意   このコマンドは、ESX Server 3 でのみ使用できます。ESX Server 3i には、サービ
ス コンソールがありません。 ESX Server 3i で使用される RCLI コマンドについては、
『リモート コマンドライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス ガ
イド』を参照してください。
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SCSI 予約の削減
VMFS のファイル ロックまたはメタデータ ロックの取得を必要とする操作によって、
期限の短い SCSI 予約が発生します。 SCSI 予約は、LUN全体をロックします。 サーバに
よる過剰な SCSI 予約は、同じ VMFS にアクセスするほかのサーバのパフォーマンス
を低下させる原因になります。

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

仮想マシンのパワーオン

VMotion

仮想ディスク スナップショットを使用して実行する仮想マシン 

ファイルのオープンまたはメタデータ アップデートを必要とするファイル操作。 
（「メタデータ アップデート （P.32）」を参照）

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

HBA キューの最大の深さの設定
ESX Server には、適当なキューの深さを持つことをお勧めします。 ただし、HBAのパ
フォーマンスが十分でないと感じられる場合は、キューの最大の深さを変更できます。 

QLogic HBA のキューの深さの調整

次の手順で、QLogic qla2x00シリーズ アダプタのキューの最大の深さを調整できます。 

QLogic HBA のキューの最大の深さを設定するには

1 サービス コンソールに root としてログインします。

2 現在ロードされているQLogic HBA モジュールを確認します。

vmkload_mod -l | grep qla2300

HBA のモデルに応じて、次のいずれかのモジュールがロードされています。

注意   この手順は、ESX Server 3 でのみ使用できます。ESX Server 3i には、サービス コ
ンソールがありません。 ESX Server 3i で使用される RCLI コマンドについては、『リ
モート コマンドライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス ガイ
ド』を参照してください。
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qla2300_707（ESX Server 3.0.x）

qla2300_707_vmw（ESX Server 3.5）

3 次のコマンドを実行します。 

この例では、qla2300_707モジュールの場合を示します。 手順 2の結果に基づ
いて、適切なモジュールを使用してください。

a esxcfg-module -s ql2xmaxqdepth=64 qla2300_707

b esxcfg-boot –b

この場合、ql2xで表されるHBAの LUN のキューの深さは 64 に設定されます。

4 再起動します。

Emulex HBA のキューの深さの調整
Emulex HBA のキューの最大の深さを調整するには、次の手順に従います。 

Emulex HBA のキューの深さを変更するには

1 サービス コンソールに root としてログインします。

2 現在ロードされている Emulex HBA モジュールを確認します。

vmkload_mod -l | grep lpfcdd

HBA のモデルに応じて、次のいずれかのモジュールがロードされています。

lpfcdd_7xx

lpfcdd_732.o　この4GBドライバはESX Server 3.xに含まれています。 場合に
よっては、2GB ドライバにダウングレードする必要があります。 
http://kb.vmware.com/kb/1560391を参照してください。

3 システムの Emulex HBA のインスタンスが 1つの場合は、次のコマンドを実行し
ます。 

この例では、lpfcdd_7xxモジュールの場合を示します。 手順 2の結果に基づい
て、適切なモジュールを使用してください。

a esxcfg-module -s lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfcdd_7xx

b esxcfg-boot –b

注意   この手順は、ESX Server 3 でのみ使用できます。ESX Server 3i には、サービス コ
ンソールがありません。 ESX Server 3i で使用される RCLI コマンドについては、『リ
モート コマンドライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス ガイ
ド』を参照してください。

http://kb.vmware.com/kb/1560391
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この場合、lpfc0で表されるHBAの LUNのキューの深さは16に設定されます。

4 システムの Emulex HBA のインスタンスが複数の場合は、次のコマンドを実行し
ます。

a esxcfg-module -s "lpfc0_lun_queue_depth=16 
lpfc1_lun_queue_depth=16" lpfcdd_7xx

b esxcfg-boot –b

この場合、lpfc0と lpfc1の両方のHBAの LUNのキューの深さが 16 に設定さ
れます。

5 再起動します。

SAN ストレージ バックアップに関する考慮事項
SAN環境では、バックアップの目的は 2つあります。 最初の目的は、オンライン デー
タをオフライン メディアにアーカイブすることです。 このプロセスは、すべてのオン
ライン データに対して、定期的にスケジュールに従って繰り返されます。 もう 1つの
目的は、問題から復旧するために、オフラインデータへのアクセスを提供することで
す。 たとえば、データベースの復旧では、現在オンラインではないアーカイブされた
ログ ファイルの取得がしばしば必要となります。 

