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この章では、『サーバ構成ガイド』の内容と、VMware®のテクニカル リソースおよび
エデュケーション リソースについて紹介します。

この章では、次のトピックを取り上げます。

本書について（P.11）

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース（P.14）

本書について
本書『サーバ構成ガイド』では、仮想スイッチおよびポートを作成する方法や、仮想
マシン、VMotion、IP ストレージ、およびサービス コンソール用にネットワークを設
定する方法など、ESX Server に関するネットワークの構成方法についての情報を示し
ます。また、ファイル システムや、iSCSI、ファイバ チャネルといった各種ストレー
ジの構成についても取り上げます。ESX Server インストールの保護をサポートするた
め、ESX Server に内蔵されたセキュリティ機能と、ESX Server を攻撃から守る対策に
ついてもこのガイドで説明します。さらに、ESX Server テクニカル サポート コマン
ドを、対応する VI クライアントのコマンドおよび vmkfstoolsユーティリティの説
明と一緒に一覧にして示します。

はじめに
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改訂履歴
本書は、製品の各リリース時、または必要に応じて改訂されます。改訂されたバー
ジョンには、多少の変更、または 大幅な変更が含まれる可能性があります。表 P-1
は、本書の改訂履歴です。

対象読者
本書は、ESX Server 3 のインストール、アップグレード、または ESX Server 3 を使用
する方を対象にしています。本書に掲載されている情報は、Windows または Linux
のシステム管理者としての経験をお持ちで、仮想マシン テクノロジおよびデータセン
ター操作に詳しい方を対象としています。

ドキュメントのフィードバック 
このドキュメントに関するご意見がございましたら、次のアドレスまでフィードバッ
クを送信してください。

docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure に関するドキュメント
VMware Infrastructure に関するドキュメントは、VirtualCenter と ESX Server のドキュ
メントを組み合わせたセットになります。

本書の最新バージョンおよび他のマニュアルは、以下のWebサイトでご覧いただけ
ます。

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

表 P-1.  改訂履歴

改訂 内容

20060615 VMware Infrastructure 3『サーバ構成ガイド』の ESX Server 3.0 および
VirtualCenter 2.0 バージョンです。本書の初版です。

20060925 VMware Infrastructure 3『サーバ構成ガイド』の ESX Server 3.0.1 および
VirtualCenter 2.0.1 バージョンです。 この版には、ストレージおよびネッ
トワーク構成情報に関する多少の変更が含まれています。

mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/support/pubs
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スタイル
本書では、表 P-2 のスタイル規則を使用しています。

グラフィックで使用される略語
本書のグラフィックでは、表 P-3 の略語を使用しています。

表 P-2.  本書で使用されるスタイル規則

スタイル 目的

青字（オンラインのみ） 相互参照、Webアドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

<山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

表 P-3.  略語

略語  説明

VC VirtualCenter

VI Virtual Infrastracture クライアント

サーバ VirtualCenter サーバ

データベース VirtualCenter データベース

ホスト n VirtualCenter 管理対象ホスト

VM# 管理対象ホスト上の仮想マシン

ユーザー # アクセス権を持つユーザー

ディスク # 管理対象ホスト用ストレージ ディスク

データストア 管理対象ホスト用ストレージ

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

tmplt テンプレート
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テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、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。

セルフ サービス サポート
お客様が問題を自身で解決するツールとして、あるいはテクニカル情報として、以下
の VMware Technology Network（VMTN）をご利用いただけます。

製品情報　http://www.vmware.com/products/

技術情報　http://www.vmware.com/vcommunity/technology

ドキュメント　http://www.vmware.com/support/pubs

VMTN ナレッジ ベース　http://www.vmware.com/support/kb

ディスカッション フォーラム　http://www.vmware.com/community

ユーザー グループ　http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html

VMware Technology Network の詳細については、http://www.vmtn.net をご覧くだ
さい。

オンラインおよび電話サポート
テクニカル サポート リクエストの提出、製品情報や契約情報の表示、および製品の
登録には、オンライン サポートをご利用いただけます。
http://www.vmware.com/support の情報をご覧ください。

該当するサポート契約を締結されているお客様は、電話サポートを利用して
Severity1 の問題に対する迅速なサポートを受けてください。
http://www.vmware.com/support/phone_support.html の情報をご覧ください。

サポート サービス
ヴイエムウェアのサポート サービスがお客様のビジネス ニーズにどのように対応で
きるかをご確認ください。http://www.vmware.com/support/services の情報をご覧く
ださい。

ヴイエムウェア エデュケーション サービス
弊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。詳しくは弊社Web サイトにある VMware Education Services のページ 
（http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
http://www.vmware.com/support/kb
http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity
http://www.vmware.com/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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『サーバ構成ガイド』では、ESX Server ホストのネットワーク、ストレージ、および
セキュリティの構成を実行するために必要なタスクについて説明します。また、これ
らのタスクや、ニーズに合わせて ESX Server ホストを配備する方法を理解しやすいよ
うに、概要、推奨事項、および概念の説明を記載しています。『サーバ構成ガイド』
の情報を使用する前に、システム アーキテクチャと、仮想インフラストラクチャシ
ステムを構成する物理デバイスおよび仮想デバイスの概要について、『仮想インフラ
ストラクチャの概要』をお読みください。

ここでは、必要な情報を見つけやすいように、本書の内容をまとめます。本書では、
次の題目について言及しています。

ESX Server ネットワーク構成

ESX Server ストレージ構成 

ESX Server セキュリティ機能

ESX コマンド リファレンス

vmkfstoolsコマンド

ネットワーク
ESX Server ネットワークの章では、物理ネットワークと仮想ネットワークの概念的な
内容、ESX Server ホストのネットワーク接続の構成に必要な基本タスクの説明、高度
なネットワークのトピックおよびタスクについて説明します。ネットワークのセク
ションには、次の章があります。

「ネットワーク」　ネットワークの概念を紹介し、ESX Server ホストのネットワー
クを設定するときに実行する必要のある最も一般的なタスクを順を追って説明し
ます。

概要 1
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「高度なネットワーク」　MACアドレスの設定、仮想スイッチおよびポートの編
集、DNS ルーティングなど、高度なネットワーク タスクを取り上げます。また、
ネットワーク構成の効率を高めるヒントを示します。

「ネットワーク シナリオと トラブルシューティング」　一般的なネットワーク構
成とトラブルシューティングについて説明します。

ストレージ
ESX Server ストレージの章では、ストレージの基本概念、ESX Server ホストのスト
レージを構成および管理するために行う基本タスクの説明、rawデバイス マッピン
グの設定方法について説明します。ストレージのセクションには、次の章があります。

「ストレージの概要」　ESX Server ホスト用に構成できるストレージのタイプを紹
介します。

「ストレージの構成」　ローカル SCSI ストレージ、ファイバ チャネル ストレージ、
および iSCSI ストレージの構成方法を説明します。また、VMFS ストレージと
ネットワークに接続されたストレージも取り上げます。

「ストレージの管理」　既存のデータストアと、データストアを構成するファイル 
システムの管理方法を説明します。

「Rawデバイス マッピング」　rawデバイス マッピング、このタイプのストレージ
の構成方法、および、マルチパス、フェイルオーバーなどの設定による rawデ
バイス マッピングの管理方法について説明します。

セキュリティ
ESX Server セキュリティの章では、ヴイエムウェアが ESX Server に組み込んだ予防手
段と、セキュリティの脅威から ESX Server ホストを保護するための対策について説明
します。これらの対策には、ファイアウォールの使用、仮想スイッチのセキュリティ
機能の活用、およびユーザー認証と権限の設定が含まれます。セキュリティのセク
ションには、次の章があります。

「ESX Serverシステムの セキュリティ」　データに対するセキュリティ環境の確保
に役立つ ESX Server 機能を紹介し、セキュリティに関連するシステム設計の概要
を説明します。

「ESX Server構成のセキュリティ」　ESX ServerホストおよびVMware VirtualCenter
用にファイアウォール ポートを構成する方法、仮想スイッチと VLANを使用し
て仮想マシンをネットワーク上で確実に分離する方法、および iSCSI ストレージ
を保護する方法について説明します。
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「認証およびユーザー管理」　ユーザー、グループ、権限、およびロールを設定し
て、ESX Server ホストおよび VirtualCenter へのアクセスを制御する方法を説明し
ます。また、暗号化および委任ユーザーについて説明します。

「サービス コンソールの セキュリティ」　サービス コンソールに組み込まれたセ
キュリティ機能を説明し、これらの機能の構成方法を示します。

「セキュリティの導入と推奨事項」　いくつかの構成例を挙げ、独自の ESX Server
を設定するときに考慮しなければならない問題点を挙げます。また、この章で
は、仮想マシンの安全性を強化するために行う措置についても説明します。

付録
『サーバ構成ガイド』の付録には、ESX Server ホストの構成で役立つ専門的な内容が
記載されています。

「ESX テクニカル サポート コマンド」　SSHなどのコマンド ライン シェルを通じ
て実行できる、ESX Server 構成コマンドについて取り上げます。これらのコマン
ドを利用することはできますが、スクリプト作成の基礎となる API として考えな
いでください。これらのコマンドは変更される可能性があり、ヴイエムウェアで
は、ESX Server 構成コマンドに依存するアプリケーションやスクリプトをサポー
トしていません。この付録では、これらのコマンドに同等の VMware Virtual 
Infrastructure Client プロシージャを示します。

「vmkfstools の使用」　iSCSI ディスクに対する管理と移行のタスクに使用できる、
vmkfstoolsユーティリティについて説明します。
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2

この章では、ESX Server 環境におけるネットワークの基本概念と、仮想インフラスト
ラクチャ環境でのネットワークの設定および構成方法を順を追って説明します。

Virtual Infrastructure (VI) Client を使用して、3つのタイプのネットワーク サービスを
反映する次の 3つのカテゴリに基づいて、ネットワークを追加します。

仮想マシン

VMkernel

サービス コンール

この章では、次のトピックを取り上げます。

ネットワークの概念（P.22）

ネットワーク サービス（P.27）

VI クライアントでネットワーク情報を表示する（P.27）

ネットワーク タスク（P.29）

仮想マシンに対する仮想ネットワーク構成（P.29）

VMkernel の構成（P.33）

サービス コンソールの構成（P.37）

ネットワーク 2
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ネットワークの概念
仮想ネットワークを完全に理解するには、いくつかの概念を知ることが大切です。
ESX Server 3.0 を初めて利用される方は、このセクションに目を通しておくことをお
勧めします。

概念の概要
物理ネットワークとは、互いにデータをやり取りできるように接続された、物理
マシンからなるネットワークです。VMware ESX Server は、物理マシン上で稼動
します。

仮想ネットワークとは、互いにデータをやり取りできるように論理的に接続された、
1台の物理マシンで稼動する複数の仮想マシンからなるネットワークです。仮想
マシンは、ネットワークを追加するプロシージャで作成する、仮想ネットワークに接
続できます。各仮想ネットワークは、単一の仮想スイッチによって管理されます。仮
想ネットワークを物理ネットワークに接続するには、1つまたは複数の物理イーサ
ネット アダプタ（アップリンク アダプタとも呼ばれます）を仮想ネットワークの仮
想スイッチに関連付けます。仮想スイッチに関連付けられたアップリンク アダプタ
が存在しない場合、仮想ネットワーク上のいずれのトラフィックも物理ホスト マシン
内に隔離されます。1つまたは複数のアップリンク アダプタを仮想スイッチに関連付
けると、その仮想ネットワークに接続された仮想マシンは、アップリンク アダプタ
に接続された物理ネットワークにもアクセスすることができます。

物理イーサネット スイッチは、物理ネットワーク上のマシン間のネットワーク トラ
フィックを管理します。1つのスイッチには複数のポートがあり、それぞれネット
ワーク上のもう 1台のマシンまたは別のスイッチに接続することができます。各
ポートは、接続しているマシンのニーズによって、特定の動作を取るように構成する
ことができます。スイッチは、どのホストがどのポートに接続されているかを学習
し、その情報を使って適切な物理マシンにトラフィックを転送します。スイッチは、
物理ネットワークの中心です。複数のスイッチをつなげて、ネットワークの規模を拡
大することもできます。

仮想スイッチ vSwitch は、物理イーサネット スイッチとほとんど同じ働きをします。
仮想スイッチは、どの仮想マシンが各仮想ポートに論理的に接続されているかを検出
し、その情報を使って適切な仮想マシンにトラフィックを転送します。物理イーサ
ネット アダプタ（アップリンク アダプタとも呼ばれます）を使用して vSwitch を物
理スイッチに接続し、仮想ネットワークを物理ネットワークに結び付けることができ
ます。このタイプの接続は、複数の物理スイッチをつなげてネットワークを拡大する
やり方に似ています。vSwitch は物理スイッチと同様の働きをしますが、物理スイッ
チの高度な機能をすべて備えているわけではありません。vSwitch の詳細について
は、「仮想スイッチ（P.23）」を参照してください。
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ポート グループは、各メンバー ポートに対するバンド幅制限や VLANタギング ポリ
シーなどの、ポート構成オプションを指定します。ネットワーク サービスは、ポー
ト グループを通じて vSwitches に接続します。ポート グループは、どのように
vSwitch を経由してネットワークに接続するかを定義します。一般には、1つまたは
複数のポート グループを 1つの vSwitch に関連付けます。ポート グループの詳細に
ついては、「ポート グループ（P.26）」を参照してください。

NIC チーミングは、複数のアップリンク アダプタを 1つの vSwitch に関連付けて、
チームを形成します。1つのチームは、一部のメンバーまたは全メンバーに及ぶ物理
ネットワークおよび仮想ネットワーク間のトラフィック ロードを分担すること、あ
るいはハードウェア障害またはネットワーク停止が生じた場合に、パッシブ フェイ
ルオーバーを実現することができます。

VLANは、単一の物理 LANセグメントをさらにセグメント化して、ポート グループ
が物理的に別々のセグメントにあるかのように、互いに分離することができます。標
準は、802.1Q です。

VMkernel TCP/IP ネットワーク スタック は、iSCSI、NFS および VMotion をサポートし
ています。仮想マシンは、独自のシステムの TCP/IP スタックを実行して、仮想ス
イッチを介してイーサネット レベルで VMkernel に接続します。この章では、
ESX Server 3 の新機能である iSCSI と NFS を、IP ストレージと呼びます。IP ストレー
ジは、TCP/IP ネットワーク通信を基盤として使用する、ストレージのあらゆる形態
を指します。iSCSI は仮想マシン データストアとして使用でき、NFS は 仮想マシン 
データストアとして、また、仮想マシンに CD-ROMとして提供される .ISOファイ
ルの直接マウント用としても使用できます。

VMotion による移行は、電源オンの仮想マシンをシャットダウンせずに、ESX Server
ホストから別の ESX Server ホストに移行することを可能にします。オプションの
VMotion 機能には、独自のライセンス キーが必要です。

仮想スイッチ
Virtual Infrastructure（VI）クライアントでは、仮想スイッチ（vSwitch）と呼ばれる抽
象化されたネットワーク デバイスを作成できます。vSwitch は、仮想マシン間のトラ
フィックを内部的に経路指定したり、外部ネットワークにリンクしたりすることがで
きます。

注意 ネットワークの章では、iSCSI と NFS に関するネットワークの設定方法について説明
します。iSCSI と NFS のストレージ部分を構成するには、ストレージの章を参照して
ください。

注意 1 つのホストで最大 248 の vSwitch を作成できます。
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仮想スイッチを使用して、複数のネットワーク アダプタの帯域幅を結合し、それら
のアダプタ間で通信トラフィックのバランスを取ります。また、物理NIC のフェイ
ルオーバーの処理を構成することもできます。

vSwitch は、物理イーサネット スイッチと同様の働きをします。vSwitch に対するデ
フォルトの論理ポート数は 56ですが、ESX Server 3.0 では、最大 1016 ポートを備え
た vSwitch を作成できます。ポートごとに、仮想マシンのネットワーク アダプタを 1
つ接続できます。vSwitch に関連付けられた各アップリンク アダプタは、1つのポー
トを使用します。vSwitch の各論理ポートは、単一のポート グループのメンバーにな
ります。各 vSwitch に、1つまたは複数のポート グループを割り当てることもでき
ます。詳細に関しては「ポート グループ（P.26）」を参照してください。

ネットワークにアクセスするように仮想マシンを構成するには、少なくとも 1つの
vSwitch を作成する必要があります。2台以上の仮想マシンを同一の vSwitch に接続
すると、その間を行き来するネットワーク トラフィックは論理的に経路指定され
ます。アップリンク アダプタが vSwitch に接続されている場合、各仮想マシンは、
図 2-1 に示すように、アダプタが接続されている外部ネットワークにアクセスでき
ます。

図 2-1.  仮想スイッチ接続
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図 2-2.  仮想スイッチの対話型ダイアグラム

VI クライアントでは、図 2-2 に示すように、選択した vSwitch の詳細が対話型ダイア
グラムとして提供されます。各 vSwitch に関する最も重要な情報は、常に表示され
ます。

青い吹き出し型アイコンをクリックして、第 2、第 3の情報を選択的に表示します。

青い吹き出し型アイコン
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図 2-3.  仮想スイッチ詳細プロパティ

ポップアップ ウィンドウには、図 2-3 に示すように詳細プロパティが表示されます。

ポート グループ
ポート グループは、共通の構成下にある複数のポートの集合であり、ラベル付き
ネットワークに接続する仮想マシンにとっての安定したアンカー ポイントとなり
ます。各ポート グループは、ホストに固有のネットワーク ラベルによって識別され
ます。VLAN ID はオプションであり、この IDによって、ポート グループ トラフィッ
クが物理ネットワーク内の論理イーサネット セグメントに制限されます。

同一のネットワーク ラベルを使用するすべてのポート グループが同一のブロード
キャスト トラフィックを見ることができる場合のみ、ラベル付きネットワークは正
しく構成されています。VLANによって物理ネットワーク上の可視性が制限されるの
で、ネットワーク ラベルと VLAN ID コントロールのいずれか一方を変更する場合は、
それらのラベルと VLAN ID の同期が必要になる場合があります。複数のポート グ
ループで、同一の VLAN ID を使用できます。

注意 1 つのホストで最大 512 のポート グループを作成できます。

注意 ポートグループから別の VLANに配置されているポート グループにアクセスするに
は、VLAN ID を 4095 に設定する必要があります。
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ネットワーク サービス
ESX Server では、次の 2つのタイプのネットワーク サービスを有効にする必要があり
ます。

仮想マシンを物理ネットワークに接続する

物理ネットワークに VMkernel サービス（NFS、iSCSI、または VMotion）を接続
する

管理サービスを実行するサービス コンソールは、ESX Server のインストール時に
デフォルトによって設定されます。

VI クライアントでネットワーク情報を表示する
VI クライアントは、一般的なネットワーク情報、およびネットワーク アダプタに固
有な情報の両方を表示します。

VI クライアントで一般的なネットワーク情報を表示するには

1 VMware VI クライアントにログオンして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

ネットワーク パネルに、図 2-4 で示すように、以下の情報が表示されます。

仮想スイッチ

各アダプタに関するアダプタ情報

リンク ステータス 

速度とデュプレックス

サービス コンソールと VMkernel TCP/IP サービス

IP アドレス 

サービス コンソール

仮想デバイス名

仮想マシン

電源ステータス

接続ステータス
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ポート グループ

ネットワーク ラベル（3つのポート構成タイプすべてに共通します。）

構成済み仮想マシンの数 

VLAN ID（存在する場合。3つのポート構成タイプすべてに共通します。） 

図 2-4.  一般的なネットワーク情報

VI クライアントでネットワーク アダプタ情報を表示するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、[ ネットワーク アダプタ ] をクリックします。

ネットワーク アダプタ パネルに、以下の情報が表示されます。

[ デバイス ]　ネットワーク アダプタの名前

IP アドレス vSwitch

VMネットワーク プロパティのポップアップ ネットワーク アダプタ

ポート グループ
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[ スピード ]　ネットワーク アダプタの実際の速度およびデュプレックス

[ 構成済み ]　ネットワーク アダプタの構成済み速度およびデュプレックス

[vSwitch]　ネットワーク アダプタに関連付けられている vSwitch

[ ネットワーク ]　ネットワーク アダプタがアクセスできる IP アドレス

ネットワーク タスク
この章では、次のネットワーク タスクの実行方法を概説します。

仮想マシン用の仮想マシンを作成または追加するには（P.30）

仮想マシンに対する接続タイプの設定

新規または既存の仮想スイッチへの仮想ネットワークの追加

ネットワーク ラベルと VLAN ID 接続の設定

VMkernel を設定するには（P.34）

仮想マシンに対する接続タイプの設定

新規または既存の仮想スイッチへの仮想ネットワークの追加

ネットワーク ラベル、VLAN ID、TCP/IP、およびゲートウェイ接続の設定

サービス コンソール ネットワークを構成するには（P.37）

サービス コンソールに対する接続タイプの設定

新規または既存の仮想スイッチへの仮想ネットワークの追加

ネットワーク ラベル、VLAN ID、DHCP/ 固定 IP、およびゲートウェイ接続の
設定

デフォルト ゲートウェイを設定するには（P.41）

サービス コンソールの情報を表示するには（P.43）

仮想マシンに対する仮想ネットワーク構成
VI クライアントのネットワークの追加ウィザードを利用すると、仮想マシン用の仮
想ネットワークを作成するタスクを順に進めることができます。これらのタスクに
は、次のものが含まれます。

仮想マシンに対する接続タイプの設定

新規または既存の vSwitch への仮想ネットワークの追加

ネットワーク ラベルおよび VLAN ID の接続の設定
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仮想マシン ネットワークを設定する場合、ESX Server ホスト間でネットワーク内の仮
想マシンを移行するかどうかを検討します。移行する場合は、両方のホストを同一の
ブロードキャスト ドメイン（同一のレイヤ 2サブネット）に配置します。

ESX Server では、異なるブロードキャスト ドメインにあるホスト間での仮想マシンの
移行はサポートされていません。これは、移行された仮想マシンが異なるネットワー
クに移動したためにアクセス権を失ったシステムやリソースを必要とする可能性があ
るからです。ネットワーク構成が高可用性環境として設定されていたり、異なるネッ
トワークにおいても仮想マシンのニーズを解決できるインテリジェントなスイッチを
装備していたりする場合でも、ARP テーブルのアップデートや仮想マシンのネット
ワーク トラフィックのレジュームの際に時間差が生じる可能性があります。

仮想マシン用の仮想マシンを作成または追加するには

1 VMware VI クライアントにログオンして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 画面の右側にある、[ネットワークの追加 ] をクリックします。

仮想スイッチが、概要および詳細レイアウトに表示されます。

4 [ 構成 ] タブから [ ネットワークの追加 ] をクリックします。

[ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。

5 デフォルト接続タイプ [ 仮想マシン ] を使用します。

[仮想マシン ] を使用すると、仮想マシンのネットワーク トラフィックを処理す
るラベル付きネットワークを追加できます。

注意 [ ネットワークの追加ウィザード ] は、新規のポートおよびポート グループに再
使用できます。
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6 [ 次へ ] をクリックします。

[ネットワーク アクセス ] 画面が表示されます。

仮想マシンは、アップリンク アダプタを介して物理ネットワークに達します。
vSwitch に 1 つまたは複数のネットワーク アダプタが接続されている場合のみ、
vSwitch から外部ネットワークにデータを転送できます。単一の vSwitch に複数
のアダプタが接続されている場合、それらのアダプタは透過的にチームにまとめ
られます。

7 [ 仮想スイッチの作成 ] を選択します。

新規の vSwitch を、イーサネット アダプタ付きかイーサネット アダプタなしで
作成できます。

物理ネットワーク アダプタなしで vSwitch を作成すると、その vSwitch 上のす
べてのトラフィックはその vSwitch に限定されます。物理ネットワーク上の他の
ホストや、他の vSwitch 上の仮想マシンは、この vSwitch を介してトラフィック
を送受信することはできません。仮想マシンのグループが互いに通信できるよう
にして、他のホストやグループ外の仮想マシンとは通信できないようにするに
は、この構成が適しています。

変更内容が、[ プレビュー ] ペインに表示されます。

8 [ 次へ ] をクリックします。

[接続設定 ] 画面が表示されます。
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9 [ ポート グループのプロパティ ] で、作成中のポート グループを識別するネット
ワーク ラベルを入力します。

ネットワーク ラベルを使用して、2台以上のホストに共通する移行対応の接続を
特定します。

10 VLAN を使用している場合は、[VLAN ID] フィールドに 1～ 4094 の数字を入力し
ます。

入力する数字が不明な場合は、このフィールドを空欄にするか、ネットワーク管
理者に問い合わせます。

0を入力するか、フィールドを空白のままにすると、ポート グループはタグなし
（VLANでなはい）トラフィックのみを参照します。4095 を入力すると、ポート 
グループは、VLANタグをそのままにして、任意の VLANのトラフィックを参照
します。
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11 [ 次へ ] をクリックします。

[設定完了 ] 画面が表示されます。

12 vSwitch が適切に構成されていることを確認したら、[ 終了 ] をクリックします。

VMkernel の構成
あるホストから別のホストに仮想マシンを移すことを、移行と呼びます。また、電源
オンの仮想マシンを移行することを VMotion と呼びます。互換性の高いシステム間
での使用を目的とした VMotion による移行を利用すると、ダウンタイムなしで仮想
マシンを移行できます。VMkernel ネットワーク スタックは、VMotion に適応できる
ように、適切に設定する必要があります。

IP ストレージは、ESX Server 対応の iSCSI や NAS など、TCP/IP ネットワーク通信を基
盤として使用するあらゆる形態のストレージを指します。このストレージ タイプは
両方ともネットワーク ベースであるため、両方のタイプが同じポート グループを使
用できます。

VMkernel（iSCSI、NFS、および VMotion）によって提供されるネットワーク サービ
スでは、VMkernel の TCP/IP スタックが使用されます。この TCP/IP スタックは、サー
ビス コンソールで使用される TCP/IP スタックとは、完全に別になります。これらの
TCP/IP スタックはそれぞれ、1つまたは複数の vSwitch 上の 1つまたは複数のポート 
グループに接続することによって、各種のネットワークにアクセスします。

注意 フェイルオーバー（NIC チーミング）を有効にするには、2つ以上のアダプタを
同一のスイッチにバインドします。1つのアップリンク アダプタが機能しなくな
ると、ネットワーク トラフィックはそのスイッチに接続された別のアダプタに
経路指定されます。NIC チームでは、両方のイーサネット デバイスが同じイーサ
ネット ブロードキャスト ドメインになければなりません。
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仮想マシン モニタ レベルでの TCP/IP スタック
VMware VMkernel TCP/IP ネットワーク スタックは、次のように iSCSI、NFS、および
VMotion を処理するために拡張されています。

iSCSI を仮想マシン データストアとして使用

iSCSIを、仮想マシンにCD-ROMとして提供される .ISOファイルの直接マウント用
として使用

NFS を仮想マシン データストアとして使用

NFSを、仮想マシンにCD-ROMとして提供される.ISOファイルの直接マウント用
として使用

VMotion による移行

注意事項およびガイドライン
VMkernel ネットワークを構成する際は、次のガイドラインを参照してください。

インストール時にサービス コンソールに割り当てる IP アドレスは、Virtual 
Infrastructure Client の [ 構成 ] - [ ネットワーク ] タブから VMkernel の IP スタック
に割り当てる TCP/IP アドレスとは別にする必要があります。

ESX Serverホスト用のソフトウェア iSCSIを構成する前に、iSCSIソフトウェアのク
ライアント サービスを有効にすることによって、ファイアウォール ポートを開
きます。詳細に関しては、「サポートされているサービスおよび管理エージェン
トのファイアウォール ポートを開く（P.198）」を参照してください。

他の VMkernel サービスとは異なり、iSCSI にはサービス コンソール コンポーネン
トが備わっているので、iSCSI ターゲットとの接続に使用するネットワークでは、
サービス コンソールと VMkernel TCP/IP スタックの両方にアクセスできる必要が
あります。

VMkernel を設定するには

1 VMware VI クライアントにログオンして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 [ ネットワークの追加 ] リンクをクリックします。

[ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。

注意 ESX は、TCP/IP 上で NFS Version 3 のみをサポートします。
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4 [VMkernel] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[VMotion と IP ストレージ ] を選択すると、VMotion および IP ストレージ（NFS
または iSCSI）用のサービスを実行する VMkernel を物理ネットワークに接続でき
ます。

[ネットワーク アクセス ] ページが表示されます。

5 使用する vSwitch を選択するか、[ 仮想スイッチの作成 ] ラジオ ボタンを選択し
て、新規 vSwitch を作成します。

6 vSwitch が使用するネットワーク アダプタのチェック ボックスをオンにします。

選択内容が、[プレビュー ] ペインに表示されます。

アダプタ経由で接続する仮想マシンまたは他のサービスが適切なイーサネット 
セグメントに到達できるように、vSwitch ごとにアダプタを選択します。[新規
の仮想スイッチを作成する ] の下にアダプタが表示されない場合は、システム内
のすべてのネットワーク アダプタが既存の vSwitch に使用されています。ネッ
トワーク アダプタなしで新規の vSwitch を作成することも、既存の vSwitch が
使用するネットワーク アダプタを選択することもできます。

vSwitch 間でのネットワーク アダプタの移動については、「アップリンク アダプ
タを追加するには（P.50）」を参照してください。
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7 [ 次へ ] をクリックします。

[接続設定 ] ページが表示されます。

8 [ ポート グループのプロパティ ] で、ネットワーク ラベルと VLAN ID を選択また
は入力します。

[ ネットワーク ラベル ]　作成中のポート グループを識別する名前です。この
名前は、VMotion や IP ストレージなど、VMkernel サービスを構成する場合
に、このポート グループに接続する仮想アダプタの構成時に指定するラベ
ルです。

[VLAN ID]　ポート グループのネットワーク トラフィックが使用する VLAN
を識別します。

9 [VMotion のこのポート グループを使用する ] チェック ボックスを選択して、こ
のポート グループがそれ自体を別の ESX Server に対して、VMotion トラフィッ
クの送信先ネットワーク接続として通知できるようにします。

このプロパティは、ESX Server ホストごとに 1つの VMotion および IP ストレー
ジ ポート グループに対してのみ、有効にすることができます。このプロパティ
がどのポート グループにも有効でない場合、このホストに対する VMotion によ
る移行はできません。

10 [IP 設定 ] から、[ 編集 ] をクリックして、VMotion、NAS、および iSCSI などの
VMkernel サービスに [VMkernel のデフォルト ゲートウェイ ] を設定します。
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[DNS およびルーティング構成 ] ダイアログ ボックスが表示されます。[DNS の構
成 ] タブの名前フィールドには、デフォルトのホスト名が入力されます。インス
トール時に指定したDNS サーバ アドレスも、ドメインのように事前に選択され
ています。

[ルーティング ] タブでは、サービス コンソールと VMkernel のそれぞれに独自の
ゲートウェイ情報が必要です。サービス コンソールまたは VMkernel と同一の IP
サブネットにないマシンへの接続には、ゲートウェイが必要です。

固定 IP の設定はデフォルトです。

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

12 [ 次へ ] をクリックします。

13 変更を加えるには、[戻る ] ボタンを使用します。

14 [ 準備完了 ] ページで変更内容を確認し、[終了 ] をクリックします。

サービス コンソールの構成
サービス コンソールと VMkernel のいずれも、仮想イーサネット アダプタを使用して
vSwitch に接続し、vSwitch が管理するネットワークに到達します。

基本的なサービス コンソール構成タスク
一般的なサービス コンソールの構成変更には、NIC の変更と、使用中の既存のNIC
に対する設定の変更があります。

サービス コンソールの接続が 1つだけの場合、サービス コンソールの構成を変更す
ることはできません。新規の接続が必要である場合は、追加のNIC を使用して、
ネットワーク設定を変更する必要があります。新規の接続が正常に機能していること
を確認した後で、既存の接続を削除します。新規のNIC に切り替わります。

サービス コンソール ネットワークを構成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

注意 作成したポートに対しては、必ずデフォルト ゲートウェイを設定してください。
このとき、VirtualCenter 2 は、VirtualCenter 1.x と異なる動作を取ります。
VMkernel IP スタックを構成するには、ダミー アドレスではなく、有効な IP アド
レスを使用する必要があります。
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2 [ 構成 ] タブをクリックし、[ ネットワーク ] をクリックします。

3 [ ネットワークの追加 ] リンクをクリックします。

[ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。

4 [ 接続タイプ ] 画面で [ サービス コンソール ] を選択し、[次へ ] をクリックします。

[サービス コンソールのネットワーク アクセス ] ページが表示されます。

5 ネットワーク アクセスに使用する vSwitch を選択するか、[ 新規の vSwitch を作
成する ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[新規の仮想スイッチを作成する ] の下にアダプタが表示されない場合は、シス
テム内のすべてのネットワーク アダプタが既存の vSwitch に使用されています。
vSwitch 間でのネットワーク アダプタの移動については、「アップリンク アダプ
タを追加するには（P.50）」を参照してください。
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6 [ ポート グループのプロパティ ] で、[ ネットワーク ラベル ] と [VLAN ID] を選択
または入力します。

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

7 [IP アドレス ] と [ サブネット マスク ] を入力するか、IP アドレスおよびサブネッ
ト マスクに対するDHCP オプションの [IP 設定を自動的に取得します ] を選択
します。

8 [ 編集 ] ボタンをクリックして、[ サービス コンソールのデフォルト ゲートウェ
イ ] を設定します。

詳細に関しては「デフォルト ゲートウェイを設定するには（P.41）」を参照して
ください。

9 [ 次へ ] をクリックします。

[設定完了 ] ページが表示されます。

10 情報をチェックして、[終了 ] をクリックします。
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サービス コンソール ポートを構成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 画面の右側から、編集する vSwitch を見つけ出し、その vSwitch に対応する [ プ
ロパティ ] をクリックします。

[vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

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

5 [ サービス コンソール ] を選択し、[ 編集 ] をクリックします。

サービス コンソールの接続を変更すると、すべての管理エージェントが切断さ
れる可能性があることを示す、警告ダイアログ ボックスが表示されます。
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6 サービス コンソールの構成を続けるには、[この接続の変更を続ける ] をクリッ
クします。

[サービス コンソールのプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

7 ポートのプロパティ、IP 設定、および有効なポリシーを必要に応じて編集します。

8 [OK] をクリックします。

TCP/IP スタックごとに、1つのデフォルト ゲートウェイのみを構成できます。

デフォルト ゲートウェイを設定するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。
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2 [ 構成 ] タブをクリックし、[DNS とルーティング ] をクリックします。

[DNS とルーティング ] パネルが表示されます。

3 [ プロパティ ] リンクをクリックします。

[DNS の構成 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

[DNS の構成 ] タブの名前フィールドには、デフォルトのホスト名が入力されま
す。インストール時に選択したDNS サーバ アドレスとドメインも、事前に選択
されています。

[ルーティング ] タブでは、サービス コンソールと VMkernel が同一のネットワー
クに接続されていない場合が多く、それぞれは独自のゲートウェイ情報を必要と
します。サービス コンソールまたは VMkernel と同一の IP サブネットにない
マシンへの接続には、ゲートウェイが必要です。

サービス コンソールについては、2 つ以上のネットワーク アダプタで同一のサ
ブネットを使用している場合のみ、ゲートウェイ デバイスが必要です。ゲート
ウェイ デバイスが、デフォルト ルートに使用するネットワーク アダプタを判断
します。

4 [ ルーティング ] タブをクリックします。

5 VMkernel デフォルト ゲートウェイを設定します。

6 [OK] をクリックして変更を保存し、[DNSの構成 ] ダイアログ ボックスを閉じます。

注意 すべてのNAS および iSCSI サーバは、デフォルトのゲートウェイ、または関連す
る vSwitch と同じブロードキャスト ドメインのいずれかからアクセスできる必要
があります。

要注意 構成を誤ると、UI からホストへの接続が失われるという危険があり、
その場合には、サービス コンソールのコマンド ラインからホストを
再構成する必要があります。
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サービス コンソールの情報を表示するには

1 青い吹き出し型アイコンをクリックして、サービス コンソール情報を表示します。

2 Xマークをクリックして、情報ポップアップ ウィンドウを閉じます。

サービス コンソールに対するDHCP の使用
ほとんどの場合、サービス コンソールには固定 IP アドレスを使用します。お使いの
DNS サーバで、サービス コンソールのホスト名と動的に生成された IP アドレスとの
マッピングが可能である場合には、動的アドレスを使用するようにサービス コン
ソールを設定することもできます。

DNS サーバでホスト名とDHCP 生成の IP アドレスをマッピングできない場合には、
サービス コンソールの IP アドレスを決定し、ホストにアクセスするときはそのアド
レスを使用する必要があります。

DHCP リースが不足するか、システムを再起動するときには、IP アドレスが変更され
る可能性があります。この理由から、DNS サーバがホスト名の変換を処理できる場
合を除いて、サービス コンソールにはDHCP を使用しないことをお勧めします。

青い吹き出し型アイコン
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この章では、ESX Server 環境における高度なネットワークについて紹介し、高度な
ネットワークの構成オプションを設定および変更する方法について説明します。

この章では、次のトピックを取り上げます。

高度なネットワーク タスク（P.46）

仮想スイッチの構成（P.46）

ポート グループの構成（P.60）

DNS とルーティング（P.62）

MAC アドレスの設定（P.64）

ネットワークのヒントとベスト プラクティス（P.67）

高度なネットワーク 3
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高度なネットワーク タスク
この章では、次に示す高度なネットワーク タスクの実行方法を概説します。

vSwitch のポート数を編集するには（P.47）

アップリンク ネットワーク アダプタの速度を変更するには（P.49）

アップリンク アダプタを追加するには（P.50）

レイヤ 2セキュリティ ポリシーを編集するには（P.53）

トラフィック シェーピング ポリシーを編集するには（P.55）

フェイルオーバーおよびロード バランシング ポリシーを編集するには（P.57）

ポート グループ プロパティを編集するには（P.60）

ラベル付きのネットワーク ポリシーを上書きするには（P.61）

DNS とルーティングの構成を変更するには（P.62）

MAC アドレスを設定するには（P.66）

仮想スイッチの構成
この項には、次の情報があります。

仮想スイッチ プロパティ（P.46）

仮想スイッチ ポリシー（P.53）

仮想スイッチ プロパティ
仮想スイッチの設定によって、vSwitch 全体でポートのデフォルトが左右されます。
このデフォルト設定は、各 vSwitch のポート グループ設定によって上書きすること
ができます。

仮想スイッチ プロパティの編集
vSwitch プロパティの編集には、次の作業が含まれます。

ポートの構成

アップリンク ネットワーク アダプタの構成
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vSwitch のポート数を編集するには

1 VMware VI クライアント（VMware VI Client）にログインして、インベントリ パ
ネルからサーバを選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 ウィンドウの右側から、編集する vSwitch を探します。
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4 その vSwitch に対応する [ プロパティ ] をクリックします。

[vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

5 [ ポート ] タブをクリックします。

6 [ 構成 ] リストから vSwitch アイテムを選択し、[編集 ] をクリックします。

[vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

7 [ 全般 ] タブをクリックして、ポートの数を設定します。

8 使用するポートの数を選択するか、入力します。

ESX Server を再起動するまで、変更は有効になりません。

9 [OK] をクリックします。
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アップリンク ネットワーク アダプタの速度を変更するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 vSwitch を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

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

5 構成されているネットワーク アダプタの速度、デュプレックス値を変更するに
は、[編集 ] をクリックします。

[ステータス ] ダイアログ ボックスが表示されます。デフォルトは [ オートネゴ
シエーション ] であり、通常はこの選択で問題ありません。
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6 接続速度を手動で選択するには、ドロップダウン メニューから速度とデュプ
レックスを選択します。

NIC と物理スイッチが適切な接続速度のネゴシエーションに失敗する可能性があ
る場合は、手動で接続速度を選択してください。速度とデュプレックスが不適当
な場合の現象として、帯域幅が狭くなったり、リンク接続が失われたりします。

アダプタと、そのアダプタに接続する物理スイッチ ポートは同じ値、つまり、
auto に対して auto、またはNDに対してNDを設定する必要があります。ND
は指定の速度とデュプレックスであり、auto に対して NDを設定することはで
きません。

7 [OK] をクリックします。

アップリンク アダプタを追加するには

1 VMware VI クライアント（VMware VI Client）にログインして、インベントリ パ
ネルからサーバを選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 vSwitch を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

4 [vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ ネットワーク アダプタ ] タブ
をクリックします。
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5 [ 追加 ] をクリックして、アダプタの追加ウィザードを起動します。

複数のアダプタを 1つの vSwitch に関連付けて、NIC チーミングを設定すること
ができます。このようなチームは、トラフィックを共有し、フェイルオーバーを
可能にします。

6 リストから 1台または複数のアダプタを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

要注意 構成を誤ると、VI クライアントがホストに接続できなくなる場合が
あります。
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7 NIC を整理するには、特定のNIC を選択し、上下に移動するボタンをクリックし
て、希望するカテゴリ（[アクティブ ] または [ スタンバイ ]）に入れます。

アクティブ アダプタ　現在 vSwitch によって使用されているアダプタ

スタンバイアダプタ　1 つ以上のアダプタが故障した場合にアクティブにな
るアダプタ

8 [ 次へ ] をクリックします。

[アダプタのサマリ ] ページが表示されます。

9 このページの情報を確認し、[戻る ] ボタンを使ってエントリを変更するか、[終
了 ] をクリックしてアダプタの追加ウィザードを終了します。

現在、vSwitch から要求されているアダプタを示す、ネットワーク アダプタ リ
ストが再表示されます。

10 [ 閉じる ] をクリックして、[vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスを閉じ
ます。

[構成 ] タブの [ ネットワーク ] セクションに、ネットワーク アダプタが指定の順
番およびカテゴリで表示されます。
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仮想スイッチ ポリシー
vSwitch 全体の一連のポリシーを適用するには、[ ポート ] タブの最上部にある
vSwitch を選択し、[ 編集 ] をクリックします。

ポート グループに対するこれらの設定のいずれかを上書きするには、対象のポート 
グループを選択して、[編集 ] をクリックします。ポート グループ別に上書きされた
構成オプションを除き、vSwitch 全体の構成に対する変更は、その vSwitch のすべて
のポート グループに適用されます。

vSwitch ポリシーは、次のポリシーで構成されます。

レイヤ 2セキュリティ ポリシー

トラフィック シェーピング ポリシー

ロード バランシングおよびフェイルオーバー ポリシー

レイヤ 2セキュリティ ポリシー
レイヤ 2は、データ リンク レイヤです。レイヤ 2セキュリティ ポリシーの構成要素
は、無差別モード、MACアドレス変更、および強制送信の 3つです。

非無差別モードでは、ゲスト アダプタは、独自のMACアドレスのトラフィックのみ
をリッスンします。無差別モードでは、すべてのパケットをリッスンできます。デ
フォルトでは、ゲスト アダプタは非無差別モードに設定されます。

セキュリティの詳細については、「仮想スイッチ ポートのセキュリティ（P.207）」を
参照してください。

レイヤ 2セキュリティ ポリシーを編集するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 編集するレイヤ 2セキュリティ ポリシーが設定された vSwitch の [ プロパティ ] 
をクリックします。

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

5 vSwitch アイテムを選択し、[ 編集 ] をクリックします。
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6 [vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ セキュリティ ] タブをクリッ
クします。

デフォルトでは、[無差別モード ] が [ 拒否 ] に設定され、[MACアドレス変更 ] 
と [ 偽装転送 ] が [ 承諾 ] に設定されます。

このポリシーは、仮想アダプタのポート グループでポリシーの例外が指定され
ている場合を除き、vSwitch のすべての仮想アダプタに適用されます。

7 [ ポリシー例外 ] ペインで、次に示すレイヤ 2セキュリティ ポリシーの例外を拒
否するか、許可するかを選択します。

無差別モード

[ 拒否 ]　ゲスト アダプタを無差別モードに設定しても、アダプタが受信
するフレームには影響しません。

[ 承諾 ]　ゲスト アダプタを無差別モードに設定すると、アダプタに接続
するポート グループの VLANポリシーで許可され、vSwitch を通過した
すべてのフレームが検出されます。

MACアドレスの変更

[拒否]　[MACアドレス変更] を [拒否] に設定し、ゲストOSでアダプタの
MACアドレスが .vmx configurationファイル内のMACアドレス以
外に変更されると、すべての受信フレームが廃棄されます。

ゲストOSで、.vmx configurationファイル内のMACアドレスに一
致するよう、MACアドレスが再び変更されると、受信フレームの伝送
が再開されます。

[ 承諾 ]　ゲストOS のMACアドレスを変更することにより、意図的に、
新規のMACアドレスへのフレームが受信されるようになります。
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偽装転送

[拒否]　アダプタに現在設定されているものと異なる発信元MACアドレ
スのすべての送信フレームが廃棄されます。

[ 承諾 ]　フィルタリングは実行されず、送信フレームはすべて伝送され
ます。

8 [OK] をクリックします。

トラフィック シェーピング ポリシー
ESX Server では、3つの送信トラフィック特性、すなわち 平均帯域幅、バースト サイ
ズ、およびピーク帯域幅のパラメータを確立することによって、トラフィックを
シェーピングします。VI クライアントを通じてこれらの特性値を設定し、各アップ
リンク アダプタのトラフィック シェーピング ポリシーを確立することができます。 

平均帯域幅では、長期間に渡って平均化された、vSwitch 上で可能な毎秒ビット
数、すなわち許容平均ロードを設定します。

バースト サイズでは、バーストで許容される最大バイト数を設定します。バー
ストがバースト サイズ パラメータを超えると、超過パケットは後で送信するよ
うにキューに入れられます。キューが満杯になると、パケットは廃棄されます。
これら 2つの特性の値を指定する際は、通常の操作時にどのような情報の処理
を vSwitch に期待するかを暗に示します。

ピーク帯域幅は、パケットが廃棄されずに vSwitch で利用できる最大帯域幅です。
トラフィックが、設定したピーク帯域幅を超えた場合は、接続上のトラフィック
が平均に戻り、キュー内のパケットを処理するのに十分な予備サイクルを確保し
てから送信されるように、キューに入れられます。キューが満杯になると、パ
ケットは廃棄されます。接続がアイドル状態になったために予備の帯域幅が確保
された場合でも、ピーク帯域幅パラメータにより、トラフィックが許容平均ロー
ドに戻るまでピークを超えないように送信が制限されます。

トラフィック シェーピング ポリシーを編集するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 vSwitch を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

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

5 vSwitch を選択し、[ 編集 ] をクリックします。
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選択した vSwitch に対する [ プロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

6 [ トラフィック シェーピング ] タブをクリックします。

[ポリシー例外 ] ペインが表示されます。トラフィック シェーピングが無効であ
る場合は、調整機能が淡色表示になります。トラフィック シェーピングが有効
である場合は、ポート グループ レベルですべてのトラフィック シェーピング機
能を上書きすることもできます。

これらのポリシーには、ポート グループごとの例外が適用されます。

ここでのポリシーは、vSwitch 全体ではなく、ポート グループに接続している各
仮想アダプタに適用されます。

[ステータス]　[ステータス] フィールドでポリシーの例外を有効にした場合
は、この特定のポート グループに関連付けられた各仮想アダプタに割り当
てるネットワーク帯域幅の制限を設定します。ポリシーを無効にすると、デ
フォルトにより、物理ネットワークへの制限のない接続サービスが可能にな
ります。

残りのフィールドでは、次のネットワーク トラフィック パラメータを定義します。

[ 平均帯域幅 ]　特定の期間で測定された値。

[ ピーク帯域幅 ]　許容最大帯域幅であり、平均帯域幅を下回ることのない
値。このパラメータは、バースト時の最大帯域幅を制限します。

[ バースト サイズ ]　可能なバーストの量を指定するキロバイト（K）単位の
値。 このパラメータは、平均レートを超え、1度のバーストで送信できる
データの量を制御します。
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ロード バランシングおよびフェイルオーバー ポリシー
ロード バランシングおよびフェイルオーバー ポリシーを使用して、アダプタ間に
ネットワーク トラフィックを分配する方法や、アダプタの故障時にトラフィックを
ルーティングし直す方法を決定できます。それには、以下のパラメータを構成します。

ロード バランシング ポリシー

負荷分散ポリシーは、vSwitch に割り当てられたネットワーク アダプタ間で送信
トラフィックを分散する方法を決定します。

フェイルオーバーの検出（リンク ステータス /ビーコン プローブ）

ネットワーク アダプタの順番（アクティブ /スタンバイ）

フェイルオーバーおよびロード バランシング ポリシーを編集するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 vSwitch を選択し、[ 編集 ] をクリックします。

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

5 vSwitch に対する [ フェイルオーバー ] と [ ロード バランシング ] の値を編集する
には、vSwitch アイテムを選択して、[ プロパティ ] をクリックします。

選択した vSwitch に対する [ プロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

注意 受信トラフィックは、物理スイッチの負荷分散ポリシーによって制御されます。
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6 [NIC チーミング ] タブをクリックします。

[ポリシー例外 ] エリアが表示されます。ポート グループ レベルで、フェイル
オーバーの順番を上書きすることができます。デフォルトでは、新規のアダプタ
がすべてのポリシーに対してアクティブになります。新規のアダプタは、特に指
定しない限り、vSwitch とそのポート グループのトラフィックを伝送します。

7 [ ポリシー例外 ] ペインに以下が表示されます。

[ ロード バランシング ]　アップリンクの選択方法を指定します。

[発信元のポートIDに基づいたルート]　トラフィックが仮想スイッチに
到達したときに使用した仮想ポートに基づいて、アップリンクを選択し
ます。

[IPのハッシュに基づいたルート]　各パケットの発信元と宛先のIPアド
レスのハッシュに基づいて、アップリンクを選択します。 IP 以外のパ
ケットの場合は、ハッシュの計算に使用されるオフセットで決定します。
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[発信元MACのハッシュに基づいたルート]　発信元イーサネット アドレ
スのハッシュに基づいて、アップリンクを選択します。

[明示的なフェイルオーバーの順番を使用]　アクティブ アダプタの一覧
から、フェイルオーバーの検知基準を満たした最上位のアップリンクを
常に使用します。

[ネットワークのフェイルオーバー検知]　フェイルオーバーの検知に使用す
る方法を指定します。

[ リンク ステータスのみ ]　ネットワーク アダプタが提供するリンク ス
テータスのみに依存します。 この方法では、ケーブルの抜けや物理ス
イッチの電源障害などの障害は検知されますが、物理スイッチ ポート
がスパニング ツリーによってブロックされていたり、誤った VLANへ
の構成ミスや、反対側の物理スイッチのケーブル抜けなどの構成エラー
は検知されません。

[ ビーコン プローブ ]　チーム内のすべてのNIC に対してビーコンとプ
ローブの送受信を行い、この情報とリンク ステータスを使ってリンク
故障を確認します。この方法では、リンク ステータスのみでは検知で
きない、上記の障害の多くを検知できます。

[スイッチの通知 ]　[ はい ] または [いいえ ] を選択して、フェイルオーバーが
生じた場合スイッチに通知します。

[はい ] を選択すると、フェイルオーバー イベントによって、仮想NIC が
vSwitch に接続される場合、または、その仮想NIC のトラフィックがチーム
内の別の物理NIC を経由する場合に、物理スイッチの検索テーブルを更新
するように、ネットワークを介して通知が送られます。ほぼすべての場合に
おいて、VMotion でのフェイルオーバーの発生と移行のレーテンシーを最小
限に抑えるのに、この機能が役立ちます。

[フェイルオーバーのロール ]　[ はい ] または [なし ] を選択して、ロールを有
効または無効にします。

このオプションは、障害から復旧した後で、物理アダプタをどのようにアク
ティブ モードに戻すかを決定します。ローリングを [ なし ] に設定すると、
アダプタは復旧後すぐにアクティブ モードに戻り、もしあれば、スロット
を引き継いだスタンバイ アダプタに取って代わります。ローリングを [はい ]

注意 ポート グループを使用する仮想マシンで、Microsoft Network Load Balancing
（NLB）をユニキャスト モードで使用している場合は、このオプションを使
用しないでください。NLB がマルチキャスト モードで稼動している場合に
は、このような問題はありません。
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に設定すると、故障したアダプタは、復旧後も、現在アクティブな別のアダ
プタが故障して置換が必要になるまで、非アクティブのままになります。

[フェイルオーバー順序]　アダプタに対する作業負荷の分散方法を指定しま
す。いくつかのアダプタを使用し、使用中のアダプタが故障した場合の緊急
用に他のアダプタも確保する場合は、ドロップダウン メニューを使ってこ
の条件を設定して、アダプタを次の 2つのグループに分けることができます。

[ アクティブ アダプタ ]　ネットワーク アダプタ接続が開始され、アク
ティブである場合に継続的に使用します。

[スタンバイ アダプタ]　アクティブ アダプタのいずれかの接続が失われ
た場合に、このアダプタを使用します。

[ 使用されていないアダプタ ]　使用されていません。

ポート グループの構成
以下のポート グループの構成を変更できます。

ポート グループ プロパティ

ラベル付きのネットワーク ポリシー

ポート グループ プロパティを編集するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。 

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 ウィンドウの右側で、ネットワークの [ プロパティ ] をクリックします。

[vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ ポート ] タブをクリックします。

5 ポート グループを選択し、[編集 ] をクリックします。

6 ポート グループに対する [全般 ] タブをクリックして、次の項目を変更します。

[ ネットワーク ラベル ]　作成中のポート グループを識別します。VMotion や
IP ストレージなど、仮想マシンまたは VMkernel サービスを構成する際に、
このポート グループに接続する仮想アダプタの構成でこのラベルを指定し
ます。

[VLAN ID]　ポート グループのネットワーク トラフィックが使用する VLAN
を識別します。
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7 [vSwitch のプロパティ ] ダイアログ ボックスを終了します。

ラベル付きのネットワーク ポリシーを上書きするには

1 特定のラベルが付いたネットワークに対して、これらの設定のいずれかを上書き
するには、ネットワークを選択します。

2 [ 編集 ] をクリックします。

3 [ セキュリティ ] タブをクリックします。

4 上書きするラベル付きネットワーク ポリシーのチェック ボックスをオンに
します。

これらの設定については、「レイヤ 2セキュリティ ポリシー（P.53）」を参照して
ください。

5 [ トラフィック シェーピング ] タブをクリックします。

6 チェック ボックスを選択して、有効または無効に設定された [ ステータス ] を上
書きします。[ステータス ] の設定については、「トラフィック シェーピング ポ
リシー（P.55）」を参照してください。
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7 [NIC チーミング ] タブをクリックします。

8 関連するチェックボックスを選択し、ロード バランシングまたはフェイルオー
バー ポリシーを上書きします。

これらの設定については、「ロード バランシングおよびフェイルオーバー ポリ
シー（P.57）」を参照してください。

9 [VMネットワークのプロパティ ]ダイアログ ボックスを終了します。

DNS とルーティング
VI クライアントを通じて、DNS とルーティングを構成します。

DNS とルーティングの構成を変更するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。
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2 [ 構成 ] タブをクリックし、[DNS とルーティング ] をクリックします。