バックアップのスケジューリングは、多くの要因に依存します。

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

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

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

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

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

データ センター内のすべてのバックアップをスケジュールする時間。

個別のアプリケーションをバックアップするために必要な時間。

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

特定のアプリケーションを特定の時間枠で復旧する必要がある場合は、この要件を満
たすために、バックアップ プロセスでタイム スケジュールと特別なデータ処理を指
定する必要があります。 高速復旧では、失われたデータ コンポーネントに低速なオフ
ライン メディアでアクセスする必要性を最小限にする、またはなくすために、オン
ライン ストレージにある復旧ボリュームを使用する必要が生じることがあります。 

スナップショット ソフトウェア
スナップショット ソフトウェアを使用して、システム管理者は、ディスク サブシス
テム内に定義されている任意の単一仮想ディスクのコピーを即座に作成できます。 ス
ナップショット ソフトウェアは、さまざまなレベルで使用できます。 

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

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

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

バックアップ

災害復旧

複数の構成、バージョン、またはその両方の使用

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

データ マイニング（データのコピーを調べて、稼働中システムの負荷を減らす）

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

サード パーティのソフトウェアを使用すると、統一された環境を利用できます。 ただ
し、SAN が大規模になるに従い、サード パーティのスナップショット ソフトウェア
にかかる追加コストが高くなることに注意する必要があります。 
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スナップショットを使用してデータをバックアップする場合は、次の点に注意してく
ださい。

一部のベンダは、VMFS と RDMの両方についてスナップショットをサポートして
います。 両方がサポートされている場合は、ホストの仮想マシン ファイル シス
テム全体のスナップショットを作成するか、個々の仮想マシン（1つのディスク
につき 1つ）のスナップショットを作成することができます。 

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

詳細については、ストレージ ベンダーのドキュメントを参照してください。 

バックアップ ソリューションの選択
バックアップ ソリューションを選択するときは、バックアップが次のいずれか、ま
たはすべてを満たすように考慮します。

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

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

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

注意   ESX Server システムには、Consolidated Backup コンポーネントも含まれていま
す。詳細については、『仮想マシン バックアップ ガイド』を参照してください。
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ストレージ業者は通常、LUNのスナップショットおよび複製について、2種類の上級
サービスを提供しています。 

スナップショットでは、データのブロックが共通である LUNを効率的にコピーし
て容量を作成します。 一般的に、スナップショットはプライマリ LUNと同じア
レイでローカルに使用され、短時間でのバックアップ、アプリケーション テス
ト、フォレンジック、またはデータ マイニングを行います。

複製では、LUN全体のコピーを作成します。 複製は通常、アレイを分離させるの
に使用します。場合によっては、アレイやサイト全体の機能停止または破壊を招
くような大規模な停電から、サイトを保護するために分離します。

ESX Server システムを SANと組み合わせて使用する場合は、その条件下で、アレイ
ベースのツールとホストベースのツールのどちらがより適しているかを判断する必要
があります。

アレイベース（サード パーティ）のソリューション
アレイベースのソリューションについて検討するときは、次の点に注意してください。

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

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

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

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

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

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

注意   ESX Server システムには、Consolidated Backup コンポーネントも含まれていま
す。詳細については、『仮想マシン バックアップ ガイド』を参照してください。
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スナップショットは ESX Server ホストに無償で含まれています。 そのため、ファ
イルベースのソリューションは、アレイベースのソリューションよりもコスト効
率が良くなります。 

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

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

VMFS ボリュームの再署名 
各 ESX Server では VMFS ボリュームを見分ける必要があり、この目的でボリュームの
署名を利用します。 VMFS ボリュームを複製するかスナップショットを作成する場合、
コピーされた LUNの署名はコピー元の署名と同じになります。 ESX Server が認識する
2つの LUNの署名が同じ場合、ESX Server はその状況を操作して、どちらの LUNを
使用して登録した仮想マシンへアクセスするべきか混乱することから生じるダウンタ
イムを防止しなければなりません。 再署名とは、この問題を解決するために ESX 
Server 3.0 に導入された機能です。