3 ウィンドウの右側にある [ プロパティ ] をクリックします。

4 [DNS の構成 ] タブで、[ 名前 ] フィールドと [ ドメイン ] フィールドの値を入力し
ます。

5 DNS サーバ アドレスを自動的に取得するか、特定のDNS サーバ アドレスを使用
するかを選択します。

6 ホストを検索するドメインを指定します。

注意 DHCP は、DHCP サーバからサービス コンソールにアクセスできる場合のみサ
ポートされます。つまり、サービス コンソールに仮想インタフェース（vswif）
が構成され、DHCP サーバが常駐するネットワークに接続されている必要があり
ます。
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7 必要に応じて、[ ルーティング ] タブでデフォルト ゲートウェイ情報を変更
します。

複数のサブネットに接続するよう、サービス コンソールを構成している場合の
み、ゲートウェイ デバイスを選択する必要があります。

8 [DNS の構成 ] ダイアログ ボックスを閉じます。

MACアドレスの設定
MACアドレスは、サービス コンソール、VMkernel、および仮想マシンで使用する仮
想ネットワーク アダプタ用に生成されます。ほとんどの場合は、生成されるMACア
ドレスで問題ありませんが、次のような場合は、仮想ネットワーク アダプタのMAC
アドレスを設定する必要があります。

異なる物理サーバの仮想ネットワーク アダプタで同一のサブネットを共有し、
それらのアダプタに同じMACアドレスが割り当てられている場合。この場合に
は、競合が発生します。

仮想ネットワーク アダプタに常に同じMACアドレスが割り当てられるようにし
たい場合。

次の項では、MACアドレスがどのように生成され、仮想ネットワーク アダプタの
MACアドレスをどのように設定するかを説明します。
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MACアドレスの生成
仮想マシンの各仮想ネットワーク アダプタには、それぞれ固有なMACアドレスが割
り当てられます。MACアドレスは、6バイトの数字です。各ネットワーク アダプタ 
メーカーには、OUI（Organizationally Unique Identifier）という 3バイトの固有な接
頭辞が割り当てられています。この接頭辞を使用して、固有なMACアドレスを生成
することができます。

ヴイエムウェアは、次の 3つの OUI を所有しています。

生成されるMACアドレス用のOUI

手動で設定するMACアドレス用のOUI

レガシー仮想マシンで使用されていたが、ESX Server 3.0 では使用されなくなった
OUI

各仮想ネットワーク アダプタに生成されるMACアドレスの最初の 3バイトは、この
値になります。このMACアドレス生成アルゴリズムによって、残りの 3バイトが生
成されます。このアルゴリズムは、MACアドレスがマシン内で固有であることを保
証し、複数のマシン間で固有なMACアドレスを提供できるように試みます。

同一サブネット上の各仮想マシンのネットワーク アダプタには、固有なMACアドレ
スを割り当てる必要があります。そうしないと、予測できない動作が生じる場合があ
ります。アルゴリズムでは、所定のサーバで同時に稼動およびサスペンドする仮想マ
シンの数が制限されています。また、別個の物理マシン上の仮想マシンでサブネット
を共有するいずれの場合にも、このアルゴリズムは対応しません。

ヴイエムウェアのUUID（Universally Unique Identifier）は、競合の有無をチェックさ
れたMACアドレスを生成します。生成されるMACアドレスは 3つの部分、すなわ
ち、ヴイエムウェアのOUI、物理 ESX Server マシンの SMBIOS UUID、およびMACア
ドレスが生成される対象のエンティティの名前に基づくハッシュを使って作成され
ます。

MACアドレスが生成された後は、仮想マシンを同じサーバ上の異なるパスなど、別
の場所に移動しない限り、生成されたMACアドレスは変更されません。MACアド
レスは、仮想マシンの構成ファイルに保存されます。所定の物理マシンで稼働中の仮
想マシンおよびサスペンドされている仮想マシンのネットワーク アダプタに割り当
てられたMACアドレスは、すべて追跡されます。

電源オフの仮想マシンのMACアドレスは、稼働中またはサスペンドされている仮想
マシンのMACアドレスと照合されません。再び電源オンになった仮想マシンが、異
なるMACアドレスを取得することが稀にあります。別のMACアドレスの取得は、
この仮想マシンが電源オフだったときに、電源オンだった仮想マシンとの競合を避け
るためです。
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MACアドレスの設定 
物理マシンごとに 256の仮想ネットワーク アダプタという制限、および、仮想マシン
間におけるMACアドレスの競合の可能性を避けるため、システム管理者は手動で
MACアドレスを割り当てることができます。ヴイエムウェアで手動生成アドレスに
使用しているOUI は、「00:50:56」です。

MACアドレスの範囲は、次のとおりです。

00:50:56:00:00:00～ 00:50:56:3F:FF:FF

アドレスを設定するには、仮想マシンの構成ファイルに次の行を追加します。

ethernet <number>.address = 00:50:56:XX:YY:ZZ

ここで、<number>はイーサネット アダプタの数、XXは 00 ～ 3F の有効な 16 進数、
YYとZZは00～FFの有効な16進数を示します。VMware WorkstationおよびVMware GSX 
Server 製品によって生成されるMACアドレスとの競合を避けるため、XXの値を 3F
より大きくすることはできません。手動で生成するMACアドレスの最大値は、次の
とおりです。

ethernet<number>.address = 00:50:56:3F:FF:FF

仮想マシンの構成ファイルで、次のオプションも設定する必要があります。

ethernet<number>.addressType="static" 

VMware ESX Server 仮想マシンでは任意のMACアドレスはサポートされていないた
め、上記の形式を使用する必要があります。ハード コードされたアドレス間で、
XX:YY:ZZ に固有な値を選択している限り、自動で割り当てられるMACアドレスと
手動で割り当てるMACアドレスとの間に競合が起こることはありません。

MACアドレスの使用
実際にMACアドレスを設定するのが、MACアドレスを理解する最も簡単な方法
です。

MACアドレスを設定するには

1 静的MACアドレスを設定します。

2 仮想マシンの構成ファイルから、次のオプションを削除します。

ethernet<number>.address, ethernet<number>.addressType 

および

ethernet<number>.generatedAddressOffset 

3 仮想マシンが、生成されたMACアドレスを受け取ったことを確認します。
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ヴイエムウェアは、仮想マシンに固有なヴイエムウェアのOUI（00:0C:29 および
00:50:56）を使用することにより、MACアドレスと物理ホストが絶対に競合しないこ
とを保証いたします。

ネットワークのヒントとベスト プラクティス
この項には、次の情報があります。

ネットワークのベスト プラクティス

ネットワークのヒント

ネットワークのベスト プラクティス
ネットワークの構成については、次のベスト プラクティスを考慮してください。

ネットワーク サービスをそれぞれに分離して、セキュリティとパフォーマンス
を向上します。

特定の仮想マシンの集合を最高のパフォーマンス レベルで機能させたい場合は、
それらのマシンを別個の物理NIC に配置します。この分離によって、ネット
ワークの作業負荷の一部を複数の CPU間でより均等に分散させることができま
す。たとえば、仮想マシンを分離すると、Webクライアントからのトラフィッ
クをより多く処理することができます。

VLANを使用して単一の分離ネットワークをセグメント化するか、別個の物理
ネットワークを使用することにより、次に示す推奨事項を満たすことができます
（後者の方法をお勧めします）。

独自のネットワークにサービス コンソールを保持することは、ESX システム
を保護する上で重要です。サービス コンソールのセキュリティが侵害され
ると、システムで稼動するすべての仮想マシンの完全な制御権が攻撃者に渡
るため、サービス コンソールのネットワーク接続性については、サーバの
リモート アクセス デバイスと同じ観点で考慮してください。

VMotionによる移行が行われると、ゲストOSのメモリの内容がネットワーク
を介して送信されるので、VMotion 接続には別個に専用ネットワークを用意
してください。

NFS ボリュームのマウント
ESX Server 3.0 では、仮想マシン用の仮想 CD-ROM として使用される ISO イメージを
ESX から NFS ストレージにアクセスする方法を示したモデルが、ESX Server 2.x で使
用されているモデルと異なります。
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ESX Server 3.0 では、VMkernel ベースのNFS マウントがサポートされています。新規
モデルでは、VMkernel NFS 機能を通じて、ISO イメージを伴うNFS ボリュームをマ
ウントします。この方法でマウントされたすべてのNFSボリュームは、VI クライアン
トのデータストアとして表示されます。仮想マシン構成エディタを使用すると、デー
タストアで、仮想CD-ROMデバイスとして使用される ISOイメージ用のサービス コン
ソール ファイル システムを参照することができます。

ネットワークのヒント
次に示すネットワークのヒントを考慮してください。

最も簡単にネットワーク サービスを物理的に分離し、特定のネットワーク サー
ビスに特定のNIC のセットを割り当てるには、サービスごとに vSwitch を作成し
ます。この方法が不可能な場合は、異なる VLAN ID を持つポート グループに各
ネットワーク サービスを接続することにより、単一の vSwitch のネットワーク 
サービスをそれぞれに分離することができます。いずれの方法でも、選択した
ネットワークまたは VLAN が、環境内の他の部分と分離されていること、すなわ
ち、それらのネットワークまたは VLANに接続するルータがないことをネット
ワーク管理者と共に確認してください。

vSwitch の裏側で稼動する仮想マシンまたはネットワーク サービスに影響を与え
ずに、その vSwitch の NIC を追加したり削除したりすることができます。稼働中
のハードウェアをすべて削除しても、仮想マシン同士は、ネットワークを行き来
しているかのように、互いに通信することができます。さらに、1つのNIC を残
しておくと、すべての仮想マシンが物理ネットワークに接続することができます。

仮想マシンを複数のグループに分けるには、チーミング ポリシーで、アクティ
ブ アダプタのセットが異なるポート グループを使用します。これらの仮想マシン
は、すべてのアダプタが起動している限り別々のアダプタを使用できますが、
ネットワークまたはハードウェアに障害が発生した場合は共有に戻ります。

物理ネットワークへのアップリンクを使用した仮想ネットワークと、アップリン
クを使用しない純粋な仮想ネットワーク間を経路指定するファイアウォールを仮
想マシンに配備し、最も機密性の高い仮想マシンを保護します。
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この章では、一般的なネットワーク構成とトラブルシューティングのシナリオについ
て説明します。

この章では、次のトピックを取り上げます。

ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワーク構成（P.70）

ブレード サーバ上のネットワークの構成（P.76）

トラブルシューティング（P.80）

ネットワーク シナリオと
トラブルシューティング 4
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ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワーク構成
ESX Server ホストに構成されるストレージには、iSCSI を使用する 1つまたは複数の
ストレージ エリア ネットワーク（SAN）が含まれる場合があります。これは、SCSI
デバイスにアクセスし、SCSI デバイスに直接接続せずにネットワーク ポートで
TCP/IP プロトコルを使用してデータ レコードを交換する手段です。iSCSI トランザク
ションでは、未フォーマット SCSI のデータ ブロックは、iSCSI レコードでカプセル化
され、要求側デバイスまたはユーザーに転送されます。

iSCSI ストレージを構成する前に、iSCSI ネットワークを処理する VMkernel ポートと、
iSCSI ネットワークへのサービス コンソール接続を作成する必要があります。

ソフトウェア iSCSI の VMkernel ポートを作成するには

1 VMware VI クライアント（VMware VI Client）にログインして、インベントリ パ
ネルからサーバを選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 [ ネットワークの追加 ] リンクをクリックします。

[ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。

4 [VMkernel] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

これで、iSCSI ストレージのサービスを実行する VMkernel を物理ネットワークに
接続できます。

[ネットワーク アクセス ] ページが表示されます。

5 使用する vSwitch または [ 仮想スイッチの作成 ] ラジオ ボタンを選択します。
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6 vSwitch が使用するネットワーク アダプタのチェック ボックスをオンにします。

選択内容が、[プレビュー ] ペインに表示されます。

アダプタ経由で接続する仮想マシンまたは他のサービスが適切なイーサネット 
セグメントに到達できるように、vSwitch ごとにアダプタを選択します。[新規
の仮想スイッチを作成する ] の下にアダプタが表示されない場合は、システム内
のすべてのネットワーク アダプタが既存の vSwitch に使用されていることを意
味します。

ネットワーク アダプタを vSwitch 間で移動する方法に関しては、「アップリンク 
アダプタを追加するには（P.50）」を参照してください。

7 [ 次へ ] をクリックします。

[接続設定 ] ページが表示されます。
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8 [ ポート グループのプロパティ ] で、ネットワーク ラベルと VLAN ID を選択また
は入力します。

[ ネットワーク ラベル ]　作成中のポート グループを識別する名前です。この
名前は、iSCSI ストレージを構成する場合に、このポート グループに接続す
る仮想アダプタの構成時に指定するラベルです。

[VLAN ID]　ポート グループのネットワーク トラフィックが使用する VLAN
を識別します。

9 [IP 設定 ] で [ 編集 ] をクリックして、iSCSI に [VMkernel デフォルト ゲートウェイ ] 
を設定します。
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[DNS およびルーティングの構成 ] ダイアログボックスが表示されます。[DNS 構
成 ] タブの名前フィールドには、デフォルトのホスト名が入力されます。インス
トール時に指定したDNS サーバ アドレスも、ドメインのように事前に選択され
ています。
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[ ルーティング ] タブでは、サービス コンソールと VMkernel のそれぞれに独自の
ゲートウェイ情報が必要です。サービス コンソールまたは VMkernel と同一の IP
サブネットにないマシンへの接続には、ゲートウェイが必要です。

10 [DNS およびルーティングの構成 ]ダイアログ ボックスを閉じます。

11 [ 次へ ] をクリックします。

12 変更を加えるには、[戻る ] ボタンを使用します。

13 [ 設定完了 ] ページで変更内容を確認し、[ 終了 ] をクリックします。

iSCSI の VMkernel ポートの作成後、VMkernel ポートと同じ vSwitch にサービス コン
ソール接続を作成する必要があります。

ソフトウェア iSCSI ストレージのサービス コンソール接続を構成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

注意 作成したポートに対しては、必ずデフォルト ゲートウェイを設定してください。
有効な固定 IPアドレスを使用してVMkernel スタックを構成する必要があります。
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3 画面の右側で、先ほど作成した VMkernel ポートに関連する vSwitch の [ プロパ
ティ ] をクリックします。

4 [ ポート ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

[ ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。

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

[接続設定 ] 画面が表示されます。

6 [ ポート グループのプロパティ ]で、作成中のポート グループを識別するネット
ワーク ラベルを入力します。

vSwitch の図には、上から新しい順にポートおよびポート グループが表示され
ます。
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7 [ サブネット マスク ] を入力するか、IP アドレスおよびサブネット マスクに対す
るDHCP オプションの [ IP 設定を自動的に取得します ]を選択します。

8 [ サービス コンソールのデフォルト ゲートウェイ ] を設定します。

詳細に関しては「デフォルト ゲートウェイを設定するには（P.41）」を参照して
ください。

9 [ 次へ ] をクリックします。

[設定完了 ] 画面が表示されます。

10 vSwitch が適切に構成されていることを確認したら、[ 終了 ] をクリックします。

VMkernel ポートとサービス コンソール接続を作成したら、ソフトウェア iSCSI スト
レージを有効にして構成することができます。iSCSI アダプタおよびストレージの構
成については、「iSCSI ストレージ（P.110）」を参照してください。

ブレード サーバ上のネットワークの構成
ブレード サーバではネットワーク アダプタの数が限定される場合があるため、VLAN
を使用してサービス コンソール、VMotion、IP ストレージ、および VMの各種グルー
プのトラフィックを分離する必要があるかもしれません。ヴイエムウェアのベスト 
プラクティスでは、セキュリティ上の理由からサービス コンソールと VMotion に独
自のネットワークを構成することをお勧めしています。この目的のために物理アダプ
タを個別の vSwitch 専用にすると、冗長（チーム化）接続、または種々のネットワー
キング クライアントの分離、あるいはその両方をあきらめなければならないかもし
れません。VLANを使用すると、複数の物理アダプタを使用する必要なしに、ネット
ワークを誇示することができます。

VLANのタグ付きトラフィックを使用して ESX Server ポート グループをサポートする
ブレード サーバのネットワーク ブレードでは、802.1Q をサポートしてポートをタグ
付きポートとして構成するようにブレードを構成する必要があります。
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ポートをタグ付きポートとして構成する方法は、サーバによって異なります。以下
に、3つの最も一般的に使用されるブレード サーバでタグ付きポートを構成する方法
について説明します。

HP Blade　ポートの [VLAN タグ付け ] を [ 有効 ] に設定します。

Dell PowerEdge　ポートを [ タグ付き ] に設定します。

IBM eServer Blade Center　ポートの構成で [ タグ ] を選択します。

ブレード サーバで VLANを使用する仮想マシン ポート グループを構成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 画面の右側で、サービス コンソールに関連する vSwitch の [ プロパティ ] をク
リックします。

4 [ ポート ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

[ ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。

5 接続タイプとして、デフォルトの [ 仮想マシン ] を選択します。

6 [ 次へ ] をクリックします。

[接続設定 ] ページが表示されます。
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7 [ ポート グループのプロパティ ]で、作成中のポート グループを識別するネット
ワーク ラベルを入力します。

ネットワーク ラベルを使用して、2台以上のホストに共通する移行対応の接続を
識別します。

8 [VLAN ID] フィールドに 1～ 4094 までの数字を入力します。

入力する数字が不明な場合は、このフィールドを空欄にするか、ネットワーク管
理者に問い合わせます。

9 [ 次へ ] をクリックします。

[設定完了 ] ページが表示されます。

10 vSwitch が適切に構成されていることを確認したら、[ 終了 ] をクリックします。

ブレード サーバで VLANを使用する VMkernel ポートを構成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 画面の右側で、サービス コンソールに関連する vSwitch の [ プロパティ ] をク
リックします。

4 [ ポート ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

[ ネットワークの追加ウィザード ] が表示されます。
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5 [VMkernel] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

これで、VMotion および IP ストレージ（NFS または iSCSI）用のサービスを実行
する VMkernel を物理ネットワークに接続できます。

[接続設定 ] ページが表示されます。

6 [ ポート グループのプロパティ ]で、ネットワーク ラベルと VLAN ID を選択また
は入力します。

[ ネットワーク ラベル ]　作成中のポート グループを識別する名前です。この
名前は、VMotion や IP ストレージなど、VMkernel サービスを構成する場合
に、このポート グループに接続する仮想アダプタの構成時に指定するラベ
ルです。

[VLAN ID]　ポート グループのネットワーク トラフィックが使用する VLAN
を識別します。

7 [VMotion のこのポート グループを使用する ] チェック ボックスをオンにして、
このポート グループがそれ自体をもう一方の ESX Server に対して、VMotion ト
ラフィックを送信するネットワーク接続として通知できるようにします。

このプロパティは、ESX Server ホストごとに 1つの VMotion および IP ストレー
ジ ポート グループに対してのみ、有効にすることができます。このプロパティ
がどのポート グループにも有効でない場合、このホストに対する VMotion によ
る移行はできません。
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8 [IP 設定 ] で [ 編集 ] をクリックし、VMotion、NAS、iSCSI などの VMkernel サービ
スに [VMkernel のデフォルト ゲートウェイ ] を設定します。

[DNS とルーティングの構成 ] ダイアログボックスが表示されます。[DNS の構成 ]
タブの名前フィールドには、デフォルトのホスト名が入力されます。インストー
ル時に指定したDNS サーバ アドレスも、ドメインのように事前に選択されてい
ます。

[ ルーティング ] タブでは、サービス コンソールと VMkernel のそれぞれに独自
のゲートウェイ情報が必要です。サービス コンソールまたは VMkernel と同一の
IP サブネットにないマシンへの接続には、ゲートウェイが必要です。

固定 IP の設定はデフォルトです。

9 [DNS の構成とルーティング ]ダイアログ ボックスを閉じます。

10 [ 次へ ] をクリックします。

11 変更を加えるには、[戻る ] ボタンを使用します。

12 [ 設定完了 ] ページで変更内容を確認し、[ 終了 ] をクリックします。

トラブルシューティング
以下の節では、一般的なネットワークの問題に関するトラブルシューティングを紹介
します。

この節では、以下のトピックについて説明します。

サービス コンソールのネットワークに関するトラブル シューティング（P.81）

ネットワーク アダプタの構成に関するトラブルシューティング（P.82）

物理スイッチの構成に関するトラブルシューティング（P.82）

ポート グループの構成に関するトラブルシューティング（P.83）

注意 作成したポートに対しては、必ずデフォルト ゲートウェイを設定してください。
このとき、VirtualCenter 2 は、VirtualCenter 1.x と異なる動作を取ります。
VMkernel IP スタックを構成するには、ダミー アドレスではなく、有効な IP アド
レスを使用する必要があります。
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サービス コンソールのネットワークに関するトラブル
シューティング

サービス コンソールのネットワークのある部分に構成エラーがあると、VI クライ
アントを使用して ESX Server ホストにアクセスできなくなります。この問題が発生
した場合は、サービス コンソールに直接接続し、次のサービス コンソール コマンド
を使用して、ネットワークを再構成することができます。

esxcfg-vswif -l 

サービス コンソールの現在のネットワーク インタフェースのリストを示します。

vswif0が存在し、現在の IP アドレスとネットマスクが正しいことを確認します。

esxcfg-vswitch -l 

現在の仮想スイッチ構成のリストを示します。

サービスコンソールに構成されたアップリンク アダプタが適切な物理ネット
ワークに接続されていることを確認します。

exscfg-nics -l 

現在のネットワーク アダプタのリストを示します。

サービス コンソールに構成されたアップリンク アダプタが動作中で、速度と
デュプレックスが共に正しいことを確認します。

esxcfg-nics -s <speed> <nic> 

ネットワーク アダプタの速度を変更します。

esxcfg-nics -d <duplex> <nic>  

ネットワーク アダプタのデュプレックスを変更します。

esxcfg-vswif -i <new ip address> vswifX 

サービス コンソールの IP アドレスを変更します。

esxcfg-vswif -n <new netmask> vswifX 

サービス コンソールのネットマスクを変更します。

esxcfg-vswitch -U <old vmnic> <service console vswitch> 

サービス コンソールに対するアップリンクを削除します。

esxcfg-vswitch -L <new vmnic> <service console vswitch> 

サービス コンソールに対するアップリンクを変更します。
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esxcfg-*コマンドの使用時に長く待たされる場合は、DNS に構成エラーがある可能
性があります。esxcfg-*コマンドは、DNS を構成してローカルホスト名が正しく解
決されるように要求します。この場合、/etc/hostsファイルに構成済みの IP アド
レスと127.0.0.1 のローカルホスト アドレスのエントリが含まれている必要があります。

ネットワーク アダプタの構成に関するトラブルシューティング
新しいネットワーク アダプタを追加すると、ネットワーク アダプタの名前が変更さ
れることにより、場合によっては VI Client を使用するサービス コンソールの接続性
と管理性が低下することがあります。

この問題が発生した場合、サービス コンソールを使用して、影響を受けたネット
ワーク アダプタの名前を変更する必要があります。

サービス コンソールを使用してネットワーク アダプタの名前を変更するには

1 ESX Server のコンソールに直接ログインします。

2 esxcfg-nics -lコマンドを使用して、ネットワーク アダプタに割り当てられ
ている名前を参照します。

3 esxcfg-vswitch -lコマンドを使用して、esxcfg-nics で表示されないデバイス
名に現在関連する vSwitch を参照します（vSwitch が存在する場合）。

4 esxcfg-vswitch -U <old vmnic name> <vswitch>コマンドを使用して、名
前が変更されたネットワーク アダプタを削除します。

5 esxcfg-vswitch -L <new vmnic name> <vswitch>コマンドを使用して、ネッ
トワーク アダプタに正しい名前をつけて再追加します。

物理スイッチの構成に関するトラブルシューティング
フェイルオーバーまたはフェイルバック イベントの発生時に、場合によっては
vSwitch の接続が切断される可能性があります。この場合、その vSwitch に関連する
仮想マシンが使用するMACアドレスが、今まで表示されていたスイッチ ポートとは
異なるスイッチ ポートに表示されます。

この問題が発生しないようにするには、物理スイッチを portfast モードまたは
portfast trunk モードにしてください。
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ポート グループの構成に関するトラブルシューティング
仮想マシンが既に接続されているポート グループの名前を変更すると、そのポート
グループに接続するよう構成されている仮想マシンのネットワーク構成が無効になり
ます。

仮想ネットワーク アダプタからポート グループへの接続は、仮想マシン構成に保存
されている名前によって実行されます。ポート グループの名前を変更しても、その
ポート グループに接続されているすべての仮想マシンを再構成することにはなりま
せん。既にパワーオンされている仮想マシンは、ネットワークへの接続が既に確立し
ているため、パワーオフされるまで引き機能します。

第一原則は、ネットワークの使用開始後にネットワークの名前を変更しないことで
す。ポート グループの名前を変更したら、関連する各仮想マシンをサービス コン
ソールを使用して再構成し、新しいポート グループ名を反映させる必要があります。
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5

この章では、ESX Server に使用できるストレージ オプションの概要情報を示します。

SANの構成については、『SAN構成ガイド』を参照してください。

この章では、次のトピックを取り上げます。

ストレージの概念（P.88）

ストレージの概要（P.89）

Virtual Infrastructure Client でのストレージ 情報の表示（P.94）

VMware ファイル システム（P.97）

ストレージの構成と管理（P.101）

ストレージの概要 5
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ストレージの概念
ストレージを完全に理解するには、いくつかの概念を知ることが大切です。

データストア　フォーマット形式の論理コンテナであり、論理ボリューム上の
ファイル システムに類似しています。 データストアには、仮想マシンファイルが
保持されます。また、SCSI、iSCSI、ファイバ チャネル SAN、NFS など、各種の
物理ストレージ上に存続できます。データストアには、VMFS ベースとNFS ベー
スの 2種類があります。

ディスク パーティション　特定の目的のために確保されている、ハード ディス
クの予約部分です。 ESX Server ストレージに関しては、各種の物理ストレージ デ
バイスのディスク パーティションをデータストアとして予約し、フォーマット
できます。

エクステント　ESX Server におけるエクステントとは、VMFS ベースの既存データ
ストアに動的に追加できる、物理ストレージ デバイスのハード ディスク パー
ティションです。 データストアは、複数のエクステントに拡張することができま
すが、スパン ボリュームに似た単一のボリュームとして存在します。

フェイルオーバー パス　ESX Server システムがネットワーク ストレージとの通
信時に使用できる冗長な物理パスです。 ストレージ データの転送を担うコンポー
ネントに障害が発生すると、ESX Server システムはフェイルオーバー パスを使用
します。「マルチパス」を参照してください。

ファイバ チャネル（FC）　ESX Server システムが、仮想マシンから SANのスト
レージ デバイスに SCSI トラフィックを送信するために使用する、高速データ送
信テクノロジです。 ファイバ チャネル プロトコル（FCP）により、SCSI コマンド
はファイバ チャネル フレームにパッケージ化されます。

iSCSI（インターネット SCSI）　SCSI ストレージ トラフィックを、特殊な FCネット
ワークではなく、IP ネットワークを介して送信できるように、TCP にパッケージ
化します。iSCSI 接続では、ESX Server システム（イニシエータ）はローカル 
ハード ディスクと通信するように、リモート ストレージ デバイス（ターゲッ
ト）と通信します。