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

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

1 ストレージで必要なタスクを実行します。

a アレイのスナップショットまたは複製を作成します。

b スナップショットまたは複製を ESX Server にマスクまたはゾーニングします。

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

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

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

5 新しい LUNまたは VMFS ボリュームがあるか再スキャンします。 スナップショッ
トまたは複製であると検出されたボリュームは再署名されます。

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



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

118 VMware, Inc.

再スキャンのあと、コピーされた VMFS ボリュームは /vmfs/volumes/snap-
<数字 >-<古いラベル >と表示されます。 

いずれかの仮想マシンの vmxファイルまたは仮想マシン スナップショットの
.vmsdファイルに /vmfs/volumes/<ラベルまたは UUID>/パスが含まれている
場合、これらの項目を変更して再署名されたボリューム パスを反映する必要が
あります。

6 再署名が完了したあと、LVM.EnableResignature オプションを 0に設定します。 

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

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

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

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

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

ESX Server がオリジナルの LUNにアクセスできるかどうかに関わらず、VMFS ボ
リュームのスナップショットまたは複製をこのアレイを使用して ESX Server ホ
ストに移動することはできません。

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

状態 2：EnableResignature=1、（DisallowSnapshotLUN は無関係）
この状態では、VMFS ボリュームのスナップショットまたは複製をオリジナルと同じ
サーバに安全に移動することができ、それらは自動的に再署名されます。

状態 3：EnableResignature=0DisallowSnapshotLUN=0 
ESX Server 2.x の動作に似ています。 この状態では、ESX Server は、ある LUNの 1つの
複製またはスナップショットだけを認識し、決して再署名しないことを前提としてい
ます。 これは、元の LUNにアクセスできない別のサイトなどの ESX Server の新しい
クラスタに、LUNの複製を移動するDRシナリオでは理想的です。 このような場合、
ESX Server は複製をオリジナルと同様に扱います。
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オリジナルの LUNにアクセスした状態で LUNのスナップショットまたは複製をサー
バに移動する場合は、この設定を使用しないでください。 この場合、次のような有害
な結果を引き起こす可能性があります。

1回または複数回、VMFS ボリュームのスナップショットを作成して、このスナッ
プショットを動的に ESX Server に公開する場合、最初のコピーだけが使用可能で
す。 使用可能なコピーは、プライマリ コピーの可能性が最も高いものです。 再起
動後、どのボリューム（ソースまたはスナップショットのいずれか）が使用可能
かは判断できません。 この判断できない動作は危険です。

複数にまたがるVMFSボリュームのスナップショットを作成した場合、ESX Serverホ
ストは、別のスナップショットに属するフラグメントからボリュームを再構築する
ことがあります。 これにより、ファイル システムが破損する可能性があります。 
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A

この付録では、さまざまなストレージ アレイのマルチパス セットアップ要件の
チェックリストを提供します。

マルチパス チェックリスト A
表 A-1.  マルチパス設定要件

コンポーネント コメント

すべてのストレージ ア
レイ

バッテリ バックアップがない場合、書き込みキャッシュを無効に
する。 

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

IBM TotalStorage DS 
4000（旧 FastT）

より最新のバージョンでは、デフォルト ホスト タイプを LNXCLま
たは VMwareにする必要がある。 
より最新のバージョンでは、ホスト タイプを LNXCLまたは
VMwareにする必要がある。

このホスト モードで、AVT（自動ボリューム転送）が無効。 

HDS 99xx および 95xxV
ファミリ

HDS 9500V ファミリ（Thunder）には 2つのホスト モードが必要。 
ホスト モード 1： [Standard] 
ホスト モード 2： [SUN Cluster]

HDS 99xx ファミリ（Lightning）および HDS Tabma（USP）では、
ホスト モードを [Netware] に設定する。 

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

EMC CLARiiON すべてのイニシエータ レコードが次のとおり。
Failover Mode = 1
Initiator Type = "Clariion Open"
Array CommPath = "Enabled" または 1
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HP MSA ホスト タイプが [Linux] である。
各 HBA ポートの接続タイプが [Linux] に設定されている。 

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

HP XP XP 128/1024/10000/12000 の場合、ホスト モードが
[0C (Windows)]、つまりゼロ C（Windows）に設定されている。

NetApp 特別な要件はなし。

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

アクティブ - パッシブ アレイのクラスタ化されたディスクをホス
ティングしているすべての LUNで、マルチパス ポリシーを [ 最近
の使用（Most Recently Used）] に設定する。 アクティブ -アクティ
ブ アレイの LUN では、マルチパス ポリシーを [ 最近の使用
（Most Recently Used）] または [ 固定（Fixed）] に設定できる。 
すべての FC HBA が同じモデルである。 

表 A-1.  マルチパス設定要件 （続き）

コンポーネント コメント
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B

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

この付録では、次のユーティリティについて説明します。

esxtop および resxtop ユーティリティ （P.123）

storageMonitor ユーティリティ （P.123）

esxtop および resxtop ユーティリティ
esxtopおよび resxtopコマンドライン ツールは、ESX Server リソースの使用率をリ
アルタイムで詳細に表示します。 ユーティリティの詳細については、『リソース管理
ガイド』を参照してください。

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

ユーティリティ B
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構成ファイルが指定されていない場合、storageMonitorはデフォルトの構成ファ
イル /etc/vmware/storageMonitor.confを解析し、特定のエラーをフィルタリン
グし、その他のエラーを表示します。 storageMonitorは、対話モードで実行するこ
とも、-dオプションを使用してデーモン モードで実行することもできます。

オプション
storageMonitorは、次のオプションのいずれかを使用して、ESX Server コマンド ラ
インから起動できます。

例
storageMonitor -p 60

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

storageMonitor -d -c myconf.conf

表B-1  storageMonitor コマンド ライン オプション

オプション 内容

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

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

-h ヘルプ情報を表示します。

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

-p 
<poll_interval>

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

-s storageMonitorが出力を標準出力に送信するように指定します。 こ
のオプションは、storageMonitorをデーモン モードで起動した場
合にのみ有効です（-dオプションを指定）。
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付録 B ユーティリティ

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

storageMonitor -d -l mylog.log -s

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



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

126 VMware, Inc.



VMware, Inc. 127

  

VMware, Inc. 127  

インデックス

ファイルの拡張子
.vmdk ファイル 18
[ 固定（Fixed）] パス ポリシー 43、

96、97
パスのスラッシング 108
優先パス 99

[ 最近の使用（Most Recently Used）] パ
ス ポリシー 96、97

パスのスラッシング 108
[ 管理パス（Manage Paths）] ダイアロ

グ ボックス 98

A
AVT 62、109
AX100
表示の問題 59
有効でない接続 59

B
BFS 用の BIOS の有効化 77
BIOS
BFS 用の Qlogic HBA の有効化 74
BFS 用の有効化 77

BusLogic
SCSI コントローラ 17
キューの深さ 50

C
CD-ROMからの起動 76
CD-ROM、起動 76
Consolidated Backup プロキシ 50
CPU 仮想化 16

D
disallowSnapshotLUN 118
Disk 86、87、88
disk.maskLuns 87
disk.maskLuns の変更 87
disk.maxLun 86、87
disk.maxLun の変更 87
Disk.SchedNumReqOutstanding パラ

メータ 109
disk.supportSparseLun 88
disk.supportSparseLun の変更 88
DRS 47
DS4000、SANフェイルオーバー用の

ハードウェアの構成 60

E
EMC CLARiiON 58
EMC Symmetrix 59
擬似 LUN 60

Emulex 90、102
Emulex FC HBA
lpfc_linkdown_tmo 102
NPIV サポート 90
SAN からの起動 76
デバイス ドライバ オプション 102

enableResignature 118
ESX 85
ESX Server
VMFS の共有 31
概要 14
メリット 28

ESX Server 3 14、69、103、107



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

128 VMware, Inc.  

  

ESX Server 3i 14、107
ESX Server システムとの対話 20
ESX Server と SAN、要件 49
esxtop ユーティリティ 123
EVA（HP StorageWorks）66

F
FC HBA セットアップ 51

H
HA 44
HBA 82、111

BFS 用の Qlogic HBA BIOS の有効
化 74

Emulex 76、90
Qlogic 74、90
キューの深さ 111
スタティック ロード バランシング 51
セットアップ 51
タイプ 82
タイプのリスト 82
タイムアウト 102

HBA キューの最大の深さ 111
HBA タイプのリスト 82
hostd 22
HP StorageWorks 64
EVA 66
MSA 64
XP 66

I
I/O 遅延 43、50
IBM TotalStorage DS4000 60
パスのスラッシング 64

IBM TotalStorage Enterprise ストレージ 
システム 64

iSCSI 19
ISL 61

L
LDAP 22
Linux
VMkernel 14
サービス コンソール 21
プロファイル名 64
ホスト タイプ 57

Linux Cluster ホスト タイプ 57
lpfc_linkdown_tmo パラメータ 102
lpfc_nodedev_tmo パラメータ 102
LSI Logic SCSI コントローラ 17
LSILogic のキューの深さ 50
LUN 50、85