LUN（論理ユニット番号）　ESX Server システムでストレージとして使用される各
SCSI ディスクを識別するための一意のアドレスです。ハードディスクと LUN
は、よく交互に使用されます。

マルチパス　複数の物理パス、またはこのパスの構成要素を使用可能にするテク
ニックであり、ESX Server システムとそのリモート ストレージ間のデータ送信を
担います。アダプタなど、この冗長な物理パスまたは要素の使用は、ESX Server
システムとストレージ デバイス間のトラフィックの中断を防止するのに役立ち
ます。



VMware, Inc. 89

第 5章 ストレージの概要

 

NAS（ネットワーク接続ストレージ）　ネットワークに接続し、ESX Server システ
ムにファイル アクセス サービスを提供することができる特殊なストレージ デバ
イスです。ESX Server システムは、NFS プロトコルを使用してNAS サーバと通
信します。

NFS（ネットワーク ファイル システム）　NAS デバイスと通信するために ESX 
Server がサポートする、ファイル共有プロトコルです。

raw デバイス（Rawディスク）　仮想マシンが直接使用する SCSI デバイスです。
RDMを介したアクセスが可能な場合もあります。

raw デバイス マッピング（RDM）　rawデバイスのプロキシとして機能し、SAN 
LUN を仮想マシンに直接マップする VMFS ボリューム内の特殊なマッピング 
ファイルです。RDMは、メタデータ ファイルとも呼ばれます。

未フォーマット LUN　SANに配置されている論理ディスクです。

スパン ボリューム　複数の物理ディスクのディスク領域を使用しながら、単一
の論理ボリュームと見なされる動的ボリュームです。

ストレージ デバイス　内部あるいはシステム外部に配置して、直接またはアダ
プタ経由でシステムに接続することもできる、物理ディスクまたはストレージ 
アレイです。

VMFS（VMware ファイル システム）　仮想マシン向けに仮想ストレージを最適化
する高性能クラスタ ファイル システムです。

ボリューム　1つの物理デバイスまたはその一部のディスク領域を使用すること
も、複数の物理デバイスにまたがることもできる、論理ストレージ ユニット
です。

ストレージの概要
最も一般的な構成では、仮想マシンは仮想ハード ディスクを使用して、オペレー
ティング システムやプログラム ファイル、およびアクティビティに関連付けられた
その他のデータを格納します。仮想ディスクは、サイズの大きな物理ファイルであ
り、その他のファイル同様、簡単な方法でコピー、移動、アーカイブ、バックアップ
できます。

仮想ディスク ファイルは、データストアと呼ばれる特殊なフォーマットを持つボ
リューム上に存在します。データストアは、ホスト マシン内部に直接取り付けされ
たストレージ デバイス、またはネットワーク ストレージ デバイスに配置することが
できます。ネットワーク ストレージ デバイスとは、システムの外部に配置され、通
常はアダプタ経由でネットワークにアクセスする外部の共有ストレージ デバイスま
たはアレイを指します。
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複数の物理ホストが共有する単一のデータストア上に、仮想ディスクやその他仮想マ
シンのコンポーネントを配置すると、次のことが可能になります。

VMware DRS（分散型リソース スケジューリング）や VMware HA（高可用性オプ
ション）などの機能を使用する。

VMotion を使用して、サービスを中断することなく、ESX Server から別の ESX 
Server に稼動中の仮想マシンを移動する。

Consolidated Backup を使用して、バックアップをより効率的に行う。

計画された、または未計画のサーバ停止からの保護を強化する。

ロード バランシングに対する制御性を高める。

ESX Server を使用すると、内部および外部の豊富なストレージ デバイスにアクセス
し、それらのデバイスを構成およびフォーマット化して、ストレージ ニーズに対応
させることができます。

ストレージを使用する作業には、ほとんど常に、VI クライアントを使用することに
なります。ストレージ デバイスのアクセスおよび構成方法と、データストアの配置
および管理方法については、以下の章を参照してください。

ストレージの構成（P.103）

ストレージの管理（P.139）

残りのストレージの概要の項では、次のトピックを取り上げます。

データストアとファイル システム（P.90）

ファイル システム フォーマット（P.91）

ストレージのタイプ（P.92）

サポートされているストレージ アダプタ（P.92）

仮想マシンからストレージへのアクセスの仕組み（P.93）

データストアとファイル システム
ESX Server 仮想マシンは、特別にフォーマットされた論理コンテナ、すなわちデータ
ストアに仮想ディスク ファイルを格納します。これらのデータストアは、さまざま
なタイプの物理ストレージ デバイスに存在することができます。データストアは、1
つまたは複数の物理デバイス上にあるディスク領域を使用できます。

データストアの管理プロセスは、ストレージ管理者が、ESX Server システム用に各種
のストレージ デバイスに事前に割り当てるストレージ スペースから始まります。ス
トレージ スペースは、LUN（論理ユニット番号）として ESX Server システムに割り
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当てられるか、ネットワーク接続型ストレージの場合は、NFS ボリュームとして割り
当てられます。

VI クライアントを使用し、利用可能な LUNにアクセスしてフォーマットするか、
NFS ボリュームをマウントすることによって、データストアを作成できます。

データストアを作成した後は、それらのデータストアを使用して、仮想マシン ファ
イルを格納できます。データストアは、必要に応じて変更できます。たとえば、デー
タストアにエクステントを追加したり、データストアの名前変更や削除を行ったりす
ることが可能です。

データストアの管理については、「データストアとファイル システムの管理（P.140）」
を参照してください。

ファイル システム フォーマット
作成するデータストアは、次のファイル システムにフォーマットすることができ
ます。

VMFS　ESX Server は、ローカル SCSI ディスク、iSCSI LUN、ファイバチャネル LUN
上に VMFS を実装し、各仮想マシンに 1つずつディレクトリを作成します。
VMFS は、クラスタ化されたファイル システムであり、複数の ESX Server システ
ムによる同時アクセスが可能です。

VMFS の詳細については、「VMware ファイル システム（P.97）」を参照してくだ
さい。

VMFS ベースのデータストアを使用しない場合は、マッピング ファイル（RDM）
をプロキシとして使用し、仮想マシンから rawデバイスに直接アクセスするこ
ともできます。RDMの詳細については、「Rawデバイス マッピング（P.155）」を
参照してください。

NFS　ESX Serverでは、NFSサーバに配置された指定のNFSボリュームを使用でき
ます。 ESX Server は、NFS ボリュームをマウントし、仮想マシンごとに 1つの
ディレクトリを作成します。クライアント コンピュータ上のユーザーには、マ
ウントされたファイルとローカル ファイルは同じものとして認識されます。

注意 ESX Server 3.0 では、VMFS バージョン 3（VMFS-3）をサポートしています。
VMFS-3 には、ESX Server 3.0 より前の ESX Server バージョンに対する下方互換が
ありません。VMFS-2 を使用している場合は、VMFS-3 にアップグレードする必要
があります。VMFS-2 のアップグレードについては、「データストアのアップグ
レード（P.141）」を参照してください。
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ストレージのタイプ
データストアは、さまざまなストレージ デバイスに存在することができます。また、
データストアは、システムに直接取り付けられたストレージ デバイス、またはネッ
トワーク ストレージ デバイスに配置することができます。

ESX Server では、次のタイプのストレージ デバイスをサポートしています。

ローカル　内部または外部 SCSI デバイスにローカルにファイルを格納します。

ファイバ チャネル　SAN（ストレージ エリア ネットワーク）にリモートにファ
イルを格納します。ファイバ チャネル アダプタが必要です。

iSCSI（ハードウェア イニシエータ）　リモートの iSCSI ストレージ デバイスに
ファイルを格納します。ファイルには、ハードウェア ベースの iSCSI HBA（ホス
ト バス アダプタ）を使用し、TCP/IP ネットワークを介してアクセスします。

iSCSI（ソフトウェア イニシエータ）　リモートの iSCSI ストレージ デバイスに
ファイルを格納します。VMkernel 内にあるソフトウェア ベースの iSCSI コード
を使用し、TCP/IP ネットワークを介してファイルにアクセスします。ネット
ワーク接続用に、標準のネットワーク アダプタが必要です。

NFS（ネットワーク接続型ストレージ）　リモート ファイル サーバにファイルを
格納します。ファイルには、NFS プロトコルを使用し、TCP/IP ネットワークを
介してアクセスします。ネットワーク接続用に、標準のネットワーク アダプタ
が必要です。

VI クライアントを使用して、ESX Server システムにマッピングされたストレージ デバ
イスにアクセスし、そのデバイスにデータストアを配置します。詳細については、
「ストレージの構成（P.103）」を参照してください。

サポートされているストレージ アダプタ
各種のストレージにアクセスするには、ESX Server システムに、ストレージ デバイス
またはネットワークとの接続を可能にする各種のアダプタが必要です。ESX Server で
は、PCI ベースの SCSI および iSCSI、RAID、ファイバ チャネル、およびイーサネット 
アダプタをサポートしており、それらのアダプタには、VMkernel のデバイス ドライ
バを通じて直接アクセスします。

注意 仮想マシンを IDE ドライブまたは SATA ドライブに格納することはできません。ESX 
Server ホストは、仮想マシンを格納する SCSI ストレージ、NAS、または SAN を備え
ている必要があります。
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仮想マシンからストレージへのアクセスの仕組み
仮想マシンは、データストアに格納された仮想ディスクと通信する際に、SCSI コマン
ドを発行します。データストアは、さまざまなタイプの物理ストレージに存在するた
め、これらのコマンドは、ESX Server システムがストレージ デバイスに接続するため
に使用するプロトコルに応じて、別の形式にカプセル化されます。ESX Server では、
ファイバ チャネル（FC）、インターネット SCSI（iSCSI）、および NFS プロトコルをサ
ポートしています。

図 5-1 は、異なるタイプのストレージを使用する 5台の仮想マシンを表し、各タイプ
の違いを示しています。

図 5-1.  ストレージのタイプ

物理ストレージ デバイス上の仮想ディスクにアクセスするように、仮想マシンを構
成することができます。仮想マシンの構成については、『仮想マシン管理ガイド』を
参照してください。

iSCSI アレイ NAS アプライアンスファイバ アレイ

ESX Server

VMFS

ローカル 
イーサネット

SCSI

VMFS VMFS NFS

仮想マシン 仮想マシン 仮想マシン 仮想マシン 仮想マシン

SAN LAN LAN LAN

iSCSI 
ハードウェア 
イニシエータ

ファイバ 
チャネル

HBA
イーサネット

NIC
イーサネット

NIC

ソフトウェア イニシエータソフトウェア イニシエータ

TCP/IP 接続が必要

鍵

物理ディスク

データストア

仮想ディスク

注意 この図は、概念を表したものにすぎず、推奨される構成ではありません。
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Virtual Infrastructure Client でのストレージ
情報の表示

VI クライアントには、使用可能なデータストア、データストアが使用するストレー
ジ デバイス、および構成済みのアダプタに関する詳細情報が表示されます。詳細に
ついては、次の項を参照してください。

データストアの表示（P.94）

ストレージ アダプタの表示（P.95）

ストレージ デバイス名の表記（P.96）

データストアの表示
データストアは、次のいずれかの方法で VI クライアントに追加されます。

ホストがインベントリに追加されたときに検出される　ホストをインベントリに
追加すると、VI クライアントには、ホストに認識されるデータストアが表示さ
れます。

使用可能なストレージ デバイスで作成する　[ストレージの追加] オプションを使
用して、新しいデータストアを作成し、構成することができます。詳細について
は、「ストレージの構成（P.103）」を参照してください。

使用可能なデータストアのリストを表示し、そのプロパティを分析することができ
ます。

データストアを表示するには、ホストの [ 構成 ] タブの [ ストレージ（SCSI、SAN、
NFS）] リンクをクリックします。

各データストアの [ ストレージ ] セクションに、次を含むサマリ情報が表示されます。

データストアが配置されているターゲット ストレージ デバイス 詳細に関しては
「ストレージ デバイス名の表記（P.96）」を参照してください。

データストアが使用するファイル システムのタイプ 詳細に関しては「ファイル 
システム フォーマット（P.91）」を参照してください。

使用中および使用可能な領域を含む合計容量 

特定のデータストアに関するその他の詳細を表示するには、リストからそのデータス
トアを選択します。[詳細 ] セクションに、次の情報が表示されます。

データストアの場所

データストアがまたがる個々のエクステントとその容量

ストレージ デバイスへのアクセスに使用するパス
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図 5-2 では、使用可能なデータストアのリストからデータストア「symm-07」が選択
されています。[詳細 ] ビューには、選択したデータストアの情報が表示されています。

図 5-2.  データストアの情報

既存のデータストアのいずれかを編集したり、削除したりすることができます。デー
タストアの編集では、ラベルの変更、エクステントの追加、またはストレージ デバ
イスのパスの変更を行うことができます。また、データストアをアップグレードする
こともできます。詳しくは「ストレージの管理（P.139）」を参照してください。

ストレージ アダプタの表示
VI クライアントには、お使いのシステムに使用できるストレージ アダプタが表示さ
れます。

ストレージ アダプタを表示するには、ホストの [ 構成 ] タブの [ ストレージ アダプタ ] 
リンクをクリックします。

ストレージ アダプタに関して、次のような情報が表示されます。

既存のストレージ アダプタ

ファイバ チャネル SCSI または iSCSI など、ストレージ アダプタのタイプ

接続先のストレージ デバイスやターゲット IDなど、各アダプタの詳細

特定のアダプタの構成プロパティを表示するには、[ ストレージ アダプタ ] リストか
らアダプタを選択します。

構成済みのデータストア データストアの詳細
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図 5-3 では、ファイバチャネル ストレージ アダプタ「vmhba0」が選択されていま
す。[詳細 ] ビューには、アダプタが接続する LUNの番号と使用するパスの情報が表
示されています。

パスの構成を変更するには、パスをリストから選択し、パスを右クリックして [ パス
の管理 ] をクリックします。これで、パスの管理ウィザードが起動します。パスの管
理については、「ファイバ チャネルと iSCSI のパスの管理（P.146）」を参照してくだ
さい。

図 5-3.  ストレージ アダプタの情報

ストレージ デバイス名の表記
VI クライアントでは、ストレージ デバイスの名前は、vmhba1:1:3:1のような形式
で、3つまたは 4つの数字をコロンで区切る形式で表示されます。この形式には、次
のような意味があります。

<HBA>:<SCSI target>:<SCSI LUN>:<disk partition>

vmhbaは省略形式であり、ESX Server システム上の物理HBAを指します。ESX Server が
VMkernel ネットワーク スタックを使って実装する仮想 iSCSI イニシエータを指すこ

ストレージ アダプタ アダプタのタイプ

ストレージ アダプタの詳細
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ともあります。4番目の数字は、ディスクまたは LUN上のパーティションを示しま
す。ディスクまたは LUN全体を使ってデータストアを構成している場合、4番目の
数字は表示されません。

したがって、vmhba1:1:3:1は、SCSI LUN3 の最初のパーティション、SCSI ターゲッ
ト 1、HBA 1 でアクセスすることを意味します。

3番目と 4番目の数字が変わることはありませんが、1番目と 2番目の数字は変わる
場合があります。たとえば、ESX Server システムを再起動した後、vmhba1:1:3:1を
vmhba3:2:3:1へ変更できますが、名前は同じ物理デバイスを参照しています。1番
目と 2番目の数字が変わる場合、次のような原因があります。

1番目の数字は、HBAを示します。したがって、ファイバ チャネルや iSCSI ネット
ワークが停止すると、数字が変わる可能性があります。ネットワークが停止する
と、ESX Server システムは、別のHBAを使ってストレージ デバイスにアクセス
します。

2番目の番号は、SCSI ターゲットを示します。したがって、ESX Server ホストが認
識するファイバ チャネルや 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。

VMware ファイル システム
ファイル システムとは、コンピュータ ファイルとファイル内のデータを格納、編成、
アクセス、操作、検索する方法です。ファイル システムには、FAT、NTFS、HPFS、
UFS、EXT3 など、さまざまな形式があります。VMware は、ESX Server 仮想マシンの
ストレージを最適化する高性能ファイル システムとして、VMware ファイル システ
ム（VMFS）を提供します。

この項では、以下のトピックを含む VMFS に関する詳細情報を提供します。

VMFS のバージョン（P.97）

VMFS の作成と拡張（P.98）

VMFS の共有機能（P.99）

VMFS のバージョン
ESX Server は、次の VMFS バージョンを提供します。

VMFS2　ESX Server version 2.x で作成されるファイル システムです。

VMFS3　ESX Server version 3 で作成されるファイル システムです。VMFS3 には、
マルチ ディレクトリのサポートなどの拡張機能が含まれます。仮想マシンを
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VMFS3 ファイル システム上に実装しないと、ESX Server version 3 ホストはパ
ワーオンできません。

VMFS の作成と拡張
VMFS は、ファイバ チャネルや iSCSI SAN デバイスなど、さまざまな SCSI ストレージ 
デバイス上に実装できます。仮想マシンは、VMFS 上の仮想ディスクを、マウント済
みの SCSI デバイスとして認識します。仮想ディスク環境では、仮想マシンのオペ
レーティング システムが物理ストレージ レイヤを認識することはありません。これ
により、仮想マシン内の SANで認定されていないオペレーティング システムでも、
実行可能になります。

VMFS は、仮想マシン内のオペレーティング システム向けに、内部ファイルシステム
のセマンティックを保持します。これにより、仮想マシンで動作するアプリケーション
の正常稼動やデータの整合性が保障されます。

ESX Server が検出するストレージ デバイス上に、VMFS ベースのデータストアをあら
かじめ設定することができます。仮想マシンを複数作成する場合は、サイズの大きな
LUNを選択してください。これにより、仮想マシンを動的に追加しても、ディスク
領域を追加する必要がなくなります。

ただし、追加領域が必要になった場合でも、VMFS ボリュームは最大の 64TB までい
つでも拡張できます。 

VMFS の作成時に特に考慮するべき点については、「VMFS の作成での注意点（P.98）」
を参照してください。

VMFS の作成での注意点
VMFS を使ってストレージ デバイスをフォーマットする場合は、ESX Server システム
のストレージをセットアップする方法を検討する必要があります。各 LUNにセット
アップできる VMFS ボリュームは 1つのみです。ただし、サイズの大きな VMFS ボ
リュームを 1つ使用する方法と、小さい VMFS を複数使用する方法があります。ESX 
Server では、システムあたり最大 256 の VMFS ボリューム、1.2GB 以上のボリューム 
サイズがサポートされています。

表 5-1.  VMFS ファイル システムへのホスト アクセス

ホスト VMFS2 データストア VMFS3 データストア

ESX Server version2 ホスト 読み取り /書き込み（VMを実行） アクセスなし

ESX Server version3 ホスト 読み取り専用（VMのコピー） 読み取り /書き込み（VMを実行）
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サイズの大きな VMFS ボリュームを少数設定すると、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、ストレージ管理者にディスク領域の拡張を依頼す
る必要がありません。

仮想ディスクのサイズ変更、スナップショットの操作などを柔軟に実行できます。

管理が必要な VMFS ベース データストアの数が少なくなります。

サイズの小さな VMFS ボリュームを多数設定すると、次のようなメリットがあります。

ロックや SCSI リザベーションに関して、VMFS で競合が発生しにくくなります。

無駄になるストレージ領域が減ります。

各アプリケーションで必要になるさまざまな RAID 構成にも対応できます。

マルチパス ポリシーやディスク共有を LUNごとに設定すれば、高い柔軟性を発
揮できます。

クラスタ ディスク リソースに専用LUNが必要だというMicrosoft Cluster Serviceの
要件を満たせます。

一部のサーバではサイズの大きな VMFS ボリュームを少数設定し、他のサーバでは小
さい VMFS ボリュームを多数設定することもできます。

VMFS の共有機能
1 つの VMFS ボリュームに仮想マシンを複数格納すると、複数の ESX Server がこのボ
リュームにアクセスできます。

詳細については、次の項を参照してください。

VMFS ボリュームに複数の仮想マシンを格納（P.99）

ESX Server での VMFS ボリュームの共有（P.100）

VMFS ボリュームに複数の仮想マシンを格納
1つの VMFSボリュームに複数の仮想マシンを格納することができます。各仮想マシン
は、小さいファイル セットにカプセル化され、1つの独立したディレクトリに格納さ
れます。VMFS は、次に示すファイル サイズやブロック サイズをサポートしていま
す。これにより、データベース、ERP、CRMなど大量のデータ処理が必要なアプリ
ケーションへの対応が可能になります。

仮想ディスクの最大サイズ： 2TB

ファイルの最大サイズ： 2TB 

ブロック サイズ： 1MB ～ 8MB
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1 つの VMFS ボリュームに仮想マシンを複数格納する場合は、I/O の競合により、パ
フォーマンスが低下する可能性があるので、注意が必要です。

ESX Server での VMFS ボリュームの共有
VMFS は、クラスタ ファイル システムであるため、複数の ESX Server が同じストレー
ジへ同時にアクセスすることが可能です。1つの VMFS ボリュームには、最大 32の
ESX Server が接続できます。

図 5-4.  ESX Server での VMFS ボリュームの共有

同じ仮想マシンに複数のサーバが同時アクセスするのを防ぐ方法が、VMFS のオン
ディスク ロック機能です。

複数の ESX Server が同じ VMFS ボリュームを共有することには、次のようなメリット
があります。

仮想マシンを複数の物理サーバに分散できます。つまり、各サーバ上で仮想マ
シンを混在させることができ、同時に大きな負荷が集中することがなくなります。

サーバに障害が発生しても、別の物理サーバ上で仮想マシンを再起動できます。
障害が発生すると、各仮想マシンのオンディスク ロックは解除されます。

稼働中の仮想マシンを物理サーバ間で移行する作業は、VMotion で行います。

Consolidated Backup を使用することにより、プロキシ サーバは、仮想マシンが
パワーオンで、ストレージの読み出しや書き込みを実行している状態で、仮想マ
シンのスナップショットをバックアップできます。

VMFS ボリューム

ESX
Server A

ESX
Server B

ESX
Server C

仮想
ディスク 
ファイル

VM1 VM2 VM3

ディスクディスク1

ディスクディスク2

ディスクディスク3
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ストレージの構成と管理
このガイドのストレージの構成およびストレージの管理に関する章では、概念の大部
分を取り上げ、ストレージを使用した作業に必要とされるタスクの概要について説明
しています。

SANの構成の詳細については、『SAN構成ガイド』を参照してください。

ESX Server では、次のようなストレージ タスクを実行できます。

ローカル SCSI 構成タスク
ローカル SCSI ディスクにデータストアを作成するには（P.105）

ファイバ チャネルに関するタスク
ファイバ チャネル デバイスにデータストアを作成するには（P.108）

ハードウェア イニシエータ iSCSI に関するタスク
iSCSI ハードウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.114）

ハードウェア イニシエータの iSCSI 名と IP アドレスを設定するには（P.116）

ハードウェア イニシエータのターゲット検出アドレスを設定するには（P.118）

ハードウェア イニシエータの CHAP パラメータを設定するには（P.120）

ハードウェア イニシエータ iSCSI デバイスにデータストアを作成するには
（P.121）

ソフトウェア イニシエータ iSCSI に関するタスク
iSCSI ソフトウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.124）

iSCSI ソフトウェア イニシエータを有効にするには（P.126）

ソフトウェア イニシエータのターゲット検出アドレスを設定するには（P.127）

ソフトウェア イニシエータの CHAP パラメータを設定するには（P.129）

ソフトウェア イニシエータ iSCSI デバイスにデータストアを作成するには
（P.130）

NFS に関するタスク
NFS ボリュームをマウントするには（P.136）

一般的なストレージに関するタスク
VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードするには（P.142）

データストアの名前を編集するには（P.143）
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1 つまたは複数のエクステントをデータストアに追加するには（P.144）

データストアを削除するには（P.141）

パス管理タスク
マルチパス ポリシーを設定するには（P.149）

パスの無効化（P.151）

優先パスを設定するには（P.152）



VMware, Inc. 103 

6

この章では、ローカル SCSI ディスク、ファイバ チャネル SAN（ストレージ エリア 
ネットワーク）ストレージ、iSCSI ストレージ、およびNFS ボリュームの構成に関す
る情報を示します。

この章では、次のトピックを取り上げます。

ローカル SCSI ディスク ストレージ（P.104）

ファイバ チャネル ストレージ（P.106）

iSCSI ストレージ（P.110）

ネットワーク接続型ストレージ（P.133）

ストレージの構成 6

注意 SAN の構成の追加情報については、『SAN構成ガイド』を参照してください。
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ローカル SCSI ディスク ストレージ
最も単純なストレージ タイプでは、システムのハード ディスクや外部の SCSI スト
レージ デバイスなどの SCSI デバイスを使用します。

図 6-1 は、ローカル SCSI ストレージを使用する仮想マシンを示しています。

図 6-1.  ローカル SCSI ストレージ

この例のローカル ストレージ構成では、ESX Server SCSI カードがケーブルを使って
ディスクに接続されています。このディスクで、仮想マシンのディスク ファイルの
格納に使用するデータストアを作成できます。作成するデータストアは、VMFS
フォーマットになります。

内蔵 SCSI デバイスまたは外付け SCSI デバイスにおけるローカル ストレージの構成に
ついての詳細は、「ローカル SCSI ストレージの追加（P.104）」を参照してください。

ローカル SCSI ストレージの追加
ローカル SCSI ストレージ アダプタのドライバをロードすると、ESX Server で、使用
可能な SCSI ストレージ デバイスが検出されます。SCSI デバイスに新規のデータスト
アを作成する前に、再スキャンが必要とされる場合があります。詳細については、
「再スキャンの実行（P.132）」を参照してください。

SCSI ストレージ デバイスにデータストアを作成する場合は、ストレージの追加ウィ
ザードで構成手順を実行していきます。

ESX Server

VMFS

ローカル 
イーサネット

SCSI

仮想マシン
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ローカル SCSI ディスクにデータストアを作成するには

1 VMwareVI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、ハードウェアの [ ストレージ（SCSI、SANおよび
NFS）] をクリックします。

3 [ ストレージの追加 ] リンクをクリックします。

[ストレージ タイプの選択 ] ページが表示されます。

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

[ディスク /LUNの選択 ] ページが表示されます。

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

[現在のディスク レイアウト ] ページが表示されます。

6 現在のディスク レイアウトに目を通し、[次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのプロパティ ] ページが表示されます。

7 データストア名を入力します。

ラベル名は、現在の仮想インフラストラクチャ インスタンスの中で固有である
必要があります。
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8 [ 次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのフォーマット ] ページが表示されます。

9 必要に応じて、ファイル システムと容量の値を調整します。

デフォルトでは、ストレージ デバイスで使用可能な全空きスペースが設定され
ます。

10 [ 次へ ] をクリックします。

[準備完了 ] ページが表示されます。

11 データストアの構成情報を確認し、[終了 ] をクリックします。

このプロセスにより、ESX Server ホスト上のローカル SCSI ディスクにデータス
トアが作成されます。

ファイバ チャネル ストレージ
ESX Server では、ファイバ チャネル アダプタをサポートしています。このアダプタ
を使用すると、ESX Server システムを SANに接続し、SANのディスク アレイを確認
することができます。
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図 6-2 は、ファイバ チャネル ストレージを使用する仮想マシンを示しています。

図 6-2.  ファイバ チャネル ストレージ

この構成では、ファイバ チャネル アダプタを使用して、ファイバ チャネル スイッチ
とストレージ アレイからなる SANファブリックに ESX Server システムを接続しま
す。ESX Server システムではストレージ アレイからの LUNを使用できるようになり
ます。これらの LUNにアクセスし、ESX Server のストレージ ニーズを満たすデータ
ストアを作成することができます。データストアには、VMFS フォーマットを使用し
ます。