1 つの VMFS ボリューム 49
disk.maskLuns 87
NPIV ベースのアクセス 89
大きなものを少数か、小さなものを

多数か 36
起動 LUN 75
起動 LUN の選択 75
決定 37
削除 86
作成、再スキャン 85
参照できない 84
スキャンする数 86
スキャンする数の変更 86
スパース 88
表示構成 86
表示と再スキャン 32
マスキングの変更と再スキャン 85
マルチパス ポリシー 97
マルチパス ポリシーの設定 97
割り当て 50

LUN の検出、VMkernel 33
LUN の削除 86
LUN マスキング 36、85
SAN からの起動 72

LUN を参照できない 84



VMware, Inc. 129

インデックス

  

  

M
maxLun 86
Microsoft Cluster Service 19、28、56
MRU パス ポリシー 96
MSA（HP StorageWorks）64
MSCS 28、56

N
N+1クラスタリング 45
net-snmpd 22
Netware ホスト モード 67
Network Appliance ストレージ 67
ストレージのプロビジョニング 67

NFS 19
NPIV（N-Port ID の仮想化）27、89

要件 90

P
PAM 22
Pluggable Authentication Module 22
Port_ID 27
PortDownRetryCount パラメータ 102

Q
QLogic 74、90、102
Qlogic FC HBA
NPIV サポート 90
PortDownRetryCount 102
SAN からの起動 74
デバイス ドライバ オプション 102

Qlogic HBA BIOS、BFS の有効化 74

R
RADIUS 22
Raw デバイス マッピング 19、39、58

マッピング ファイル 19
RDM 19、34、39、58
Microsoft Cluster Service 19
マッピング ファイル 19

resxtop 107

S
SAN 36、52、74、76、85、105、113
ESX Server のインストールの準

備 71
アレイ 31
インストールの考慮事項 53
サーバ フェイルオーバー 45
準備 72
ハードウェア フェイルオーバー 60
バックアップに関する考慮事

項 113
要件 49

SAN からの起動
Emulex FC HBA 76
ESX Server の要件 53
HBA 要件 53
LUN マスキング 72
Qlogic FC HBA 74
Qlogic HBA BIOS の有効化 74
インストールの準備 71
概念的な概要 70
概要 69
起動 LUNに関する考慮事項 53
診断パーティション 71
メリット 71
要件 52

SAN ストレージ パフォーマンス、最適
化 105

SAN ストレージ、メリット 28
SAN ファブリック 26
SAN フェイルオーバー用のハードウェ

アの構成
DS4000 60

SCSI 102、111
SCSI コントローラ、デバイス ドライバ 

オプション 102
SCSI 予約 31
SCSI 予約、削減 111



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

130 VMware, Inc.  

  

SDK 20
SNMP サーバ 22
SP の可視性、参照できない LUN 85
storageMonitor ユーティリティ 123

T
TimeoutValue パラメータ 50

V
VI Client 14、20
VI Web Access 14、20
Virtual Infrastructure SDK 20
vmauthd 22
VMFS 19、34、36、110、117

ESX Server での共有 31
LUN ごとに 1ボリューム 49
SCSI 予約 31
新しいボリュームの作成 19
エクステント数 19
最小サイズ 19
ロック 19

VMFS-2 ドライバ 110
VMFS-2 ドライバの削除 110
VMFS ボリュームの再署名 117
vmhba 83
VMkernel 14
LUN の検出 33
構成 103

VMM 14
VMotion 29、46、51
VMware 50
VMware Consolidated Backup プロキ

シ 50
VMware DRS 29、47
VMware HA 29、44
VMware Infrastructure Client 14

W
World Wide Name（WWN）89

World Wide Node Name
（WWNN）89

World Wide Port Name
（WWPN）26、62、89

仮想マシンへの割り当て 91
WWN 91

X
XP（HP StorageWorks）66

あ
アクセス
制御 36
ディスク アクセスの均一化 109

アクティブ 51、75、108
アクティブ /アクティブ ディスク アレ

イ 64、51、96、100
アクティブ/パッシブ ディスク アレイ 51
HP StorageWorks MSA 64

43、75、96
SAN からの起動 53
パスのスラッシング 108、109
パス ポリシーのリセット 81

アプリケーション、レイヤー化 115
アレイベース（サード パーティ）のソ

リューション 116

い
インストール
SAN 53
SAN からの起動の準備 71
手順 54

え
エクステント 19
定義 83

エクステント数 19

お
落とし穴 81



VMware, Inc. 131

インデックス

  

  

オペレーティング システム タイムアウト 103

か
可視性の 84
可視性の問題 84
仮想 109
仮想 SCSI HBA 17、20
仮想化 16
概要 22

仮想ポート（VPORT）89
仮想マシン
I/O 遅延 43
WWNの割り当て 91
選定 43
ディスク アクセスの均一化 109
デバイスの共有 22
デフォルト構成 33
優先順位付け 38

仮想マシンの選定 43
仮想マシンの優先順位付け 38
仮想マシン ファイル システム 19
仮想マシン モニタ 14
間接性 33
間接性レベル 33
管理アプリケーション 35

き
起動 BIOS プロンプトの BFS 用の有効

化 76
起動 BIOS プロンプト、BFS 用の有効

化 76
起動 LUN 75
起動 LUN、選択 75
キューの深さ 111
筐体内クラスタ 44
筐体間クラスタ 45

く
クラスタ サービス 44

け
ケーブル
接続のしなおしと再スキャン 85
接続の問題 84

ケーブルの 84
ケーブルを 85
ゲスト 50
現在の 94
現在のマルチパス状態 94

こ
構成
オプション 18
ストレージ プロセッサ認識データ 63

高度な 86
高度な LUN表示構成 86
固定 96、97、99
コマンド、SDK 20

さ
サード 114
サード パーティの管理アプリケーション 35
サード パーティのバックアップ パッ

ケージ 114
サーバ間での VMFS の共有 31
サーバ障害 44
サーバ パフォーマンス 106
サーバ フェイルオーバー 45
サービス コンソール 14、21、69、

103、107
インターフェイス 21
認証 21

災害復旧 30
最近の 96、97
再署名
オプション 118

再スキャン 85、86
LUN の作成 85
LUN の表示 32



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

132 VMware, Inc.  

  

LUN マスキング 85
ケーブルの接続のしなおし 85
ディスク アレイの追加 85
パスがダウンしているとき 85

サポート対象デバイス 57
参照できない LUN
SP の可視性 85
ケーブルの接続 84
ゾーニング 84
マスキング 85
問題 84

し
自動ボリューム転送 62
自動ボリューム転送の無効化 62
手動ロード バランシング 100
障害 44
使用可能な 100
情報の参照先 30
情報の取得 81
使用例 29
診断 104
診断パーティション 49
SAN からの起動 71
共有 104

診断パーティションの共有 104

す
スイッチ間リンク 61
スキャン、数の変更 86
スタンバイ パス ステータス 95
ストレージ アレイ
パフォーマンス 105

ストレージ システム
EMC Symmetrix 59
EMC CLARiiON 58
HP StorageWorks 64
Network Appliance 67
日立 67

ストレージ デバイス
詳細 82
表示 82

ストレージ デバイスの詳細 82
ストレージの選択 36
ストレージ プロセッサ
認識データ 63
認識データの構成 63
ポート構成 61

スナップショット 117
スナップショット ソフトウェア 114
スパース 88
スパース LUNのサポート 88
すべての 82

せ
制約 50
設計
サーバ障害に備えた 44

セットアップ手順 54
選択可能な起動の有効化 75
選択可能な起動、有効化 75
全般的な 49

そ
ゾーニング 84
ESX Server と 35
参照できない LUN 84

ゾーン
作成する場合 35
推奨サイズ 35
フェイルオーバー 35

ゾーンのサイズ 35
ソフトウェアの互換性 15
ソリューション 80

た
タイムアウト 102、103
だけが 85



VMware, Inc. 133

インデックス

  

  

ダンプ パーティション 49
共有 104

ち
直接接続 56

て
ディスク アクセスの均一化 109
ディスク アクセス、均一化 109
ディスク アレイ
ESX Server へのディスク アレイの

ゾーニング 85
アクティブ /アクティブ 51、96、

100
アクティブ /パッシブ 64、51、

75、96、108
ディスク共有 38
ディスク、構成オプション 18
データ アクセス 39
RDM 34
VMFS 34

データストアの削除 86
データストア、削除 86
テープ デバイス 52
テスト 56
デバイス ドライバ 14
デバイス ドライバ オプション 102
Emulex 102
Qlogic 102

と
ドライバ
VMFS-2 110
デバイス ドライバ 102

トラブルシューティング 80、104

に
認証デーモン 22

ね
ネットワーク仮想化 16

は
ハードウェアの互換性 15
ハイ ティア ストレージ 43
パス 108
無効化 98
有効化 98、99
優先 96、99

パスが 85
パス障害時の再スキャン 85
パス ステータス 95
パスの 98、100
パスの管理 41、100
パスのスラッシング 58、107、108
IBM TotalStorage DS4000 64

パスのフェイルオーバー 41
パスの無効化 98
パスの有効化 98、99
パスの横の * 96
パスの横のアスタリスク 96
パス ポリシー
MRU 96
固定 43、96、97
最近の使用 97
ラウンド ロビン 97