ファイバ チャネル ストレージの構成方法の詳細については、「ファイバ チャネル ス
トレージの追加（P.108）」を参照してください。

追加情報については、以下を参照してください。

SANの構成については、『SAN構成ガイド』を参照してください。

ESX Server用にサポートされるSANストレージ デバイスについては、『SAN互換性
ガイド』を参照してください。 

ファイバ チャネルHBA向けのマルチパス機能およびパスの管理方法については、
「ファイバ チャネルと iSCSI のパスの管理（P.146）」を参照してください。

ファイバ アレイ

VMFS

仮想マシン

ファイバ 
チャネル

HBA

ESX Server
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ファイバ チャネル ストレージの追加
ファイバ チャネル デバイスに新規のデータストアを作成する前に、ファイバ チャネ
ル アダプタを再スキャンして、新たに追加された LUNを検出してください。詳細に
ついては、「再スキャンの実行（P.132）」を参照してください。

ファイバ チャネル ストレージ デバイスにデータストアを作成する場合は、ストレー
ジの追加ウィザードで構成手順を実行していきます。

ファイバ チャネル デバイスにデータストアを作成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、ハードウェアの [ ストレージ（SCSI、SANおよび
NFS）] をクリックします。

3 [ ネットワークの追加 ] リンクをクリックします。

[ストレージ タイプの選択 ] ページが表示されます。

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

[ ディスク /LUNの選択 ] ページが表示されます。

5 データストアに使用するファイバ チャネル デバイスを選択し、[ 次へ ] をクリッ
クします。

[現在のディスク レイアウト ] ページが表示されます。

6 現在のディスク レイアウトに目を通し、[次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのプロパティ ] ページが表示されます。
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7 データストア名を入力します。

データストア名は、VI クライアントに表示され、現在の仮想インフラストラク
チャ インスタンスの中で固有である必要があります。

8 [ 次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのフォーマット ] ページが表示されます。

9 必要に応じて、データストアに使用するファイル システム値と容量を調整
します。

デフォルトでは、ストレージ デバイスで使用可能な全空きスペースが設定され
ます。

10 [ 次へ ] をクリックします。

[準備完了 ] ページが表示されます。

11 データストアの情報を確認し、[終了 ] をクリックします。

このプロセスにより、ファイバ チャネル ディスクに ESX Server ホスト用のデー
タストアが作成されます。

12 再スキャンを実行します。

詳細については、「再スキャンの実行（P.132）」を参照してください。

マルチパス、マスキング、ゾーニングの使用などの詳細な構成については、『SAN構
成ガイド』を参照してください。
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iSCSI ストレージ
この項では、iSCSI ストレージの構成について説明し、次の情報を示します。

iSCSI ストレージについて（P.110）

ハードウェア イニシエータ iSCSI ストレージの構成（P.113）

ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージの構成（P.123）

マルチパス機能については、「ファイバ チャネルと iSCSI のパスの管理（P.146）」を
参照してください。

iSCSI ストレージについて
ESX Server 3.0 では、iSCSI テクノロジをサポートしており、ESX Server システムで IP
ネットワークを使用してリモート ストレージにアクセスすることが可能です。iSCSI
では、仮想マシンが仮想ディスクに発行した SCSI ストレージ コマンドが TCP/IP プロ
トコル パケットに変換され、仮想ディスクを格納するリモート デバイス、すなわち
ターゲットに転送されます。仮想マシン側では、デバイスはローカルに接続された
SCSI ドライブと見なされます。

この項では、iSCSI の概念について説明し、次のトピックを取り上げます。

iSCSI イニシエータ（P.110）

命名要件（P.112）

検出方法（P.112）

iSCSI セキュリティ（P.113）

iSCSI イニシエータ
リモート ターゲットにアクセスするため、ESX Server ホストでは iSCSI イニシエータ
を使用します。イニシエータは、ESX Server システムと IP ネットワーク上のターゲッ
ト ストレージ デバイスの間の SCSI 要求および応答を送信します。

ESX Server は、ハードウェア ベースとソフトウェア ベースの iSCSI イニシエータをサ
ポートしています。

ハードウェアiSCSIイニシエータ　iSCSI over TCP/IP機能を備えたサード パーティ
のホスト バス アダプタ（HBA）。この特殊な iSCSI アダプタは、すべての iSCSI 処
理および管理を担います。現在、ESX Server がサポートしているのは、QLogic 
QLA4010 iSCSI HBA のみです。

ソフトウェアiSCSIイニシエータ　ESX Serverシステムから標準のネットワーク ア
ダプタを介して iSCSI ストレージ デバイスに接続できる、VMkernel に組み込ま
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れたコード。ソフトウェア イニシエータは、ネットワーク スタックを通じて
ネットワーク アダプタと通信しながら、iSCSI プロセッシングを処理します。ソ
フトウェア イニシエータの使用により、特殊なハードウェアを購入せずに、
iSCSI テクノロジを使用できます。

図 6-3 は、異なるタイプの iSCSI イニシエータを使用する 2台の仮想マシンを示して
います。

図 6-3.  iSCSI ストレージ

iSCSI ストレージ構成の最初の例では、ESX Server システムでハードウェア iSCSI アダ
プタを使用しています。この特殊な iSCSI アダプタから LANを介して、ディスクに
iSCSI パケットが送信されます。

2番目の例では、ESX Server システムにソフトウェア iSCSI イニシエータが構成され
ています。ESX Server システムは、ソフトウェア イニシエータを使用して、既存の
NIC カードを通じて LANに接続します。

注意 仮想マシンのゲストOSは、iSCSI ストレージを直接認識することはできません。ゲス
トOSは、ESX Server システムに接続されている iSCSI ストレージを利用できるかどう
かは、SCSI HBA を介して認識します。

iSCSI アレイ

VMFS

仮想マシン 仮想マシン

LAN LAN

iSCSI 
ハードウェア 
イニシエータ

イーサネット
NIC

ソフトウェア イニシエータソフトウェア イニシエータ

ESX Server

注意 このリリースでは、同一の EXS Server システムにおけるハードウェアとソフトウェア
の iSCSI イニシエータの同時使用をサポートしていません。iSCSI トラフィックが特殊
な iSCSI アダプタではなく、標準のネットワーク アダプタを経由する場合のみ、ソフ
トウェア イニシエータを使用してください。
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命名要件
ストレージ エリア ネットワークは、大規模で複雑になる場合があるので、ネット
ワークを使用するすべての iSCSI イニシエータおよびターゲットには、固有かつ恒久
的な iSCSI 名が付けられ、アクセス用のアドレスが割り当てられます。iSCSI 名によ
り、物理的な場所に関係なく、特定の iSCSI デバイス、イニシエータ、またはター
ゲットを正しく識別することができます。

iSCSI イニシエータを構成するときは、適切な形式の名前が付いていることを確認し
てください。イニシエータには、次のいずれかの形式を使用できます。

IQN（iSCSI 限定名）　最大長さが 255 文字で、次の形式になります。

iqn.<year-mo>.<reversed_domain_name>:<unique_name>, 

<year-mo>はドメイン名が登録された年月、<reversed_domain_name>は公式
の予約済みドメイン名、<unique_name>は使用する、サーバ名などの名前を示し
ます。

たとえば、iqn.1998-01.com.mycompany.myserverとなります。

EUI（拡張された固有識別子）　eui接頭辞と 16文字からなる名前を示します。名
前には、IEEE によって割り当てられた 24 ビットの会社名と、シリアル番号など
の 40 ビットの固有な ID が含まれます。

検出方法
ネットワーク上のどのストレージ リソースがアクセス可能であるかを判断するため、
ESX Server システムが使用する iSCSI イニシエータでは、次の検出方法を使用します。

動的検出　イニシエータは、特定のターゲット アドレスに  ターゲットの送信要
求を送信することにより、iSCSI ターゲットを検出します。この方法を使用する
には、ターゲット デバイスのアドレスを入力して、イニシエータがこのター
ゲットで検出セッションを確立できるようにします。ターゲット デバイスは、
イニシエータがアクセス可能な追加ターゲットのリストを転送することによって
応答します。

静的検出　ターゲットの送信セッションに使用したターゲット デバイスから使
用可能なターゲットのリストが送信されると、それらのターゲットが [ 静的検出 ] 
リストに表示されます。このリストに手動でターゲットを追加したり、不要な
ターゲットを削除したりできます。

静的検出方法は、ハードウェア イニシエータのストレージにのみ使用できます。
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iSCSI セキュリティ
iSCSI テクノロジでは、リモート ターゲットとの接続に IP ネットワークを使用するの
で、接続のセキュリティを確保することが必要です。IP プロトコル自体は、送信す
るデータを保護せず、ネットワーク上のターゲットにアクセスするイニシエータの正
当性を検証する機能もありません。IP ネットワーク上のセキュリティを保証する、
特定の基準を設ける必要があります。

ESX Server では、iSCSI イニシエータで認証に使用できるチャレンジ ハンドシェイク
認証プロトコル（Challenge Handshake Authentication Protocol：CHAP）をサポート
しています。イニシエータがターゲットとの初期接続を確立すると、CHAP はイニシ
エータの ID を検証し、イニシエータとターゲットが共有する CHAP シークレットを
チェックします。この処理は、iSCSI セッション中に定期的に繰り返すことができます。

ESX Server システムに iSCSI イニシエータを構成する際は、CHAP が有効になってい
ることを確認してください。詳細については、「iSCSI ストレージのセキュリティ
（P.209）」を参照してください。

ハードウェア イニシエータ iSCSI ストレージの構成
ハードウェア ベースの iSCSI ストレージを実装する場合は、TCP/IP 経由で iSCSI スト
レージにアクセス可能な、サード パーティの特殊なアダプタを使用します。この
iSCSI アダプタは、ESX Server システムのためにすべての iSCSI プロセッシングおよび
管理を処理します。

iSCSI ストレージ デバイスに常駐するデータストアを設定する前に、iSCSI ハードウェ
ア アダプタを取り付けて、構成してください。

iSCSI ハードウェア接続によってアクセスするデータストアを準備し、設定する場合
は、次の手順を使用してください。

iSCSI ハードウェア イニシエータのインストール（P.113）

iSCSI ハードウェア イニシエータの表示（P.114）

iSCSI ハードウェア イニシエータの構成（P.115）

ハードウェア イニシエータ iSCSI ストレージの追加（P.121）

iSCSI ハードウェア イニシエータのインストール
ESX Server バージョン 3.0 では、ホスト システムにQLogic QLA4010 iSCSI HBA を使用
して iSCSI トランザクションを開始する必要があります。

詳細については、ヴイエムウェアのWebサイト（www.vmware.com）で『I/O 互換性
ガイド』を参照してください。 

http://www.vmware.com
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アダプタの入手と取り付けについては、QLogic の Web サイト（www.qlogic.com）を
参照してください。

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

iSCSI ハードウェア イニシエータのプロパティを表示するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

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

使用可能なストレージ アダプタのリストが表示されます。ストレージ アダプタ
のリストに、iSCSI HBA が表示されます。

3 HBA の中から、構成するイニシエータを選択します。

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

4 [ プロパティ ] をクリックします。

http://www.qlogic.com


VMware, Inc. 115

第 6章 ストレージの構成

 

[iSCSI イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。[全般 ] タブ
に、イニシエータのその他の特性が表示されます。

この時点で、ハードウェア イニシエータの構成またはデフォルト特性の変更を行う
ことができます。

iSCSI ハードウェア イニシエータの構成
iSCSI ハードウェア イニシエータを構成する際は、イニシエータの iSCSI 名、IP アド
レス、ターゲット アドレス、CHAP パラメータを設定する必要があります。詳細につ
いては、次の項を参照してください。

ハードウェア イニシエータの命名パラメータの設定（P.116）

ハードウェア イニシエータの検出アドレスの設定（P.117）

ハードウェア イニシエータの CHAP パラメータの設定（P.119）

iSCSI ハードウェア イニシエータを構成した後は、再スキャンを行って、イニシエー
タからアクセスできるすべての LUNが、ESX Server ホストで使用可能なストレージ 
デバイスのリストに表示されるようにします。詳細については、を参照してください。
「再スキャンの実行（P.132）」
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ハードウェア イニシエータの命名パラメータの設定
iSCSI ハードウェア イニシエータを構成する際は、iSCSI ハードウェア イニシエータ
の名前と IP アドレスの形式が適切なことを確認してください。

詳細については、「命名要件（P.112）」を参照してください。

ハードウェア イニシエータの iSCSI 名と IP アドレスを設定するには

1 「iSCSI ハードウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.114）」の手順
を実行して、[iSCSI イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

2 [ 構成 ] をクリックします。

[全般プロパティ ] ダイアログボックスが開きます。

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

入力する名前の形式が適切であることを確認します。名前の形式が適切でない
と、一部のストレージ デバイスで iSCSI ハードウェア イニシエータが認識されな
い場合があります。

4 iSCSI エイリアスを入力します。 

エイリアスは、iSCSI ハードウェア イニシエータの識別に使用する、分かりやす
い名前にします。

5 [ ハードウェア イニシエータのプロパティ ] で次のいずれかのオプションを選択
します。

[ IP 設定を自動的に取得します ] 

[ 以下の IP 設定を使用します ] 
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6 [ 以下の IP 設定を使用します ] を選択した場合は、次の値を入力します。

[IP アドレス ] 

[ サブネット マスク ] 

[ デフォルト ゲートウェイ ] 

[ 優先 DNS サーバ ] 

[ 代替 DNS サーバ ]（オプション）

7 [OK] をクリックして変更を保存します。

ハードウェア イニシエータの検出アドレスの設定
ネットワーク上のどのストレージ リソースがアクセス可能であるかをハードウェア 
イニシエータで判断できるようにするために、ターゲット検出アドレスを設定する必
要があります。

詳細については、「検出方法（P.112）」を参照してください。
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ハードウェア イニシエータのターゲット検出アドレスを設定するには

1 「iSCSI ハードウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.114）」の手順
を実行して、[iSCSI イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

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

3 ESX Server ホストでターゲットの送信セッションに使用できる、新規の iSCSI
ターゲットを追加するには、[追加 ] をクリックします。

[ターゲットの送信サーバの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ターゲットの情報を入力し、[OK] をクリックします。

ESX Server ホストでこのターゲット デバイスを使用したターゲットの送信セッ
ションが確立すると、新たに検出されたターゲットは、[ スタティック検出 ] リ
ストに表示されます。

5 特定のターゲットを変更または削除するには、ターゲットを選択し、[ 編集 ] ま
たは [ 削除 ] をクリックします。
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6 [ スタティック検出 ] タブをクリックします。

タブには、動的に検出されたすべてのターゲットが表示されます。

7 ESX Server ホストにアクセス可能なターゲットを追加するには、[ 追加 ] をクリッ
クして、ターゲットの情報を入力します。

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

ハードウェア イニシエータの CHAP パラメータの設定
iSCSI ハードウェア イニシエータを構成する際は、CHAP パラメータがイニシエータ
で有効になっていることを確認してください。有効になっていない場合は、設定する
必要があります。

詳細については、「iSCSI セキュリティ（P.113）」を参照してください。

注意 動的に検出した静的ターゲットを削除する場合、このターゲットは、次回の再ス
キャン実行時、HBAのリセット時、システムの再起動時にリストに戻すことが
できます。
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ハードウェア イニシエータの CHAP パラメータを設定するには

1 「iSCSI ハードウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.114）」の手順
を実行して、[iSCSI イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

2 [CHAP 認証 ] タブをクリックします。

タブには、デフォルトの CHAP パラメータが表示されます。

3 既存の CHAP パラメータに変更を加えるには、[構成 ] をクリックします。

[CHAP 認証 ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 CHAP を有効にしておくため、[ 次の CHAP 証明書を使用する ] がオンになって
いることを確認します。

5 新規の CHAP 名を使用するには、[イニシエータ名を使用する ] チェック ボック
スをオフにして、使用する名前を入力します。
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6 必要に応じて、CHAP シークレットを指定します。

新規のターゲットすべてで、イニシエータの認証に CHAP シークレットが使用
されます。

7 [OK] をクリックして変更を保存します。

ハードウェア イニシエータ iSCSI ストレージの追加
ハードウェア イニシエータ iSCSI ストレージ デバイスにデータストアを作成する場合
は、ストレージの追加ウィザードで構成手順を実行していきます。

ハードウェア イニシエータ iSCSI デバイスにデータストアを作成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、ハードウェアの [ ストレージ（SCSI、SANおよび
NFS）] をクリックします。

3 [ ネットワークの追加 ]リンクをクリックします。

[ストレージ タイプの選択 ] ページが表示されます。

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

[ディスク /LUNの選択 ] ページが表示されます。

注意 CHAP を無効にすると、CHAP 認証を必要とするすべてのセッションがただちに
終了します。
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5 データストアに使用する iSCSI デバイスを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[現在のディスク レイアウト ] ページが表示されます。

6 現在のディスク レイアウトに目を通し、[次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのプロパティ ] ページが表示されます。

7 データストア名を入力します。

データストア名は、VI クライアントに表示されます。ラベルは、現在の仮想イン
フラストラクチャ インスタンスの中で固有である必要があります。

8 [ 次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのフォーマット ]ページが表示されます。

9 必要に応じて、データストアに使用するファイル システム値と容量を調整しま
す。デフォルトでは、ストレージ デバイスで使用可能な全空きスペースが設定
されます。

10 [ 次へ ] をクリックします。

[全般 ] ページが表示されます。

11 データストアの情報を確認し、[終了 ] をクリックします。

これにより、ハードウェア イニシエータ iSCSI デバイスにデータストアが作成さ
れます。

12 再スキャンを実行します。

詳細については、「再スキャンの実行（P.132）」を参照してください。
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ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージの構成
ソフトウェア ベースの iSCSI を実装すると、標準のネットワーク アダプタを使用し
て、ESX Server システムを IP ネットワーク上のリモート iSCSI ターゲットに接続する
ことができます。VMkernel に内蔵された ESX Server のソフトウェア iSCSI イニシエー
タは、ネットワーク スタックを通じてネットワーク アダプタと通信するこの接続を
容易にします。

ソフトウェア ベースの iSCSI ストレージを構成する前に、ネットワーク接続を有効に
して、iSCSI ソフトウェア イニシエータを構成してください。

ソフトウェア イニシエータの iSCSI 接続を使って iSCSI ストレージにアクセスする
データストアを準備し、設定する際は、次の手順を使用します。

1 VMkernel TCP/IP ネットワーク スタックを構成します。

「VMkernel の構成（P.33）」および「ソフトウェア iSCSI ストレージのネットワー
ク構成（P.70）」を参照してください。

2 iSCSI ソフトウェア クライアント サービスを有効にして、ファイアウォール ポー
トを開きます。

詳細については、「サポートされているサービスおよび管理エージェントのファ
イアウォール ポートを開く（P.198）」を参照してください。

3 iSCSI ソフトウェア イニシエータを構成します。

詳細については、「iSCSI ソフトウェア イニシエータの構成（P.125）」を参照して
ください。

4 新規の iSCSI LUN の再スキャンを行います。

詳細については、「再スキャンの実行（P.132）」を参照してください。

5 データストアを設定します。

詳細については、「ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージの追加（P.130）」
を参照してください。

ソフトウェア iSCSI イニシエータの表示
ESX Server システムがソフトウェア イニシエータの iSCSI ストレージ デバイスへのア
クセスに使用するソフトウェア ISCSI アダプタは、使用可能なアダプタのリストに表
示されます。VIクライアントを使用して、そのアダプタのプロパティを確認できます。
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iSCSI ソフトウェア イニシエータのプロパティを表示するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

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

使用可能なストレージ アダプタのリストが表示されます。

3 [iSCSI ソフトウェア アダプタ ] から、使用可能なソフトウェア イニシエータを選
択します。

モデル、IP アドレス、iSCSI 名、検出方法、iSCSI エイリアス、検出されたター
ゲットなど、イニシエータの詳細が表示されます。
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4 [ プロパティ ] をクリックします。

[iSCSI イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。[全般 ] タブ
に、ソフトウェア イニシエータのその他の特性が表示されます。

この時点で、ソフトウェア イニシエータの構成またはデフォルト特性の変更を行う
ことができます。

iSCSI ソフトウェア イニシエータの構成
iSCSI ソフトウェア イニシエータを構成する際は、イニシエータを有効にして、イニ
シエータのターゲット アドレスと CHAP パラメータを設定する必要があります。詳
細については、次の項を参照してください。

iSCSI ソフトウェア イニシエータの有効化（P.126）

ソフトウェア イニシエータの検出アドレスの設定（P.127）

ソフトウェア イニシエータの CHAP パラメータの設定（P.128）

iSCSI ソフトウェア イニシエータを構成した後は、再スキャンを行って、イニシエー
タからアクセスできるすべての LUNが、ESX Server で使用可能なストレージ デバイ
スのリストに表示されるようにします。詳細については、「再スキャンの実行
（P.132）」を参照してください。
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iSCSI ソフトウェア イニシエータの有効化
ESX Server で使用できるように iSCSI ソフトウェア イニシエータを有効化する必要が
あります。

iSCSI ソフトウェア イニシエータを有効にするには

1 「iSCSI ソフトウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.124）」の手順
を実行して、[iSCSI イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

2 [ 構成 ] をクリックします。

[全般プロパティ ]ダイアログ ボックスを開き、イニシエータのステータス、デ
フォルト名、およびエイリアスを表示します。

3 イニシエータを有効にするには、[有効 ] チェック ボックスをオンにします。

4 イニシエータのデフォルト iSCSI 名を変更するには、新規の名前を入力します。

入力する名前の形式が適切であることを確認します。名前の形式が適切でない
と、一部のストレージ デバイスで iSCSI ハードウェア イニシエータが認識されな
い場合があります。詳細については、「命名要件（P.112）」を参照してください。

5 iSCSI エイリアスを入力するか、既存のエイリアスを変更します。

エイリアスは、iSCSI ハードウェア イニシエータの識別に使用する、分かりやす
い名前にします。

6 [OK] をクリックして変更を保存します。
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ソフトウェア イニシエータの検出アドレスの設定
ネットワーク上でアクセス可能なストレージ リソースをソフトウェア イニシエータ
で判断できるようにするために、ターゲット検出アドレスを設定する必要があります。

詳細に関しては、「検出方法（P.112）」を参照してください。

ソフトウェア イニシエータのターゲット検出アドレスを設定するには

1 「iSCSI ソフトウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.124）」の手順
を実行して、[iSCSI イニシエータのプロパティ ]ダイアログ ボックスを開きます。

2 [ ダイナミック検出 ]タブをクリックします。
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3 ESX Server ホストでターゲットの送信セッションに使用できる、新規の iSCSI
ターゲットを追加するには、[追加 ] をクリックします。

[送信ターゲット サーバの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

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

5 送信ターゲット サーバを変更または削除するには、サーバを選択し、[編集 ] ま
たは [ 削除 ] をクリックします。

ソフトウェア イニシエータの CHAP パラメータの設定
iSCSI ソフトウェア イニシエータを構成する際は、CHAP パラメータがイニシエータ
で有効になっていることを確認してください。有効になっていない場合は、設定する
必要があります。

詳細については、「iSCSI セキュリティ（P.113）」を参照してください。
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ソフトウェア イニシエータの CHAP パラメータを設定するには

1 「iSCSI ソフトウェア イニシエータのプロパティを表示するには（P.124）」の手順
を実行して、[iSCSI イニシエータのプロパティ ]ダイアログ ボックスを開きます。

2 [CHAP 認証 ] タブをクリックします。

タブには、デフォルトの CHAP パラメータが表示されます。
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3 既存の CHAP パラメータに変更を加えるには、[構成 ] をクリックします。

[CHAP 認証 ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 CHAP を有効にしておくため、[ 以下の CHAP 証明書を使用します ] がオンに
なっていることを確認します。

5 新規の CHAP 名を使用するには、[イニシエータ名の使用 ] チェック ボックスを
オフにして、使用する名前を入力します。

6 必要に応じて、CHAP シークレットを指定します。

新規のターゲットすべてで、イニシエータの認証に CHAP シークレットが使用
されます。確立されているセッションには、影響はありません。

7 [OK] をクリックして変更を保存します。

ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージの追加
ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージ デバイスにデータストアを作成する場合
は、ストレージの追加ウィザードで構成手順を実行していきます。

ソフトウェア イニシエータ iSCSI デバイスにデータストアを作成するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、ハードウェアの [ ストレージ（SCSI、SANおよび
NFS）] をクリックします。

3 [ ネットワークの追加 ]リンクをクリックします。

[ストレージ タイプの選択 ] ページが表示されます。

注意 CHAP を無効にすると、CHAP 認証を必要とするすべてのセッションがただちに
終了します。
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4 [ ディスク /LUN] ストレージ タイプを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNの選択 ] ページが表示されます。

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

[現在のディスク レイアウト ] ページが表示されます。

6 現在のディスク レイアウトに目を通し、[次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのプロパティ ] ページが表示されます。

7 データストア名を入力します。

データストア名は、VI クライアントに表示されます。ラベルは、現在の仮想イン
フラストラクチャ インスタンスの中で固有である必要があります。
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8 [ 次へ ] をクリックします。

[ディスク /LUNのフォーマット ]ページが表示されます。

9 必要に応じて、データストアに使用するファイル システム値と容量を調整します。

デフォルトでは、ストレージ デバイスで使用可能な全空きスペースが設定され
ます。

10 [ 次へ ] をクリックします。

[準備完了 ] ページが表示されます。

11 データストアの構成情報を確認し、[終了 ] をクリックします。

これにより、ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージ デバイスにデータスト
アが作成されます。

12 再スキャンを実行します。

詳細については、「再スキャンの実行（P.132）」を参照してください。

再スキャンの実行
新規の LUNがアダプタ経由でアクセス可能になると、ESX Server はこの新規の仮想
デバイスを仮想マシン用に登録します。既存の LUNが使用されなくなり、もう存在
しないと見なされた場合は、仮想マシンによる使用から除去されます。

次の場合には、再スキャンの実行を考慮してください。

ESX Server システムで使用できるストレージ ディスクまたは LUNに、何らかの変
更が加えられた場合

ストレージ アダプタに何らかの変更が加えられた場合
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新規のデータストアが作成された場合

既存のデータストアが編集または削除された場合

再スキャンを実行するには

1 VI クライアントでホストを選択し、[ 構成 ] タブをクリックします。

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

[再スキャン ] ダイアログ ボックスが開きます。

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

新規の LUNが検出されると、それらの LUNがディスク /LUNリストに表示され
ます。

4 新規のデータストアを検出するには、[新規 VMFS ボリュームのスキャン ] を選
択します。

新規のデータストアまたは VMFS ボリュームが検出されると、それらのデータス
トアまたは VMFS ボリュームがデータストア リストに表示されます。

ネットワーク接続型ストレージ
この項では、NAS（ネットワーク接続型ストレージ）について、次の情報を示します。

共有ストレージの機能（P.134）

仮想マシンによるNFS の使い方（P.134）

NFS ボリュームと仮想マシンのデリゲート ユーザー（P.136）

注意 また、個々のアダプタを選択し、[再スキャン ] をクリックしてそのアダプタだ
けを再スキャンすることもできます。
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NFS ボリュームにアクセスするための ESX Server の構成（P.136）

NFS ベース データストアの作成（P.136）

ESX Server では、NFS プロトコルを介したNAS（ネットワーク接続型ストレージ）の
使用をサポートしています。ユーザーによっては、SANストレージの代わりにNFS
を使用したほうが、コスト効率が高くなる可能性があります。