パス ポリシーのリセット
アクティブ /パッシブ ディスク ア

レイ 81
バックアップ
サード パーティのバックアップ 

パッケージ 114
ソリューション 115

50
考慮事項 113

パッシブ ディスク アレイ 51、64、75、96
パスのスラッシング 108

パフォーマンス 105、106



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

134 VMware, Inc.  

  

SCSI 予約 31
VMFS-2 ドライバの削除 110
監視 107
最適化 105
問題 107

パフォーマンスの 107
パフォーマンスの監視 107
ハブ コントローラの問題 66
パラメータ、lpfc_nodedev_tmo 102
マルチパス状態 94

ひ
非活動のパス 95
日立データ システム ストレージ 67
マイクロコード 67

表示の問題、AX100 59
ヒント 38

ふ
フェイルオーバー 41、45、101

FAStT ストレージ 60
HBA 102
I/O 遅延 43
ゾーン 35

フェイルオーバー用の 102
複数のエクステント 83
物理 /仮想クラスタリング 45
プロファイル名、Linux 64
分散ロック 19

ほ
ポート アドレス 27
ポート、構成 61
ホスト デーモン 22
ホスト タイプ 57
ボリュームの再署名 117

ま
マイクロコード、日立データ システム

ストレージ 67
マスキング 36
disk.maskLuns による 87
参照できない LUN 85

マッピング ファイル 19
マルチパス機能 94
マルチパス ソフトウェア 34
マルチパス ポリシー 97

み
未処理の 109
未処理のディスク要求 109
未処理のディスク要求の数 109
ミッド ティア ストレージ 43

む
無効なパス ステータス 95

め
メタデータ アップデート 32
メモリ仮想化 16
メリット 28
メンテナンス 29

も
問題 80
回避 104
可視性 84
パフォーマンス 107
ハブ コントローラ 66

問題の 104
問題の解決 104
問題の回避 104

ゆ
有効なパス ステータス 95
優先パス 96、99
ユーティリティ
esxtop 123



VMware, Inc. 135

インデックス

  

  

storageMonitor 123

よ
要件 49
SAN からの起動 52

予約
SCSI 予約の削減 111

ら
ラウンド 97
ラウンド ロビンのパス ポリシー 97

り
リソース使用率の最適化 46
リソース使用率、最適化 46

れ
レイヤー化されたアプリケーション 115
レイヤー化された 115

ろ
ロー ティア ストレージ 43
ロード バランシング 29、51
手動 100

ロック 19
メタデータ アップデート 32

わ
割り当て 50



ファイバ チャネル SAN 構成ガイド

136 VMware, Inc.  

  


	ファイバ チャネルSAN構成ガイド
	目次
	本書について
	VMware ESX Serverの概要
	ESX Serverの概要
	システム コンポーネント
	ソフトウェアおよびハードウェアの互換性

	仮想化について
	CPU、メモリ、およびネットワークの仮想化
	仮想SCSI
	ディスク構成オプション
	仮想マシン ファイル システム
	Rawデバイス マッピング
	仮想SCSIホスト バス アダプタ


	ESX Serverシステムとの対話
	VMware VirtualCenter
	ESX Server 3のサービス コンソール

	仮想化の概要

	ESX Serverとファイバ チャネルSANとの併用
	ストレージ エリア ネットワークの概念
	ESX ServerとSANの使用の概要
	ESX ServerとSANを併用するメリット
	ESX ServerとSANの使用例
	詳細情報の参照先

	SANアレイとESX Serverを併用する場合の特性
	複数のESX ServerでのVMFSの共有
	メタデータ アップデート
	LUNの表示と再スキャン
	ホスト タイプ
	間接性レベル
	データ アクセス： VMFSまたはRDM
	サード パーティの管理アプリケーション
	ゾーニングとESX Server
	アクセス制御（LUNマスキング）とESX Server

	VMFSとSANストレージの選択について
	大きなLUNまたは小さなLUNの選択
	LUNの決定
	予測型スキーム
	適合型スキーム

	LUNの決定に関するヒント

	データ アクセスについて
	パスの管理とフェイルオーバー
	仮想マシンの選定
	サーバ障害に備えた設計
	VMware HAの使用
	クラスタ サービスの使用
	サーバ フェイルオーバーとストレージに関する考慮事項