共有ストレージの機能
ESX Server は、NAS ボリュームにおける次の共有ストレージ機能をサポートして
います。

VMotion を使用します。サービスを中断することなく、ESX Server から別の ESX 
Server に稼動中の仮想マシンを移動します。

NFS マウント ボリュームに仮想マシンを作成します。

NFS マウント ボリュームに格納された仮想マシンを起動します。

NFS マウント ボリュームに仮想マシンのスナップショットを作成します。スナッ
プショット機能を利用すると、仮想マシンの状態を保存して、同じ状態に何度で
も戻すことができます。

仮想マシンによるNFS の使い方
ESX Server がサポートするNFS プロトコルによって、NFS クライアントとNFS サー
バ間の通信が可能になります。NFS クライアントは、結果を応答するサーバからの情
報を求める要求を発行します。

ESX Server に組み込まれてるNFS クライアントは、NFS サーバへのアクセスを可能に
し、NFS ボリュームを使用して仮想マシン ディスクを格納します。ESX Server では、
NFS Version 3 over TCP をサポートします。

VI クライアントを使用して、NFS ボリュームをデータストアとして構成します。構成
されたNFS データストアが VI クライアントに表示されます。それらのデータストア
を使用して、VMFS ベースのデータストアと同じ使用方法で、仮想マシンのディスク 
ファイルを格納できます。

NFS ベースのデータストアで作成する仮想ディスクでは、NFS サーバによって決定さ
れるディスクの形式が使用されます。通常、オン デマンドのスペース割り当てを必
要とするシン ディスク形式が使用されます。このディスクへの書き込み中に仮想マ
シンのスペースが不足すると、VI クライアントによってスペースを求める通知が表
示されます。次のオプションを選択できます。



VMware, Inc. 135

第 6章 ストレージの構成

 

仮想マシンがディスクへの書き込みを続行できるように、ボリューム上のスペー
スを解放する。

仮想マシンのセッションを終了する。セッションを終了し、仮想マシンをシャッ
トダウンする。

図 6-4 は、NFSボリュームを使用してファイルを格納する仮想マシンを示しています。

図 6-4.  NFS ストレージ

この構成では、ESX Server が、仮想ディスク ファイルを格納するNFS サーバに接続
されています。

NAS アプライアンス

NFS

仮想マシン

LAN

イーサネット
NIC

ESX Server

警告 ESX Server が NFS ベースのデータストアに格納されている仮想マシン ディ
スク ファイルにアクセスすると、ディスク ファイルが配置されている
ディレクトリと同じディレクトリに、.lck-XXXという特殊なロック ファ
イルが生成され、この仮想ディスク ファイルに対する他の ESX Server ホ
ストからのアクセスが防止されます。.lck-XXXロック ファイルは削除し
ないでください。削除すると、稼働中の仮想マシンがその仮想ディスク 
ファイルにアクセスできなくなります。
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NFS ボリュームと仮想マシンのデリゲート ユーザー
NFS ベースのデータストアで仮想マシンの作成、構成、管理を行う場合、NFS アクセ
ス権を特別なユーザー（デリゲート ユーザーと呼ばれます）に割り当てる必要があ
ります。

デフォルトでは、ESX Server ホストのデリゲート ユーザーは root です。ただし、す
べてのNFS ボリュームで、root をデリゲート ユーザーとして使用できるとは限りま
せん。無許可アクセスからNFS ボリュームを保護するために、NFS システム管理者
が root squashオプションをオンにしてNFS ボリュームをエクスポートする場合も
あります。root squashがオンの場合、NFS サーバは rootによるアクセスを、権限
を持たないユーザーと同様に処理し、ESX Server ホストがNFS ボリュームに格納され
ている仮想マシンにアクセスすることを拒否することもあります。

試験的な ESX Server 機能を使用して、デリゲート ユーザーを別の ID に変更できま
す。この ID は、NFS サーバのディレクトリ所有者の ID と一致する必要があります。
一致しない場合は、ESX Server ホストがファイル レベルの動作を実行できません。

デリゲート ユーザーに別の IDを設定する方法についての詳細は、「NFS ストレージ
の仮想マシン代行（P.238）」を参照してください。

NFS ボリュームにアクセスするための ESX Server の構成
NFS には、リモート サーバに格納されたデータにアクセスするネットワーク接続性
が必要です。NFS を構成するには、まず、VMotion と IP ストレージに対してネット
ワークを構成する必要があります。

ネットワークの構成については、「VMkernel の構成（P.33）」を参照してください。

NFS ベース データストアの作成
NFS ボリュームにデータストアを作成する場合は、ストレージの追加ウィザードで構
成手順を実行していきます。

NFS ボリュームをマウントするには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、ハードウェアの [ ストレージ（SCSI、SANおよび
NFS）] をクリックします。

警告 ESX Server ホストの委任ユーザーの変更は実験的な機能であり、現在、こ
の機能に対しては限定的なサポートしか提供されていません。この機能を
使用すると、予期しない動作が発生する可能性があります。
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3 [ ネットワークの追加 ]リンクをクリックします。

[ストレージ タイプの選択 ] ページが表示されます。

4 ストレージ タイプとして [ ネットワーク ファイル システム ] を選択し、[ 次へ ] 
をクリックします。

[ネットワーク ファイル システムの検出 ] ページが表示されます。

5 サーバ名、マウント ポイント フォルダ、およびデータストア名を入力します。

6 [ 次へ ] をクリックします。

[ネットワーク ファイル システムのサマリ ] ページが表示されます。

7 構成オプションを確認し、[終了 ] をクリックします。
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この章では、既存のデータストアと、データストアを構成するファイル システムの
情報を示します。この章では、次のトピックを取り上げます。

データストアとファイル システムの管理（P.140）

既存の VMFS ベースデータストアの編集（P.141）

ファイバ チャネルと iSCSI のパスの管理（P.146）

vmkfstoolsコマンド（P.152）

ストレージの管理 7
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データストアとファイル システムの管理
ESX Server システムでは、データストアを使用して、仮想マシンに関連付けられたす
べてのファイルを格納します。データストアは、1つの物理デバイスまたはディスク 
パーティションのディスク領域を使用することも、複数の物理デバイスにまたがるこ
ともできる、論理ストレージ ユニットです。データストアは、SCSI、iSCSI、ファイ
バ チャネル SAN、NFS など、各種の物理ストレージに存在することができます。

データストアの詳細については、「データストアとファイル システム（P.90）」を参照
してください。

データストアは、次のいずれかの方法で VI クライアントに追加されます。

ホストがインベントリに追加されたときに検出される ホストをインベントリに
追加すると、VI クライアントには、ホストに認識されるデータストアが表示さ
れます。

使用可能なストレージ デバイスで作成するﾐ [ストレージの追加 ]コマンドを使用
して、新規のデータストアを作成し、構成することができます。

データストアを作成した後は、それらのデータストアを使用して、仮想マシン ファ
イルを格納できます。データストアは、必要に応じて変更できます。たとえば、デー
タストアにエクステントを追加したり、データストアの名前変更や削除を行ったりす
ることが可能です。

詳細については、次の項を参照してください。

新規のデータストアの追加（P.140）

既存のデータストアの削除（P.141）

新規のデータストアの追加
データストアは、ファイバ チャネル、iSCSI、またはローカル SCSI ディスクに作成す
ることができます。また、ネットワーク接続を介してNFS ボリュームをマウントし、
VMware データストアとして使用することもできます。データストアを作成するに
は、次のオプションを使用して、作成するデータストアのタイプを選択します。

ローカル SCSI ストレージの追加（P.104）

ファイバ チャネル ストレージの追加（P.108）

ハードウェア イニシエータ iSCSI ストレージの追加（P.121）

注意 データストアを使用しない場合は、マッピング ファイル（RDM）をプロキシとして
使用し、仮想マシンから rawデバイスに直接アクセスすることもできます。RDMの
詳細については、「Rawデバイス マッピング（P.155）」を参照してください。
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ソフトウェア イニシエータ iSCSI ストレージの追加（P.130）

NFS ベース データストアの作成（P.136）

既存のデータストアの削除
使用しないデータストアは、削除することができます。

データストアを削除するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックし、[ ストレージ（SCSI、SAN およびNFS）] をクリック
します。

3 削除するデータストアを選択し、[削除 ] をクリックします。

4 データストアを削除することを確認します。

既存の VMFS ベースデータストアの編集
VMFS フォーマットを使用するデータストアは、SCSI ベースのストレージ デバイスに
配置されます。

VMFS ベースのデータストアを作成した後は、そのデータストアを変更できます。詳
細については、次の項を参照してください。

データストアのアップグレード（P.141）

データストアの名前の変更（P.143）

データストアへのエクステントの追加（P.144）

データストアのアップグレード
ESX Server 3 には、新規のファイルシステム、VMFS バージョン 3（VMFS-3）が備
わっています。データストアが VMFS-2 でフォーマット化されている場合は、
VMFS-2 で格納されたファイルを読み取ることはできますが、使用することはできま
せん。ファイルを使用するには、VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードします。

要注意 ESX Server システムからデータストアを削除すると、システムと、その
データストアを保持するストレージ デバイスとの接続が中止され、その
ストレージ デバイスのすべての機能が停止します。

現在稼働中の仮想マシンの仮想ディスクを保持するデータストアは、削除
できません。
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VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードする際は、ESX Server のファイル ロック機構
により、リモートの ESX Server およびローカル プロセスが変換中の VMFS ボリュー
ムにアクセスしていないことが確認されます。ESX Server は、データストアにあるす
べてのファイルを保存します。

予防措置として、アップグレード オプションを使用する前に、次のことを考慮して
ください。

アップグレードする VMFS-2 ボリュームに含まれる仮想ディスクへの変更をすべ
て実行するまたは破棄する。
アップグレードする VMFS-2 ボリュームのバックアップを作成する。

電源オンの仮想マシンがこの VMFS-2 ボリュームを使用していないことを確認
する。

他のESX ServerがこのVMFS-2ボリュームにアクセスしていないことを確認する。

この VMFS-2 ボリュームが他の ESX Server にマウントされていないことを確認
する。

VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードするには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックし、[ ストレージ（SCSI、SAN およびNFS）] をクリック
します。

3 VMFS-2 フォーマットを使用するデータストアをクリックします。

4 [VMFS-3 へのアップグレード ]をクリックします。

要注意 VMFS-2 から VMFS-3 の変換は、一方向のプロセスです。VMFS ベースの
データストアを VMFS-3 に変換した後で、再び VMFS-2 に戻すことは
できません。

VMFS-2 ファイル システムにアップグレードするためには、ファイル 
ブロック長を 8 MB 以下にする必要があります。
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データストアの名前の変更
既存の VMFS ベース データストアの名前を変更することができます。

データストアの名前を編集するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックし、[ ストレージ（SCSI、SAN およびNFS）] をクリック
します。

3 名前を編集するデータストアを選択し、[ プロパティ ] リンクをクリックします。

[ボリュームのプロパティ ]ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ 全般 ] で [ 変更 ] をクリックします。

[プロパティ ] ダイアログボックスが開きます。

5 新規のデータストア名を入力し、[OK] をクリックします。
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データストアへのエクステントの追加
ハード ディスク パーティションをエクステントとして接続することによって、VMFS
フォーマットを使用するデータストアを拡張することができます。データストアは、
32 の物理ストレージ エクステントにわたって展開できます。

このデータストアで新しい仮想マシンを作成する必要がある場合、またはこのデータ
ストアで実行中の仮想マシンでより多くのスペースが必要になった場合、データスト
アに新しいエクステントを動的に追加できます。

1 つまたは複数のエクステントをデータストアに追加するには

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

2 [ 構成 ] タブをクリックし、[ ストレージ（SCSI、SAN およびNFS）] をクリック
します。

3 拡張するデータストアを選択し、[ プロパティ ] リンクをクリックします。

[ボリュームのプロパティ ]ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ エクステント ] の下の [ エクステントの追加 ] をクリックします。

[範囲の追加 ] ウィザードが開きます。
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5 新規のエクステントとして追加するディスクを選択し、[次へ ] をクリックします。

[現在のディスク レイアウト ] ページが表示されます。

6 エクステントに使用している現在のディスク レイアウトを見直して、ディスク
に重要な情報が含まれていないことを確認します。

7 [ 次へ ] をクリックします。 

[ エクステント サイズ ] ページが表示されます。

8 エクステントの容量を設定します。

デフォルトでは、ストレージ デバイスで使用可能な全空きスペース全体が設定
されます。

9 [ 次へ ] をクリックします。 

[ 実行の確認 ] ページが表示されます。

10 提案されるエクステント レイアウトと、データストアの新規の構成を確認して、
[終了 ] をクリックします。

注意 追加するディスクまたはパーティションが前にフォーマット化されている場合
は、再フォーマット化されて、ファイル システムとその中のデータがすべて失
われます。
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ファイバ チャネルと iSCSI のパスの管理
ESX Server はマルチパスをサポートするので、HBA、スイッチ、ストレージ プロセッ
サ（SP）、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HBA からストレージ 
アレイにアクセスできます。または、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。

デフォルトでは、ホストから指定 LUNにアクセスするために ESX Server システムに
よって使用されるパスは常に 1つのみです。ESX Server システムによって使用される
パスで障害が発生すると、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 フェイルオーバーと呼ば
れます。パスでは、パス上のいずれかのコンポーネント（HBA、ケーブル、スイッチ 
ポート、ストレージ プロセッサ）が故障すると、障害が発生します。

図 7-1.  マルチパス機能 

図 7-1 では、複数のパスが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 とスイッチ間のリンクが故障した場合、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。

同様に、SP1 または SP1 とスイッチ間のリンクが故障すると、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

ESX
Server

ESX
Server

SP2

ストレージ アレイ

SP1

スイッチ スイッチ

HBA2 HBA1 HBA3 HBA4



VMware, Inc. 147

第 7章 ストレージの管理

 

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 フェイルオーバーの両方をサポートします。

マルチパスの詳細については、『SAN構成ガイド』を参照してください。

パス管理の詳細については、次の項を参照してください。

現在のマルチパス状態の表示（P.147）

アクティブなパス（P.149）

LUNに対するマルチパス ポリシーの設定（P.149）

パスの無効化と有効化（P.151）

優先パスの設定（固定パス ポリシーのみ）（P.152）

現在のマルチパス状態の表示
VI クライアントを使用して、現在のマルチパス状態を表示します。

現在のマルチパス状態を表示するには

1 VMware VI クライアントにログインして、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、ハードウェアの [ ストレージ（SCSI、SANおよび
NFS）] をクリックします。

3 構成されたデータストアのリストから、パスを表示または構成するデータストア
を選択し、[プロパティ ] をクリックします。

このデータストアの [ ボリュームのプロパティ ] が開きます。
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[ エクステント デバイス ] パネルには、ストレージ デバイスへの各パスのステー
タス情報が表示されます。次のパス情報が表示されます。

アクティブ　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　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　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。

デッド　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。

4 [ パスの管理 ] をクリックして、[ 管理パス ] ウィザードを開きます。

[固定 ] パス ポリシ－を使用している場合、どのパスが優先パスかを確認できま
す。優先パスは、4番目のコラムにアスタリスク（*）が付いてきます。

[管理パス ] ウィザードを使用して、パスの有効化または無効化、マルチパス ポリ
シーの設定、優先パスの指定を実行できます。

次の手順に従ってください。

マルチパス ポリシーを設定するには（P.149）

パスの無効化（P.151）

パスを有効化するには（P.151）

優先パスを設定するには（P.152）
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アクティブなパス
ESX Server は、通常、指定したストレージ デバイスのパス全体の I/O 負荷分散は行い
ません。常に、単一のパスを使用してストレージ デバイスに対する I/O を発行しま
す。このパスは、アクティブなパスと呼ばれます。

ストレージ デバイスのパス ポリシーが [ 固定 ] に設定されている場合、ESX Server
はこのパスをアクティブ パスとして [ 優先 ] マークを付けるように選択します。

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

ストレージ デバイスのパス ポリシーが [直前に使用 ]に設定されている場合、ESX 
Server はパスのスラッシングを防止するストレージ デバイスに対してアクティ
ブ パスを選択。優先パスの指定は考慮されない。

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

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

直前に使用 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 は自動的に優先パスに戻りま
せん。[直前に使用 ] パス（MRU）は、アクティブまたはパッシブ 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。

ESX Server ホストは、検出したアレイのメークとモデルに基づいて自動的にマルチパ
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
ブまたは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、
『SAN互換性ガイド』を参照してください。 

マルチパス ポリシーを設定するには

1 「現在のマルチパス状態を表示するには（P.147）」の手順を実行して、[管理パス ]
ウィザードを開きます。

RDMのパスを管理する場合は、「パスの管理（P.168）」を参照してください。

注意 手動で [ 直前に使用 ] から [ 固定 ] 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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[ 管理パス ] ウィザードには、ディスクの複数のパスが、そのディスクに対する
マルチパス ポリシーとパスごとの接続ステータスと共に表示されます。また、
ディスクの優先パスも表示されます。

2 [ ポリシー ] から [ 変更 ] をクリックします。

[ポリシーの選択 ]ページが開きます。

3 次のオプションのいずれかを選択してください。

 [ 固定 ]

 [ 最近の使用 ]

4 [ 閉じる ] をクリックして設定を保存し、[ 構成 ] ページに戻ります。

注意 アクティブ /パッシブ ストレージ デバイスには、[ 最近の使用 ] を設定することを強
くお勧めします。
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パスの無効化と有効化
メンテナンスまたはその他の理由でパスを一時的に無効にする必要がある場合、VI
クライアントを使用してパスを無効にできます。

パスの無効化

1 「現在のマルチパス状態を表示するには（P.147）」の手順を実行して、[管理パス
]ウィザードを開きます。

RDMのパスを管理する場合は、「パスの管理（P.168）」を参照してください。

[管理パス ] ウィザードが表示されます。

2 [ パス ] から無効にするパスを選択し、[ 変更 ] をクリックします。

3 [ 無効 ] ラジオ ボタンをクリックして、パスを無効にします。

4 [OK] を 2 回クリックして変更を保存し、ダイアログボックスを終了します。

パスを有効化するには

（メンテナンスの理由などで）パスを無効にした場合、「パスの無効化（P.151）」の手
順に従い、[有効 ] 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。
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優先パスの設定（固定パス ポリシーのみ）
パス ポリシーを [ 固定 ] に設定すると、優先パスが使用可能な場合、サーバは常に優
先パスを使用します。

優先パスを設定するには

1 「現在のマルチパス状態を表示するには（P.147）」の手順を実行して、[管理パス
]ウィザードを開きます。

RDMのパスを管理する場合は、「パスの管理（P.168）」を参照してください。

[管理パス ] ウィザードが表示されます。

2 [ パス ] から優先パスに設定するパスを選択し、[変更 ] をクリックします。

3 [ 優先権 ] ペインで、[ 優先 ] をクリックします。

[優先 ] がオプションとして表示されない場合は、[ パス ポリシー ] が [ 固定 ] に
設定されていることを確認してください。

4 [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。

vmkfstoolsコマンド
vmkfstoolsコマンドでは、特定のサイズのファイルを作成する必要がある場合や、
サービス コンソールのファイル システムに対してファイルのインポートおよびエク
スポートを行う必要がある場合に役立つ追加の関数を利用できます。また、
vmkfstoolsは、一部の標準ファイル ユーティリティの 2GB 制限を超える大容量ファ
イルに対応できるように設計されています。
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サポートされている vmkfstools コマンドのリストについては、「vmkfstools の使用
（P.287）」を参照してください。
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raw デバイス マッピング（RDM）を使用すると、仮想マシンから物理ストレージ サ
ブシステム（ファイバ チャネルまたは iSCSI のみ）上の LUNに直接アクセスできる
ようになります。この章では、RDMについて説明します。

この章では、以下のトピックについて説明します。

rawデバイス マッピングについて（P.156）

raw デバイス マッピングの特性（P.161）

マップ済み LUNの管理（P.165）

Rawデバイス マッピング 8

注意 SAN の構成については、『SAN構成ガイド』を参照してください。



サーバ構成ガイド

156 VMware, Inc. 

raw デバイス マッピングについて
RDMは、未フォーマットの物理デバイスのプロキシとして機能する VMFS ボリュー
ムに含まれるマッピング ファイルです。RDMには、物理デバイスへのディスク アク
セスを管理およびリダイレクトするときに使用されるメタデータが格納されていま
す。このファイルを使用すると、VMFS ファイル システムの仮想ディスクを利用する
ことができると同時に、物理デバイスに直接アクセスできます。したがって、この
ファイルによって VMFS の管理性と rawデバイス アクセスが結合されます。

図 8-1.  Raw デバイス マッピング

ほとんどの場合、仮想ディスクのストレージには VMFS が推奨されますが、ある特定
の状況においては未フォーマット LUNを使用する必要があります。

たとえば次の場合には、RDMで未フォーマット LUNを使用する必要があります。

SANスナップショットまたはその他のレイヤ アプリケーションを仮想マシンで
実行している場合。RDMは、SAN固有の機能を使用することによって拡張性の
高いバックアップ負荷軽減システムを実現。

物理ホストを仮想クラスタから仮想クラスタおよび物理クラスタから仮想クラス
タに展開するMSCS クラスタリング。この場合、クラスタ データおよびクォー
ラム ディスクは、共有 VMFS のファイルではなく RDMとしての設定が必要。

VMFS ボリューム

仮想マシン

アドレス解決

オープン 読み取り、
  書き込み

マッピング デバイスマッピング ファイル
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RDMは、VMFS ボリュームから未フォーマット LUNへのシンボル リンクとしてお考
えください（図 8-1 を参照）。マッピングにより、LUNは VMFS ボリュームのファイ
ルのようになります。未フォーマット LUNではない RDMは、仮想マシン構成で参
照されます。RDMには、未フォーマット LUNへの参照が含まれています。

RDMを使用すると、以下の操作を実行できます。

VMotion を使用して、raw LUN で仮想マシンを移行する。

Virtual Infrastructure クライアントを使用して、raw LUN を仮想マシンに追加する。

配布ファイル ロック、許可、ネーミングなどのファイル システム機能を使用する。

RDMでは、次の 2つの互換モードを使用できます。

仮想互換モードでは、スナップショットの使用など、仮想ディスク ファイルと
同様に RDMが機能。

物理互換モードでは、低レベル制御が必要なアプリケーションで、SCSI デバイス
の直接アクセスが可能。

用語
RDMは、「rawデバイスのデータストアへのマッピング」、「システム LUNのマッ
ピング」、「ディスク ファイルの物理ディスク ボリュームへのマッピング」などのよ
うに表すことができます。これらの表現は、すべて RDMについて述べたものです。

raw デバイス マッピング
RDMには多くの利点がありますが、すべての状況で使用するわけではありません。
通常、仮想ディスク ファイルは、管理性の面で RDMよりも優れています。ただし、
rawデバイスが必要な場合、RDMを使用する必要があります。RDMの主な利点は、
以下のとおりです。

ユーザー フレンドリな通常の名前　RDMでは、マップ済みのデバイスにユー
ザー フレンドリな名前を提供します。RDMを使用する場合、デバイスをそのデ
バイス名で示す必要はありません。たとえば、以下のように、マッピング ファ
イルの名前で示します。

/vmfs/volumes/myVolume/myVMDirectory/myRawDisk.vmdk 

ダイナミック名前解決　RDMは、マップ済みの各デバイスの固有の ID 情報を保
存します。VMFS ファイル システムは、アダプタ ハードウェアの変更、パスの
変更、デバイスの移動などによりサーバの物理構成が変わっても、現在の SCSI
デバイスと各 RDMを関連付けます。
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配布ファイル ロック　RDMでは、未フォーマットSCSIデバイスのVMFS配布ロッ
クを使用できます。RDMで配布ロックを使用すると、別のサーバにある 2台の
仮想マシンが同じ LUNにアクセしようとした場合にデータを消失することなく、
共有の未フォーマット LUNを安全に使用できます。

ファイル権限　RDMでは、ファイル権限を使用できます。マッピング ファイル
の許可は、マッピングされるボリュームを保護するため、ファイルを開くときに
使用されます。

ファイル システム オペレーション　RDMでは、マッピング ファイルをプロキシ
として使用して、ファイル システム ユーティリティがマップ済みのボリューム
を利用できます。通常のファイルに有効なほとんどの操作は、マッピング ファ
イルに適用でき、マッピングされるデバイスで機能するようにリダイレクトされ
ます。

スナップショット　RDMでは、マップ済みのボリュームで仮想マシンのスナッ
プショットを使用できます。

VMotion  RDMでは、VMotion での仮想マシンの移行を可能にします。マッピン
グ ファイルは、プロキシとして機能し、仮想ディスク ファイルの移行と同じメ
カニズムを使用して、VirtualCenter が仮想マシンを移行できるようにします。詳
細に関しては図 8-2 を参照してください。

注意 RDMが物理互換モードで使用されている場合、スナップショットは使用できま
せん。
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図 8-2.  raw デバイス マッピングを使用した仮想マシンの VMotion

SAN管理エージェント  RDMでは、仮想マシン内で一部の SAN管理エージェント
を実行できます。同様に、ハードウェア固有の SCSI コマンドを使用してデバイ
スにアクセスする必要があるソフトウェアも、仮想マシン内で実行できます。こ
のようなソフトウェアは、「SCSI ターゲット ベース ソフトウェア」と呼ばれます。

ヴイエムウェアは、ストレージ管理ソフトウェアのベンダーと協力して、ESX Server
を含む環境でこれらのソフトウェアが正常に機能するよう努めています。このような
アプリケーションを以下にいくつか示します。

VMFS ボリューム

マッピング ファイル

アドレス解決

マップ デバイス

サーバ 2サーバ 1

VM2VM1
VMotion

注意 SAN 管理エージェントを使用する場合、RDMで物理互換モードを選択する必要
があります。
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SAN 管理ソフトウェア

ストレージ リソース管理（SRM）ソフトウェア

スナップショット ソフトウェア

レプリケーション ソフトウェア

このようなソフトウェアでは、SCSI デバイスに直接アクセスできるように RDMで物
理互換モードを使用します。

他の製品が、サービス コンソールや仮想マシンで問題なく実行される一方、いくつ
かの管理製品は、（ESX Server マシン上ではなく）中央で最も良く実行されます。ヴ
イエムウェアは、このようなアプリケーションについては保証せず、互換性マトリッ
クスを提供していません。SAN管理アプリケーションが ESX Server 環境でサポート
されているかどうかを確認するには、SAN管理ソフトウェア メーカーにお問い合わ
せください。

raw デバイス マッピングの制限
RDMを使用する場合、以下の点に注意してください。

ブロック デバイスまたは特定のRAIDデバイスでは使用できない　（現在導入され
ている）RDMは、SCSI シリアル番号を使用して、マップ済みのデバイスを識別
します。ブロック デバイスおよび一部の直接接続 RAID デバイスはシリアル番号
をエクスポートしないので、このようなデバイスは RDMを使用できません。

VMFS-2 および VMFS-3 ボリュームのみで使用可能　RDMでは、VMFS-2 または
VMFS-3 フォーマットが必要です。ESX Server 3.0 では、VMFS-2 ファイル システ
ムは読み取り専用なので、保存するファイルを使用できるように、VMFS-3 に
アップグレードする必要があります。

物理互換モードではスナップショットがない　RDMを物理互換モードで使用す
る場合、ディスクでスナップショットを使用できません。物理互換モードでは、
仮想マシンで、独自のスナップショットまたはミラーリング操作を管理できます。

ただし、仮想モードでは、スナップショットを使用できます。互換モードの詳細
については、「仮想互換モードと物理互換モード（P.161）」を参照してください。

パーティション マッピング不可　RDMでは、マップ済みのデバイスは LUN全体
である必要があります。パーティションへのマッピングはサポートされていません。
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raw デバイス マッピングの特性
RDMは、マップ済みのデバイスのメタデータを管理する VMFS ボリュームに含まれ
る特別なマッピング ファイルです。マッピング ファイルは、通常のファイル システ
ム操作に使用できる、通常のディスク ファイルとして管理ソフトウェアに提供され
ます。仮想マシンには、ストレージ仮想化レイヤにより、マッピングされるデバイス
が仮想 SCSI デバイスとして提供されます。

マッピング ファイルのメタデータの重要な内容には、マッピングされるデバイスの
場所（名前解決）、およびマッピングされるデバイスのロック状態が含まれます。

図 8-3.  マッピング ファイル メタデータ

仮想互換モードと物理互換モード
RDMの仮想モードは、マップ済みデバイスの完全な仮想化を指定します。これは、
ゲストOSで、VMFS ボリュームの仮想ディスク ファイルとまったく同じに見えま
す。実際のハードウェア特性は隠されます。仮想モードでは、rawディスクを使用す
るカスタマが、データを保護する詳細ファイル ロック、および開発プロセスを簡単
にするスナップショットなどの VMFS の利点を利用できます。また、仮想モードは、
物理モード比べ、ストレージ ハードウェアでよりポータブルなので、仮想ディスク 
ファイルと同じ動作を提供します。

ディスクのデー
タ セクタ

VMFSボリューム

仮想マシン1

仮想化

マップ デバイス

仮想マシン2

仮想化

ディスクのデータ セクタ

仮想ディスク ファイル

場所、権限、
ロックなど

マッピング ファイル
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RDM物理モードは、マップ済みデバイスの最小 SCSI 仮想化を指定して、SAN管理ソ
フトウェアの柔軟性を最大にします。物理モードでは、VMkernel が、すべての SCSI
コマンドをデバイスに渡します。ただし、例外が 1つあります。REPORT LUN コマン
ドは、VMkernel が所有する仮想マシンの LUNを分離できるように、仮想化されま
す。仮想化されない場合、基本となるハードウェアのすべての物理特性が公開されま
す。物理モードは、SAN管理エージェントまたは他の SCSI ターゲット ベース ソフト
ウェアを仮想マシンで実行するときに便利です。また、物理モードでは、コスト効率
が良く、可用性の高い、仮想 /物理クラスタリングが可能になります。

図 8-4.  仮想および物理互換モード

VMFS ボリューム

マップ デバイスマッピング ファイル

仮想マシン 1

VMFS

仮想化 仮想モード

VMFS ボリューム

マップ デバイスマッピング ファイル

仮想マシン 1

VMFS

仮想化 物理モード
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ダイナミック名前解決
RDMでは、 /vmfsサブツリー内のマッピング ファイルの名前を参照することで、永
久的な名前をデバイスに与えることができます。

図 8-5 の例は、3つの LUNを示しています。LUN1 は、最初の可視 LUNに相対的な、
デバイス名でアクセスされます。LUN2 は、LUN3 の RDMで管理される、マップ済み
のデバイスです。RDMは、固定されている /vmfsサブツリーのパス名でアクセスさ
れます。

図 8-5.  名前解決の例

LUN 3

VMFS

マッピング ファイル
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a0

:0
:1

:0
)
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マップ デバイス

LUN 1

vmhba0:0:1:0

vmhba0:0:3:0

vmhba0:0:2:0

HBA 0 HBA 1

サーバ

仮想マシン 1
scsi0:0.name =

vmhba0:0:1:0:mydiskdir
/mydiskname.vmdk

仮想マシン 2
scsi0:0.name=

mymapfile
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すべてのマッピングされる LUNは、VMFS で一意に識別されます。ID は、その内部
データ構造に保存されます。ファイバ チャネル スイッチ障害や新規ホスト バス アダ
プタの追加など、SCSI パスが変更されると、vmhba デバイス名も変更される可能性
があります。これは、その名前に、パス指定（イニシエータ、ターゲット、LUN）が
含まれるからです。ダイナミック名前解決は、データ構造を調整して LUNのター
ゲットを新規デバイス名に変更することで、これらの変更を補正します。

仮想マシン クラスタでの rawデバイス マッピング
フェイルオーバーが生じた場合に、同一の未フォーマット LUNにアクセスする必要
がある仮想マシン クラスタは、RDMを使用する必要があります。設定は、同一の仮
想ディスク ファイルにアクセスする仮想マシン クラスタの場合と同じ要領ですが、
RDMでは仮想ディスク ファイルを置き換えます。

図 8-6.  クラスタ化仮想マシンからのアクセス

クラスタリングの構成については、「Microsoft Cluster Service のセットアップ」およ
び『リソース管理ガイド』を参照してください。

アドレス

解決

サーバ4サーバ3

VMFSボリューム

「共有」アクセス

VM4VM3

マップ デバイスマッピング ファイル
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raw デバイス マッピングと他の SCSI デバイス アクセスとの比較
SCSI デバイスで使用できるいくつかのアクセス モードから選択するときの参考に、
それぞれのモードで使用できる機能の簡単な比較を表 8-1 に示します。

マップ済み LUNの管理
マップ済みの LUNおよびその RDMまたはマッピング ファイルの管理に使用できる
ツールには、VMware Virtual Infrastructure Client、vmkfstoolsユーティリティ、サー
ビス コンソールで使用される通常のファイル システム　ユーティリティがあります。

詳細については、次のトピックを参照してください。

VMware Virtual Infrastructure Client（P.166）

vmkfstoolsユーティリティ（P.169）

ファイル システム操作（P.169）

表 8-1.  仮想ディスクおよび rawデバイス マッピングで使用できる機能

ESX Server 機能
仮想ディスク 
ファイル

仮想モード
RDM

物理モード
RDM

SCSI コマンドのパス スルー なし なし あり1

VirtualCenter サポート あり あり あり

スナップショット あり あり なし

配布ロック あり あり あり

クラスタリング CIB2 のみ CIB、CAB3、4 N+15 のみ

SCSI ターゲット ベース ソフトウェア なし なし あり

1 REPORT LUN は渡されません
2 CIB = Cluster-In-a-Box
3 CAB = Cluster-Across-Boxes
4 CIB に仮想ディスク ファイルを使用することをお勧めします。CIB クラスタが CAB クラ
スタとして構成される場合、CIB の仮想モード RDMを使用してください。クラスタリン
グに関する情報ついては、「Microsoft Cluster Service のセットアップ」および『リソース
管理ガイド』を参照してください。

5 N+1 = 物理 / 仮想クラスタリング
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VMware Virtual Infrastructure Client 
VI クライアントを使用すると、SAN LUN をデータストアにマップし、マップ済みの
LUNへのパスを管理できます。

詳細については、次の項を参照してください。

SAN LUN のマッピング（P.166）

マップ済みの未フォーマット LUNのパス管理（P.168）

SAN LUN のマッピング
LUN を VMFS ボリュームにマップすると、未フォーマット LUNを指すマッピング 
ファイル（RDM）が VirtualCenter によって作成されます。このマッピング ファイル
には .vmdk拡張子が付いていますが、ESX Server システム上の LUNへのマッピング
を示すディスク情報のみが含まれています。実際のデータは、LUNに格納されます。

SAN LUN をマップするには

1 システム管理者、またはマッピングされるディスクが属する仮想マシンの所有者
としてログオンします。

2 インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

3 [ 全般 ] タブで、[ 設定の編集 ] リンクをクリックします。 

[ 仮想マシン プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [ 追加 ] をクリックします。
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[ ハードウェアの追加ウィザード ] が開きます。

5 追加するデバイスのタイプとして [ ハード ディスク ] を選択し、[ 次へ ] をクリッ
クします。

6 [ ディスクの選択 ] ウィンドウで、[ マッピングされる SAN LUN] を選択します。

7 使用できる LUNのリストから未フォーマット LUNを選択します。

8 未フォーマット LUNをマップするデータストアを選択します。

9 互換モードとして [ 物理 ] または [ 仮想 ] を選択します。

選択に応じて、次の画面には異なるオプションが表示されます。

10 [ 詳細オプションの指定 ] ページでは、仮想デバイス ノードを変更できます。
[次へ ] をクリックします。

 [ 新しい仮想マシンを終了する準備ができました ] ページが表示されます。

11 新しい仮想マシンのオプションを確認し、[終了 ] をクリックします。

これで LUNにマップ済みの仮想ディスクを持つ仮想マシンの作成を終了しました。
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マップ済みの未フォーマット LUNのパス管理
パスの管理ウィザードを使用して、マッピング ファイルおよびマップ済みの未
フォーマット LUNのパスを管理します。

パスの管理

1 システム管理者、またはマッピングされるディスクが属する仮想マシンの所有者
としてログオンします。

2 インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

3 [ 全般 ] タブで、[ 設定の編集 ] リンクをクリックします。 

[ 仮想マシン プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [ ハードウェア ] タブで、[ ハードディスク ] を選択し、[ パスの管理 ] をクリック
します。

[管理パス ] ウィザードが開きます。

5 [ 管理パス ] ウィザードを使用して、パスの有効化または無効化、マルチパス ポ
リシーの設定、優先するパスの指定を行います。

次の手順に従ってください。

マルチパス ポリシーを設定するには（P.149）

パスの無効化（P.151）

パスを有効化するには（P.151）

優先パスを設定するには（P.152）

[ パスの管理 ] ボタン
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vmkfstoolsユーティリティ
vmkfstoolsコマンド ライン ユーティリティは、サービス コンソールで使用して、VI 
Client から使用できる操作とほぼ同じ操作を実行できます。RDMに適用可能な一般
的な操作は、マッピング ファイルの作成、マップ済みデバイスの名前や ID などの
マッピング情報のクエリ、仮想ディスクのインポートまたはエクスポートを実行する
コマンドです。

詳しくは「vmkfstools の使用（P.287）」を参照してください。

ファイル システム操作 
サービス コンソールで実行される一般的なファイル システム操作は、RDMに適用で
きます。

ls -l

lsコマンドを -lオプションを指定して使用すると、マッピング ファイルのファイル
名および許可、マップ済みデバイスの長さが示されます。

du

同様に、duコマンドを使用すると、マッピング ファイルではなく、マップ済みデバ
イスで使用されるスペースが表示されます。

mv

mvコマンドを使用すると、マップ済みデバイスに影響を与えずに、マッピング ファ
イルの名前を変更できます。

cp

cpコマンドを使用すると、マップ済みデバイスの内容をコピーできます。逆方向の
操作はできません。また、このコマンドを使用して、マッピングされるデバイスに仮
想ディスク ファイルをコピーすることもできません。この場合、vmkfstoolsコマン
ドを使用できます。

dd

ddコマンドを使用すると、マップ済みデバイスとの間でデータをコピーできます。
ただし、この操作を効率的に実行するため、ヴイエムウェアは vmkfstoolsイン
ポートおよびエクスポート コマンドを使用することをお勧めします。
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セキュリティ
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ESX Server は、強力なセキュリティにフォーカスして開発されています。この節で
は、セキュリティの観点からシステム アーキテクチャを扱い、追加セキュリティ リ
ソースのリストを示して、ESX Server 環境でのセキュリティがどのように確立される
かの概要について説明します。

この章は、以下の節で構成されています。

ESX Server アーキテクチャおよびセキュリティ機能（P.174）

セキュリティ リソースおよび情報（P.185）

ESX Server システムの
セキュリティ 9
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ESX Server アーキテクチャおよびセキュリティ機能
セキュリティの観点から、VMware ESX Server は、仮想化レイヤ、仮想マシン、サー
ビス コンソール、仮想ネットワーキング レイヤの 4つの主要コンポーネントで構成
されています。図 9-1 は、これらのコンポーネントの概要を示しています。

図 9-1.  ESX Server アーキテクチャ

これらの各コンポーネントおよびこの全体のアーキテクチャは、ESX Server システム
のセキュリティをまとめて確立するように設計されています。

セキュリティおよび仮想化レイヤ
仮想化レイヤ、または VMkernel は、仮想マシンを実行するように、ヴイエムウェア
により広範囲に設計されたカーネルです。これは、ESX Server ホストにより使用され
るハードウェアを制御し、仮想マシンでのハードウェア リソースの割り当てをスケ
ジュールします。VMkernel は、仮想マシンのサポートを専用としていて、他の目的
では使用されないので、VMkernel のインターフェイスは、仮想マシンの管理に必要
な API に厳密に制限されます。

セキュリティおよび仮想マシン
仮想マシンは、アプリケーションやゲストOSが実行するコンテナです。設計では、
すべてのヴイエムウェア仮想マシンはそれぞれ分離しています。仮想マシンの分離
は、ゲストOSでは認識できません。仮想マシンのゲストOSでシステム管理者権限
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ネットワーク アダプタ 
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を持つユーザーでも、ESX Server システム管理者により明示的に権限が付与されてい
ない限り、この分離レイヤに違反して、別の仮想マシンにアクセスすることはできま
せん。

この分離により、複数の仮想マシンがハードウェアを共有しながら、安全に実行で
き、パフォーマンスに影響することなく、ハードウェアにアクセスできます。たとえ
ば、仮想マシンで実行するゲストOSがクラッシュしても、同じ ESX Server ホストの
他の仮想マシンは実行を続けます。ゲストOSがクラッシュしても、以下のことには
影響しません。

ユーザーが他の仮想マシンにアクセスする

作動している仮想マシンが必要なリソースにアクセスする

他の仮想マシンのパフォーマンス

仮想マシンは、同じハードウェアで実行している他の仮想マシンと分離しています。
仮想マシンは、CPU、メモリ、I/O デバイスなどの物理的なリソースを共有している
間、図 9-2 に示すように、個々の仮想マシンのゲストOS は、仮想デバイス以外のデ
バイスが使用できるかどうかは確認できません。

図 9-2.  仮想マシンの分離

VMkernel は、物理リソースを仲介し、すべての物理ハードウェアのアクセスは
VMkernel を介して発生するので、仮想マシンはこの分離レベルを回避できません。

物理マシンが、ネットワーク カードを介してのみネットワークの他のマシンと通信
できるように、仮想マシンは、仮想スイッチを介してのみ同じ ESX Server ホストで実
行する他の仮想マシンと通信できます。さらに、仮想マシンは、図 9-3 に示すよう
に、物理ネットワーク アダプタを介してのみ、他の ESX Server ホストの仮想マシン
を含む物理ネットワークと通信します。

CPU メモリ ディスク ネットワーク 
カードとビデオ カード

SCSI
コントローラ

マウス CD/DVD キーボード

仮想マシン

オペレーティング システム

仮想マシン リソース
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図 9-3.  仮想スイッチを介した仮想ネットワーキング

ネットワーク コンテキストで仮想マシンの分離を考慮する場合、以下のルールを適
用できます。

仮想マシンが、他の仮想マシンと仮想スイッチを共有しない場合、ホスト内の仮
想ネットワークから完全に分離される。

物理ネットワーク アダプタが、仮想マシンに構成されていない場合、仮想マシン
は、物理ネットワークから完全に分離される。

同じセーフガード（ファイアウォール、アンチウイルス ソフトウェアなど）を
使用して、物理マシンのように、ネットワークから仮想マシンを保護する場合、
仮想マシンのセキュリティは、物理マシンのセキュリティと同レベルになる。

リソース予約と制限を ESX Server ホストで設定することで、仮想マシンをさらに保護
できます。たとえば、ESX Server で使用できる詳細に調整されたリソース制御を介し
て、仮想マシンが ESX Server ホストの CPUリソースの少なくとも 10 パーセントを使
用しても、その使用量が20パーセントを超えないように仮想マシンを構成できます。

リソース予約および制限は、別の仮想マシンが共有ハードウェアのリソースを大量に
消費しようとしている場合でも、仮想マシンのパフォーマンスが低下しないようにし
ます。たとえば、ESX Server ホストのいずれかの仮想マシンが、サービス拒絶
（DOS）攻撃または分散サービス拒絶（DDOS）攻撃により機能できなくなっても、
そのマシンのリソース制限により、他の仮想マシンに影響を及ぼすほどのハードウェ
ア リソースを使用する攻撃を防ぐことができます。同様に、各仮想マシンのリソー
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ス予約により、DOS 攻撃のターゲットにされた仮想マシンにより多くのリソースが
要求された場合でも、他のすべての仮想マシンは、十分なリソースを使用できます。

デフォルトでは、ESX server はリソースの一定割合をその他のシステムコンポーネン
ト（サービス コンソールなど）の使用に確保しながら、使用可能なホスト リソース
を仮想マシンに均等配分する配布アルゴリズムを適用して、リソース予約の形式を割
り当てます。このデフォルト動作により、DOS およびDDOS 攻撃からある程度は自
然に保護されます。仮想マシン構成に均等配分しないようにデフォルト動作をカスタ
マイズする場合、特定のリソース予約および制限を個別基準に設定します。仮想
マシンのリソースの割り当てを管理する方法については、『リソース管理ガイド』を
参照してください。

セキュリティおよびサービス コンソール 
ESX Server 3.0 サービス コンソールは、Red Hat Enterprise Linux 3、Update 6（RHEL 3 
U6）に基づいた Linux の制限付き配布です。サービス コンソールは、ESX Server ホス
ト全体を監視および管理する実行環境を提供します。

サービス コンソールのセキュリティが何らかの方法で脅かされた場合、それと相互
作用する仮想マシンのセキュリティにも影響することがあります。サービス コン
ソールを介した攻撃のリスクを最小にするため、サービス コンソールはファイア
ウォールで保護されています。このファイアウォールについては、「サービス コン
ソール ファイアウォールの構成（P.246）」を参照してください。

サービス コンソール ファイアウォールを実装するほか、ヴイエムウェアが、サービ
ス コンソールのリスクを軽減する方法は他にもいくつかあります。

ESX Server は、その機能の管理に必要なサービスだけを実行します。配布は、
ESX Server の実行に必要な機能に制限されます。

デフォルトでは、ESX Server は、高レベル セキュリティ設定でインストールされ
ます。つまり、すべての外部ポートは閉じられ、開いている内部ポートのみが、
VMware Virtual Infrastructure クライアントなどのクライアントとの通信に必要な
ポートになります。サービス コンソールが信頼できるネットワークに接続され
ていない限り、このセキュリティ設定を変更しないことをお勧めします。

デフォルトでは、サービス コンソールのアクセス管理に特に必要でないポート
は、すべて閉じられています。追加サービスが必要な場合、ポートを特別に開く
必要があります。

クライアントからのすべての通信は、デフォルトで SSL により暗号化されます。
SSL 接続は、256 ビット AES ブロック暗号化、および 1024 ビット RSA キー暗号
化を使用します。
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Tomcat Web サービスは、VMware Virtual Infrastructure Web Access などのWebク
ライアントからのサービス コンソールへのアクセスをサポートするため、ESX 
Server により内部的に使用されます。このサービスは、Webクライアントによ
る管理および監視に必要な機能のみを実行するように変更されています。その結
果、ESX Server は、より広い使用範囲で報告されている Tomcat セキュリティ問
題に対応できます。

ヴイエムウェアは、サービス コンソール セキュリティに影響する可能性のある
すべてのセキュリティ変更を監視し、必要な場合、ESX Server ホストに影響する
可能性のある他のセキュリティ脆弱性の場合と同様に、セキュリティ パッチを
発行します。ヴイエムウェアは、リリースされ次第、RHEL 3 U6 以降のセキュリ
ティ パッチを提供します。

FTP、Telnet などのセキュリティ保護されていないサービスはインストールされ
ません。これらのサービスのポートはデフォルトで閉じられています。SSH、
SFTP などのより安全なサービスを簡単に使用できるため、これらの安全性の高
いサービスに代わって敢えてセキュリティ保護されていないサービスを使用する
ことは避けてください。セキュリティ保護されていないサービスを使用する必要
があり、サービス コンソールに十分な保護を実装している場合、明示的にポー
トを開いてサポートを行ってください。

setuidまたは setgidフラグを使用するアプリケーションの数は、最小になって
います。ESX Server 操作のオプションである setuidまたは setgidアプリケー
ションは無効にできます。必須およびオプションの setuidと、setgidアプリ
ケーションについては、「setuid および setgid アプリケーション（P.258）」を参
照してください。

これらのセキュリティ測定、および他のサービス コンソール セキュリティ推奨の詳
細については、「サービス コンソールの セキュリティ（P.243）」を参照してください。

サービス コンソールの RHEL 3 U6 向けに設計されている特定のタイプのプログラム
をインストールおよび実行できますが、これを使用するとセキュリティに重大な影響
を与えるので、サポートされていることが明示的に説明されていない限りは、サポー
トされていません。セキュリティ脆弱性がサポートされている構成で検出された場
合、ヴイエムウェアは、積極的にこれを通知し、有効なサポートおよび予約契約、ま
た必要なすべてのパッチを提供します。

サポートされているプログラムのセキュリティ パッチやサポートされていないソフ
トウェアに関するヴイエムウェアのポリシーについては、「セキュリティ リソースお
よび情報（P.185）」を参照してください。

注意 Red Hat により発行されたセキュリティ アドバイスには、ESX Server 環境に適用され
ないものもあります。この場合、ヴイエムウェアは、通知せず、パッチを提供しま
せん。



VMware, Inc. 179

第 9章 ESX Server システムの セキュリティ

 

セキュリティおよび仮想ネットワーキング レイヤ
仮想ネットワーキング レイヤは、仮想マシンおよびサービス コンソールがネット
ワークの他の部分と通信するときに使用する仮想ネットワーク デバイスで構成され
ます。ESX Server は、接続レイヤに常駐し、仮想マシンとそのユーザー間の通信をサ
ポートします。また、ESX Server ホストは、接続レイヤを使用して、iSCSI SAN、NAS
ストレージなどと通信します。接続レイヤには、仮想ネットワーク アダプタおよび
仮想スイッチが含まれます。

仮想マシンのセキュリティに使用する方法は、インストールされるゲストOS、仮想
マシンが信頼できる環境で実行できるかどうか、またその他の様々な要因により異な
ります。仮想スイッチは、ファイアウォールのインストールなど、その他の一般的な
セキュリティに使用される場合、非常に高いレベルの保護を提供します。ESX Server
は、IEEE 802.1q VLAN もサポートしています。これは、仮想マシン ネットワーク、
サービス コンソール、ストレージ構成をさらに保護するときに使用できます。VLAN
では、同じ物理ネットワークの 2台のマシンが、同じ VLANにない場合は、お互いに
パケットを送受信できないように物理ネットワークを分割できます。

仮想スイッチを使用してDMZのようなセキュリティ ツールを実装する方法、および
同じ ESX Server ホスト内の異なるネットワークで仮想マシンを構成する方法について
は、以下の図を参考にしてください。

例： ネットワークDMZのシングル ESX Server ホスト内での作成 
ESX Server 分離および仮想ネットワーク機能を使用して、安全な環境をどのように構
成するかについては、図 9-4 に示すように、シングル ESX Server ホストでネットワー
ク非武装地帯（DMZ）の作成の例があげられます。

注意 仮想スイッチおよび VLAN が仮想マシン ネットワークのセーフガードにどのように役
立つかについて、および仮想マシン ネットワークのその他のセキュリティ推奨につ
いては、「VLANを使用した仮想マシンのセキュリティ（P.200）」を参照してくださ
い。
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図 9-4.  シングル ESX Server ホスト内で構成されるDMZ

この構成には、仮想DMZを仮想スイッチ 2に作成するように構成された 4つの仮想
マシンが含まれます。仮想マシン 1および仮想マシン 4は、ファイアウォールを実
行して、仮想スイッチを介して仮想アダプタに接続されています。これらの両方の仮
想マシンは、マルチホーム接続されています。残りの 2つの仮想マシンのうち、仮
想マシン 2はWebサーバを実行し、仮想マシン 3はアプリケーション サーバとして
実行します。これら両方の仮想マシンは、シングルホーム接続されています。

Webサーバおよびアプリケーション サーバは、2つのファイアウォール間のDMZを
占有します。これらの構成要素間のルートは、ファイアウォールとサーバを接続する
仮想スイッチ 2です。このスイッチは、DMZ外の構成要素とは直接接続されていな
いので、2つのファイアウォールによる外部トラフィックと分離されています。

操作の観点から、インターネットからの外部トラフィックは、ハードウェア ネット
ワーク アダプタ 1（仮想スイッチ 1により経路を選択）を介して、仮想マシン 1に
入り、このマシンにインストールされているファイアウォールにより検証されます。
ファイアウォールがトラフィックを許可すると、DMZの仮想スイッチ、仮想スイッ
チ 2に経路を選択されます。Webサーバおよびアプリケーション サーバもこのス
イッチに接続されているため、これらは外部要求に対応できます。

仮想スイッチ 2 も仮想マシン 4 に接続されています。この仮想マシンは、DMZと内
部企業ネットワーク間にファイアウォールを提供します。このファイアウォールは、
Webサーバおよびアプリケーション サーバからのパケットをフィルタします。パ
ケットが検証されると、仮想スイッチ 3を介してハードウェア ネットワーク アダプ
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タ 2に経路が選択されます。ハードウェア ネットワーク アダプタ 2は、内部企業
ネットワークに接続されています。

シングル ESX Server 内に DMZを作成すると、非常に軽量のファイアウォールを使用
できます。この構成の仮想マシンは、別の仮想マシンを直接制御したり、そのメモリ
にアクセスすることはできませんが、すべての仮想マシンは、仮想ネットワークを介
して接続されます。このネットワークは、ウイルス伝播に利用されたり、他の攻撃の
ターゲットにされる可能性があります。DMZの仮想マシンのセキュリティ レベル
は、同じネットワークに接続されている個別の物理マシンと同じくらいと考えること
ができます。

例 : 複数のネットワークのシングル ESX Server ホスト内での作成 
ESX Server システムは、仮想マシンのいくつかのグループを内部ネットワークに接続
して、その他を外部ネットワークに接続し、さらに他をこれらの両方、つまり、同じ
ESX Server ホスト内のすべてのネットワークに接続できるように設計されています。
この機能は、図 9-5 に示すように、仮想ネットワーク機能を効率的に計画して使用す
ることと相まった、基本仮想マシン分離から伸び出たものです。
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図 9-5.  シングル ESX Server ホスト内に構成された外部ネットワーク、内部ネット
ワークおよびDMZ

ここで、システム管理者が、それぞれ固有の機能を実行する 3つの異なる仮想マシン 
ゾーンに ESX Server ホストを構成したとします。

FTP サーバ　仮想マシン 1は、FTP ソフトウェアで構成され、ベンダーによりロー
カライズされたフォームやコラテラルなど、外部リソースとの間で送受信される
データの保存エリアとして機能します。

この仮想マシンは、外部ネットワークのみと関連付けられています。このマシン
には、外部ネットワーク 1に接続する独自の仮想スイッチおよび物理ネット
ワーク アダプタがあります。このネットワークは、企業が外部リソースから
データを受信するときに使用するサーバ専用のネットワークです。たとえば、企
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業が、外部ネットワーク 1を使用してベンダーから FTP トラフィックを受信し、
FTP を介して外部に使用できるサーバに保存されているデータにベンダーがアク
セスできるようにします。仮想マシン 1にサービスを提供するほか、外部ネッ
トワーク 1は、サイト中の異なる ESX Server ホストで構成されている FTP サー
バにサービスを提供します。

仮想マシン 1は、仮想スイッチまたは物理ネットワーク アダプタをホストのど
の仮想マシンとも共有しないので、他の常駐の仮想マシンは、仮想マシン 1の
ネットワークに対してパケットを送受信できません。これにより、ネットワーク 
トラフィックを被害者に送信するように要求する傍受攻撃を防ぎます。さらに重
要なことに、攻撃者は、ホストの他の仮想マシンにもアクセスするために FTP
の持つ脆弱性を利用できなくなります。