	リソース使用の最適化
	VMotionを使用した仮想マシンの移行
	VMware DRSを使用した仮想マシンの移行


	要件とインストール
	全般的なESX ServerのSAN要件
	ESX ServerとSAN併用の制約
	LUN割り当ての設定
	ファイバ チャネルHBAの設定

	推奨事項
	SANからESX Serverを起動するための要件
	インストールおよびセットアップの手順

	ESX Serverと併用するSAN ストレージ デバイスの設定
	セットアップの概要
	テスト
	サポート対象デバイス

	一般的なセットアップの考慮事項
	EMC CLARiiONストレージ システム
	EMC CLARiiON AX100とRDM
	有効でない接続でのAX100の表示の問題
	ホスト構成変更のアレイへの反映

	EMC Symmetrixストレージ システム
	IBM TotalStorage DS4000ストレージ システム
	DS4000ストレージ サーバでSANフェイルオーバーを使用するためのハードウェアの構成
	ストレージ プロセッサ ポート構成の確認
	自動ボリューム転送の無効化
	ストレージ プロセッサ認識データの構成
	IBM TotalStorage DS4000とパスのスラッシング

	IBM TotalStorage 8000
	HP StorageWorksストレージ システム
	HP StorageWorks MSA
	プロファイル名をLinuxに設定する
	ハブ コントローラの問題

	HP StorageWorks EVA
	HP StorageWorks XP

	日立データ システム ストレージ
	Network Applianceストレージ

	ESX ServerシステムでのSAN からの起動の使用
	SANからの起動の概要
	SANからの起動の動作方法
	SANから起動するメリット

	SANから起動するための準備
	はじめに
	SANからの起動モードでのLUNマスキング
	SANの準備
	イニシエータ数の最小化

	SANから起動するためのFC HBAの設定
	SANから起動するためのQLogic FC HBAの設定
	QLogic HBA BIOSの有効化
	選択可能な起動の有効化
	起動LUNの選択
	最初にCD-ROMから起動するためのシステムの設定

	SANから起動するためのEmulex FC HBAの設定


	SANストレージを使用するESX Serverシステムの管理
	問題と解決方法
	問題を避けるためのガイドライン
	情報の取得
	HBA情報の表示
	データストア情報の表示

	可視性の問題の解決
	LUN名の表記について
	参照できないLUNの問題の解決
	再スキャンの使用
	データストアの削除

	高度なLUN表示構成
	Disk.MaxLUNでスキャンするLUNの数の変更
	Disk.MaskLUNsによるLUNのマスキング
	Disk.SupportSparseLUNを使用したスパースLUNサポートの変更

	N-Port IDの仮想化
	NPIVベースのLUNアクセスの動作
	NPIV使用の要件
	仮想マシンへのWWNの割り当て

	マルチパス機能
	現在のマルチパス状態の表示
	LUNのマルチパス ポリシーの設定
	パスの無効化と有効化
	固定パス ポリシーの場合の優先パスの設定
	パスの管理と手動ロード バランシング

	フェイルオーバー
	フェイルオーバー用のHBAタイムアウトの設定
	SCSIコントローラのデバイス ドライバ オプションの設定
	オペレーティング システム タイムアウトの設定

	VMkernelの構成
	診断パーティションの共有
	問題の回避と解決
	SANストレージ パフォーマンスの最適化
	ストレージ アレイ パフォーマンス
	サーバ パフォーマンス

	パフォーマンスの問題の解決
	パフォーマンスの監視
	パスのスラッシングの解決
	パスのスラッシングについて
	仮想マシン間のディスク アクセスの均一化
	VMFS-2ドライバの削除
	NFSドライバの削除
	SCSI予約の削減
	HBAキューの最大の深さの設定
	QLogic HBAのキューの深さの調整
	Emulex HBAのキューの深さの調整


	SANストレージ バックアップに関する考慮事項
	スナップショット ソフトウェア
	サード パーティのバックアップ パッケージの使用
	バックアップ ソリューションの選択

	レイヤー化されたアプリケーション
	アレイベース（サード パーティ）のソリューション
	ファイルベース（VMFS）のソリューション

	VMFSボリュームの再署名
	オリジナル、スナップショット、または複製のVMFSボリュームのマウント
	再署名オプションについて
	状態1：EnableResignature=0、DisallowSnapshotLUN=1（デフォルト）
	状態2：EnableResignature=1、（DisallowSnapshotLUNは無関係）
	状態3：EnableResignature=0DisallowSnapshotLUN=0



	マルチパス チェックリスト
	ユーティリティ
	esxtopおよびresxtopユーティリティ
	storageMonitorユーティリティ
	オプション
	例


	インデックス