内部仮想マシン　仮想マシン 2～ 5は、内部使用に予約されています。これらの
仮想マシンは、医療記録、訴訟和解金、詐欺行為調査などの企業のプライベート 
データを処理および保存します。そのため、システム管理者は、これらの仮想マ
シンの保護を最高レベルにする必要があります。

これらの仮想マシンは、独自の仮想スイッチおよびネットワーク アダプタを介
して内部ネットワーク 2に接続します。内部ネットワーク 2は、クレーム処理、
企業内弁護士、査定人などの内部使用のために予約されています。

仮想マシン 2～ 5は、は、仮想スイッチを介してそれぞれ通信したり、物理
ネットワーク アダプタを介して内部ネットワーク 2のいずれかの内部仮想マシン
と通信できます。これらの仮想マシンは、外部と接するマシンとは通信できま
せん。FTP サーバの場合と同様、これらの仮想マシンは、他の仮想マシンのネッ
トワークとの間でパケットを送受信できません。同様に、ホストの他の仮想マ
シンは、仮想マシン 2～ 5との間でパケットを送受信できません。

DMZ　仮想マシン6～8は、マーケティング グループが企業の外部Webサイトを
公開するときに使用するDMZとして構成されています。

この仮想マシンのグループは、外部ネットワーク 2および内部ネットワーク 1
に関連付けられています。企業は、外部ネットワーク 2を使用して、企業Web
サイトや外部ユーザーに提供するその他のWeb機能のためにマーケティングお
よび財務部が使用するWebサーバをサポートします。内部ネットワーク 1は、
マーケティング部が、Webページを企業Webサイトに公開するとき、ダウン
ロードを掲載するとき、ユーザー フォーラムなどのサービスを保守するときに
使用するルートです。

これらのネットワークは、外部ネットワーク 1や内部ネットワーク 2とは分離
されていて、仮想マシンは、接続点（スイッチやアダプタ）を共有していないた
め、FTP Server または内部仮想マシン グループ間での攻撃のリスクがありません。

仮想マシンでDMZを構成する例については、「例： ネットワークDMZのシング
ル ESX Server ホスト内での作成（P.179）」を参照してください。
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仮想マシン分離を利用し、構成スイッチを正しく構成して、ネットワーク分離を保守
すると、システム管理者は、すべての 3つの仮想マシン ゾーンを同じ ESX Server ホ
ストに置いて、データやリソースの違反をなくすことができます。

企業は、複数の内部および外部ネットワークを使用し、各グループの仮想スイッチや
物理ネットワーク アダプタを他のグループのものと完全に分離することで、仮想マ
シン グループを分離できます。

仮想スイッチが仮想マシン ゾーンに入ることはないので、システム管理者は、ゾーン
間でのパケット リークのリスクを削減できます。仮想スイッチは、設計上、別の仮
想スイッチにパケットを直接送受信できません。パケットが仮想スイッチ間で送受信
されるのは、以下の場合だけです。

仮想スイッチが、同じ物理 LAN に接続されている。

仮想スイッチが、パケットの送受信に使用できる共通の仮想マシンに接続されて
いる。

サンプル構成では、このいずれの条件も満たされていません。システム管理者が、共
通仮想スイッチ パスを使用しないと決めた場合、VI Client または VI Web Access の
ネットワーク スイッチ レイアウトを確認して、共有可能な接続点を確認できます。
仮想スイッチ レイアウトについては、「仮想スイッチ（P.23）」を参照してください。

仮想マシンのリソースを保護するため、システム管理者は、各仮想マシンでリソース
予約および制限を構成して、DOS およびDDOS 攻撃のリスクを低減します。システ
ム管理者は、DMZの前後のソフトウェア ファイアウォールをインストールし、ESX 
Server ホストを物理ハードウェアの後ろに配置して、それぞれが独自の仮想マシンを
使用するようにサービス コンソールおよびネットワーク ストレージ リソースを構成
することで、ESX Server ホストおよび仮想マシンをさらに保護できます。
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セキュリティ リソースおよび情報
セキュリティ トピックに関する追加情報は、以下のリソースから参照できます。

表 9-1.  Web 上のヴイエムウェア セキュリティ リソース

トピック リソース

ヴイエムウェア セキュリティ 
ポリシー、最新バージョンの
セキュリティ アラート、セキュリ
ティ ダウンロード、セキュリティ 
トピックを中心とした説明 

http://www.vmware.com/vmtn/technology/security 

企業セキュリティ対策ポリシー http://www.vmware.com/support/policies/security_respons
e.html
 
安全な環境の保守をサポートしています。このヴイエ
ムウェア セキュリティ対策ポリシーでは、当社製品に
おいて起こりうる脆弱性を解決するための、当社の取
り組みを文書化しています。これによりお客様には、
同様の課題が迅速に解決されることをご確認いただけ
ます。

ヴイエムウェア製品の認定書 http://www.vmware.com/security/ 

このサイトで「ヴイエムウェア」という単語を検索し
ていただくと、特定のヴイエムウェア製品の認定書ス
テータスを参照できます。

サードパーティ ソフトウェア 
サポート ポリシー

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

ヴイエムウェアでは、様々なストレージ システム、
バックアップ エージェントなどのソフトウェア エー
ジェント、システム管理エージェントなどをサポート
しています。ESX Server でサポートされているエー
ジェント、ツール、その他のソフトウェアのリストに
ついては、ESX Server 互換性ガイドの
http://www.vmware.com/vmtn/resourcesを参照してくだ
さい。
業界では、ヴイエムウェアがテストできるよりも多く
の製品や構成が提供されています。互換性ガイドに製
品や構成がリストされていない場合、テクニカル 
サポートは、お客様の問題解決のお手伝いを致します
が、製品や構成の使用は保証できません。サポートさ
れていない製品や構成のセキュリティ リスクについ
て、必ず注意して評価してください。

http://www.vmware.com/vmtn/technology/security
http://www.vmware.com/support/policies/security_response.html
http://www.vmware.com/security/
http://www.vmware.com/support/policies
http://www.vmware.com/vmtn/resources
http://www.vmware.com/vmtn/resources
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この章では、ESX Server ホスト、仮想マシン、iSCSI SAN のセキュア環境を促進でき
る方法について説明します。主に、セキュリティから見たネットワーク構成計画、お
よび構成のコンポーネントを攻撃から保護する手順について説明します。

この章では、以下のトピックについて説明します。

ファイアウォールによるネットワークのセキュリティ（P.187）

VLANを使用した仮想マシンのセキュリティ（P.200）

iSCSI ストレージのセキュリティ（P.209）

ファイアウォールによるネットワークのセキュリティ
セキュリティ システム管理者は、ファイアウォールを使用して、ネットワークまた
はネットワーク内で選択したコンポーネントを侵入から保護します。ファイアウォー
ルは、その範囲内のデバイスへのアクセスを制御して、システム管理者が明示的また
は暗黙的に許可した通信パス以外のすべての通信パスを閉じて、デバイスが許可なく
使用されないようにします。システム管理者がファイアウォールで開くパス、つまり
ポートは、ファイアウォールの反対側のデバイス間でのトラフィックを可能にします。

仮想マシン環境では、以下の間で、ファイアウォールのレイアウトを計画できます。

VirtualCenter Management Server ホストや ESX Server ホストなどの物理的なマ
シン

仮想マシン間（たとえば、外部Webサーバとして機能する仮想マシンと企業の
内部ネットワークに接続されている仮想マシンの間） 

物理ネットワーク アダプタ カードと仮想マシン間にファイアウォールを配置す
る場合の物理マシンと仮想マシン

ESX Server構成のセキュリティ 10
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ファイアウォールを ESX Server 構成でどのように利用するかは、ネットワークをどの
ように使用するか、またコンポーネントのセキュリティをどの程度にするかで異なり
ます。たとえば、各マシンが同じ部署の異なるベンチマーク テスト スイートを実行
することだけを目的としている仮想ネットワークを作成すると、仮想マシン間で不必
要なアクセスが生じる可能性が最小になります。そのため、ファイアウォールが仮想
マシン間で存在するように構成を設定する必要も最小になります。ただし、外部ホス
トからのテスト実行の割り込みを防ぐには、ファイアウォールを仮想ネットワークの
エントリ ポイントに配置して、仮想マシンの全体のセットを保護するように、構成
を設定します。

この節では、VirtualCenter を使用した構成、または使用しない構成でのファイア
ウォール配置を示します。また、ESX Server システムで必要なファイアウォール ポー
トについても説明します。この節では、以下のトピックについて説明します。

VirtualCenter Server を使用した構成のファイアウォール（P.188）

VirtualCenter Server を使用しない構成のファイアウォール（P.191）

管理アクセスの TCP および UDP ポート（P.193）

ファイアウォールを介した VirtualCenter Server への接続（P.195）

ファイアウォールを介した仮想マシン コンソールへの接続（P.195）

ファイアウォールを介した ESX Server ホストの接続（P.197）

サポートされているサービスおよび管理エージェントのファイアウォール ポー
トを開く（P.198）

サービス コンソール ファイアウォールについては、「サービス コンソール ファイア
ウォールの構成（P.246）」を参照してください。インストール中にファイアウォール
およびポート設定を構成するには、『インストールおよびアップグレード ガイド』を
参照してください。

VirtualCenter Server を使用した構成のファイアウォール   
VirtualCenter Server を使用する場合、図 10-1 に示すように、任意の場所にファイア
ウォールをインストールできます。

注意 構成によっては、図のすべてのファイアウォールは必要がないことがあります。
また、図に示されていない場所にファイアウォールが必要になることもあります。
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図 10-1.  VirtualCenter Server で管理される ESX Server ネットワークのファイア
ウォール構成

VirtualCenter Server で構成されているネットワークは、いくつかのクライアント タイ
プを介して通信を受信できます。これらのクライアントには、VI Client、VI Web 
Access、ホストとのインターフェイスに SDK を使用するサード パーティ ネットワー
ク管理クライアントがあります。通常操作中、VirtualCenter は、指定ポートで管理さ
れるホストとクライアントからのデータをリッスンします。また、VirtualCenter は、
管理されるホストが指定ポートで VirtualCenter からのデータをリッスンすることを
前提としています。これらの構成要素の間にファイアウォールがある場合、データ転
送をサポートするため、ファイアウォールに開いたポートがあるか確認する必要があ
ります。

VirtualCenter
サーバ

ESX Server 1 ESX Server 2

VirtualCenter

ライセンス 
サーバ

VI Web Access

VI クライアント
サードパーティの
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5000、8000、
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VirtualCenter Server を介して、ESX Server ホストにアクセスする場合、通常、ファイ
アウォールを使用して VirtualCenter Server を保護します。このファイアウォールは、
ネットワークに基本的な保護を提供します。このファイアウォールがクライアントと
VirtualCenter Server の間にあるか、または VirtualCenter Server とクライアントの両方
がファイアウォールの後ろにあるかは、導入状態により異なります。ここで重要なこ
とは、全体としてシステムのエントリー ポイントと考える場所にファイアウォール
があるということです。

また、ネットワークをどのように使用するか、様々なデバイスのセキュリティ レベ
ルをどの程度にするかにより、ネットワークの様々なアクセス ポイントにファイア
ウォールを追加することもできます。ファイアウォールの場所は、ネットワーク構成
で特定したセキュリティ リスクに基づいて選択してください。以下のリストは、ESX 
Server 実装に共通するファイアウォールの場所を示しています。このリストおよび図
に示すほとんどのファイアウォールの場所は、オプションです。

Webブラウザと VI Web Access HTTP および HTTPS プロキシ サーバの間。

VI Client、VI Web Access、またはサード パーティ ネットワーク管理クライアント
と VirtualCenter Server の間。

ユーザーが VI Client を介して仮想マシンにアクセスする場合、VI Client と ESX 
Server ホストの間。この接続は、VI Client と VirtualCenter Server 間の追加接続
で、別のポートが必要になります。

ユーザーがWebブラウザを介して仮想マシンにアクセスする場合、Webブラウ
ザと ESX Server ホストの間。この接続は、VI Web Access Client と VirtualCenter 
Server 間の追加接続で、別のポートが必要になります。

ライセンス サーバとVirtualCenter ServerまたはESX Serverホストのいずれかとの
間。通常、VirtualCenter Server を含む構成では、ライセンス サーバは、
VirtualCenter Server と同じ物理マシンで実行します。この場合、ライセンス サー
バは、ファイアウォールを介して ESX Server ネットワークに接続し、
VirtualCenter Server と並行して実行します。ただし、使用するポートは異なり
ます。

構成によっては、外部ライセンス サーバを使用できます。たとえば、企業で、1
台の専用装置からすべてのライセンスを制御する場合などです。このような場
合、ライセンス サーバと VirtualCenter Server との間のファイアウォールを介し
て、これら 2つのサーバを接続します。

ライセンス サーバをどのように設定するかに関係なく、ライセンス トラフィッ
クに使用するポートは同じです。ライセンシングについては、『インストールお
よびアップグレード ガイド』を参照してください。

VirtualCenter Server と ESX Server ホストとの間。
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ネットワークの ESX Server ホスト間。ESX Server ホスト間のトラフィックは、通常
は信頼できますが、マシン間でのセキュリティ違反を考慮する場合、ESX Server
ホスト間にファイアウォールを追加できます。

ESX Server ホスト間にファイウォールを追加してサーバ間で仮想マシンを移行す
る、クローン作成を実行する、または VMotion を使用する場合、ソース ホスト
とターゲット ホストが通信できるように、ソースとターゲットを分ける任意の
ファイアウォールのポートを開く必要があります。

ESX Server ホストと NFS ストレージなどの周辺機器との間。これらのポートは、
ヴイエムウェア固有ではありません。ポートは、ネットワークの仕様に従って構
成してください。

これらの通信パスで開くポートについては、「管理アクセスの TCP および UDP ポー
ト（P.193）」を参照してください。

VirtualCenter Server を使用しない構成のファイアウォール  
VirtualCenter Server を使用せずに、ESX Server ネットワークに直接接続する場合、
ファイアウォール構成は、多少簡単になります。図 10-2 に示す任意の場所に、ファ
イアウォールをインストールできます。

注意 構成によっては、図のすべてのファイアウォールは必要がないことがあります。

また、図に示されていない場所にファイアウォールが必要になることもあります。
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図 10-2.  クライアントにより直接管理される ESX Server ネットワークのファイア
ウォール構成

VirtualCenter Server を使用せずに構成したネットワークでも、VirtualCenter Server を
使用した場合と同じタイプのクライアントから通信を受信します。これらのクライ
アントには、VI Client、VI Web Access Client、またはサード パーティ ネットワーク管
理クライアントがあります。ほとんどの箇所では、ファイアウォールの必要性は同じ
ですが、重要な相違点がいくつかあります。

VirtualCenter Server を使用した構成と同様に、ESX Server レイヤ、または構成に
よっては、クライアントと ESX Server レイヤを保護するように、ファイアウォー
ルを設定する必要があります。このファイアウォールは、ネットワークに基本的
な保護を提供します。使用するファイアウォール ポートは、VirtualCenter Server
が使用されている場合のものと同じです。

このような構成でのライセンシングは、各 ESX Server にインストールする ESX 
Server パッケージの一部です。ライセンシングは、サーバに常駐するので、個別
のライセンス サーバをインストールする必要はありません。このため、ライセン
ス サーバと ESX Server ネットワーク間にファイアウォールは必要ありません。
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管理アクセスの TCP および UDPポート 
この節では、VirtualCenter Server への管理アクセスに使用されるように事前に決定さ
れた TCP および UDP をリストします。ファイアウォール外からネットワーク コン
ポーネントを管理する必要がある場合、ファイアウォールを再構成して、該当する
ポートでのアクセスを許可する必要があります。

注意 場合によっては、ライセンスを一元化できます。個別のライセンス サーバを保
守するか、ネットワークのいずれかの ESX Server ホストにライセンス サーバを
まとめるかは選択できます。これらのいずれかの方法を使用して、仮想マシン 
ライセンシングに通常予約されているポートを使用し、ファイアウォールを介し
て、ライセンス サーバを ESX Server ネットワークに接続します。これは、
VirtualCenter Server を使用する場合とほぼ同じです。ESX Server ホストに自動的
にインストールされたもの以外のライセンス サーバを使用する構成では、追手
順が必要です。ライセンシングについては、『インストールおよびアップグレー
ド ガイド』を参照してください。

注意 以下の表にリストされているポートは、特に指定がない限り、サービス コンソール 
インターフェイスを介して接続されます。

表 10-1.  TCP および UDP ポート

ポート 目的
トラフィッ
ク タイプ

80 HTTP アクセス。
デフォルトの非セキュア TCP Web ポートです。通常は、Web
から ESX Server ネットワークへのアクセス用のフロント エン
ドとして、ポート 443 とともに使用されます。ポート 80 は、
仮想マシン コンソールが起動する HTTPS ランディング ペー
ジ（ポート 443）にトラフィックをリダイレクトします。
Webから VI Web Access への接続にはポート 80を使用します。

着信 TCP

443 HTTPS アクセス。
デフォルト SSL Web ポートです。以下の場合、ポート 443 を
使用します。
Webから VI Web Access への接続
VI Web Accessおよびサード パーティ ネットワーク管理ク
ライアントと VirtualCenter Server との接続
Direct VI Web Access およびサード パーティ ネットワーク
管理クライアントから ESX Server ホストへのアクセス

着信 TCP
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902 ESX Server ホストと仮想マシン構成の認証トラフィック。
以下の場合、ポート 902 を使用します。
VI Client から VirtualCenter Server へのアクセス
VirtualCenter Server から ESX Server ホストへのアクセス
Direct VI Client から ESX Server ホストへのアクセス 
ESX Server ホストから、移行およびプロビジョニング用の
他の ESX Server ホストへのアクセス

着信 TCP、
発信 UDP

903 特定の ESX Server ホストの仮想マシンへのユーザー アクセス
により生成されるリモート コンソール トラフィック。
以下の場合、ポート 903 を使用します。
VI Client から仮想マシン コンソールへのアクセス
VI Web Access Client から仮想マシン コンソールへのアク
セス

着信 TCP

2049 NFS ストレージ デバイスからのトランザクション。
このポートは、サービス コンソール インターフェイスではな
く VMkernel インターフェイスにより使用されます。

着信および
発信 TCP

2050 ～ 5000 VMware High Availability（HA）および EMC Autostart 
Manager の ESX Server ホスト間でのトラフィック。

発信 TCP、
着信および
発信UDP

3260 iSCSI ストレージ デバイスからのトランザクション。
このポートは、VMkernel インターフェイスとサービス コン
ソール インターフェイスで使用されます。

発信 TCP

8000 VMotion からの着信要求。
このポートは、サービス コンソール インターフェイスではな
く VMkernel インターフェイスにより使用されます。

着信および
発信 TCP

8042 ～ 8045 このポートは、サービス コンソール インターフェイスではな
く VMkernel インターフェイスにより使用されます。

発信 TCP、
着信および
発信UDP

27000 ESX Server からライセンス サーバへのライセンス トランザク
ション。

発信 TCP

27010 ライセンス サーバからのライセンス トランザクション。 着信 TCP

表 10-1.  TCP および UDP ポート （続き）

ポート 目的
トラフィッ
ク タイプ

注意 ESX Server と VirtualCenter はポート 8085、8087、9080 を内部的に使用します。ESX 
Server では、ポート 8085、8087、9080 はリモート接続を許可しないため、これらの
ポートは保護されます。
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ここでは、TCP および UDP ポートだけを説明していますが、必要に応じて、他の
ポートを構成することもできます。

VirtualCenter を使用すると、インストールされている管理エージェント、および
SSH、NFS などのサポートされているサービス用にポートを開くことができま
す。これらのサービスの追加ポートの構成については、「サポートされている
サービスおよび管理エージェントのファイアウォール ポートを開く（P.198）」を
参照してください。

コマンド ライン スクリプトを実行することで、ネットワークに必要なその他の
サービスやエージェントのサービス コンソール ファイアウォールのポートを開
くことができます。詳細に関しては、「サービス コンソール ファイアウォールの
構成（P.246）」を参照してください。

ファイアウォールを介した VirtualCenter Server への接続
表 10-1 に示すように、VirtualCenter Server がクライアントからのデータ転送のリス
ニングに使用するポートは、902（VI Client）および 443（その他のクライアント）で
す。VirtualCenter Server とそのクライアント間にファイアウォールがある場合、
VirtualCenter Server がクライアントからデータを受信するときに使用できる接続を構
成する必要があります。

VirtualCenter Server が VI Client からデータを受信できるようにするには、ファイア
ウォールのポート 902 を開いて、VI Client から VirtualCenter Server にデータを転送で
きるようにします。VirtualCenter Server および VI Web Access Client または SDK を介
して機能するサード パーティ クライアントとの接続に対して、ポート 443 を開きま
す。ファイアウォールのポートの構成については、ファイアウォール システム管理
者にお尋ねください。

VI Client を使用していて、VI Client と VirtualCenter Server の通信用ポートとしてポー
ト 902 を使用しない場合、VI Client の VirtualCenter 設定を変更することで、別のポー
トに切り替えることができます。これらの設定の変更方法については、『仮想インフ
ラストラクチャユーザーズガイド』を参照してください。

ファイアウォールを介した仮想マシン コンソールへの接続   
VirtualCenter Server を介してクライアントを ESX Server ホストに接続するか、ESX 
Server ホストに直接接続するかで、ユーザーおよびシステム管理者と仮想マシン
コンソールとの通信に特定のポートが必要になります。これらのポートでは、サポー
トされるクライアント機能、インターフェイスが提供される ESX Server 内のレイヤ、
使用される認証プロトコルがそれぞれ異なります。これらのポートには次のものがあ
ります。
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ポート 902　VirtualCenter Server は、このポートを使用して、VirtualCenter が管理
するホストにデータを送信します。また、VI Client は、ESX Server ホストに直接
接続されている場合、このポートを使用して、サーバおよびその仮想マシンに関
連する管理機能をサポートします。ポート 902 は、VirtualCenter Server および VI 
Client が ESX Server ホストへのデータ送信時に使用できると仮定するポートで
す。これらの接続に異なるポートを構成することはできません。

ポート 902 は、サービス コンソールで実行する VMware 認証デーモン
（vmware-authd）を介して、VirtualCenter Server またはクライアントを ESX 
Server ホストに接続します。認証デーモンは、ポート 902 データを処理のため
に VMware Host Agent（vmware-hostd）に多重化します。

ポート 443　VI Web Access Client および SDK は、このポートを使用して、
VirtualCenter が管理するホストにデータを送信します。また、VI Web Access 
Client および SDK は、ESX Server ホストに直接接続されている場合、このポート
を使用して、サーバおよびその仮想マシンに関連する管理機能をサポートしま
す。ポート 443 は、VI Web Access Client および SDK が ESX Server ホストへの
データ送信時に使用できると仮定するポートです。これらの接続に異なるポート
を構成することはできません。

ポート 443 は、Tomcat Web サービスまたは SDK を介して、それぞれ、VI Web 
Access Client またはサード パーティ ネットワーク管理クライアントを ESX 
Server ホストに接続します。これらのプロセスは、ポート 443 データを処理の
ために vmware-hostdに多重化します。

ポート 903　VI Client および VI Web Access は、このポートを使用して、仮想マ
シンのゲストOS マウス / キーボード /スクリーン（MKS）アクティビティの接
続を提供します。ユーザーが仮想マシン ゲストOS およびアプリケーションと通
信するときは、このポートを使用します。ポート 903 は、VI Client および VI 
Web Access が仮想マシンとの通信に使用できると仮定するポートです。この機
能に異なるポートを構成することはできません。

ポート 903 は、ESX Server ホストで構成されている特定の仮想マシンに VI Client
を接続します。

図 10-3 は、VI Client 機能、ポート、ESX Server プロセスの関係を示します。VI Web 
Access Client は、ESX Server ホストとの通信に同じ基本マッピングを使用します。
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図 10-3.  VI Client と ESX Server との通信でのポート使用

VirtualCenter Server と VirtualCenter が管理するホストの間にファイアウォールがある
場合、ファイアウォールのポート 902 および 903 を開いて、以下のデータ転送を可
能にします。

VirtualCenter Server から ESX Server ホスト。

VI Client および VI Web Access から直接 ESX Server ホスト。

ポート構成の詳細については、ファイアウォール システム管理者にお尋ねください。

ファイアウォールを介した ESX Server ホストの接続
2 つの ESX Server ホストの間にファイアウォールがあり、ホスト間でのトランザク
ションを許可する場合、または VirtualCenter を使用して VMware 高可用性（HA）ト
ラフィック、移行、クローン作成、VMotion などのソースまたはターゲット アク
ティビティを実行する場合、管理されるホストがデータを受信できる接続を構成する
必要があります。この接続を構成するには、以下の範囲のポートを開きます。

902（サーバ間の移行およびプロビジョニング トラフィック）

2050 ～ 5000（HAトラフィック）

ESX Server

VI クライアント

ポート902

vmware-hostd

vmware-authd vmkauthd

仮想マシン管理機能

仮想マシン コンソール

ポート903ファイアウォール

VMkernelサービス コンソール

仮想マシン
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8000（VMotion）

8042 ～ 8045（HAトラフィック）

ポート構成の詳細については、ファイアウォール システム管理者にお尋ねください。
これらのポートの方向性およびプロトコルの詳細については、「管理アクセスの TCP
および UDP ポート（P.193）」を参照してください。

サポートされているサービスおよび管理エージェントのファイア
ウォール ポートを開く  

VI Client を使用して、サービス コンソール ファイアウォールを構成して、一般的に
サポートされているサービス、およびインストールされている管理エージェントを受
け入れることができます。ESX Server ホスト セキュリティ プロファイルを
VirtualCenter で構成する場合、これらのサービスやエージェントを追加または削除す
ると、サービスやコンソールとの通信を許可するようにファイアウォールで事前に決
められているポートを自動的に開くこと、または閉じることができます。追加または
削除できるサービスやエージェントのリストを以下に示します。

NIS クライアント

NFS クライアント（インセキュア サービス）

SMB クライアント（インセキュア サービス）

FTP クライアント（インセキュア サービス）

SSH クライアント 

Telnet クライアント（インセキュア サービス）

NTP クライアント

iSCSI ソフトウェア クライアント

SSH サーバ 

Telnet サーバ（インセキュア サービス）

FTP サーバ（インセキュア サービス）

NFS サーバ（インセキュア サービス）

CIM HTTP サーバ（インセキュア サービス）

CIM HTTPS サーバ（インセキュア サービス）

SNMPサーバ

インストールしたその他のサポートされている管理エージェント
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このリストにない、デバイス、サービス、エージェントをインストールする場合、コ
マンド ラインからサービス コンソール ファイアウォールのポートを開く必要があり
ます。詳細に関しては、「サービス コンソール ファイアウォールの構成（P.246）」を
参照してください。

サービスまたは管理エージェントの ESX Server へのアクセスを可能にする 

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

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

2 [ 構成 ] タブをクリックして、[ セキュリティ プロファイル ] をクリックします。

VI Client により、現在アクティブな着信および発信接続と対応するファイア
ウォール ポートのリストが表示されます。

3 [ ファイアウォール ] - [ プロパティ ] をクリックし、[ ファイアウォール プロパ
ティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

注意 このリストは変更可能であり、リストに示されていないサービスおよびエージェント
を VI Client が提供していることを検出することがあります。また、デフォルトでは、
リストのすべてのサービスはインストールされていません。これらのサービスを構成
し、有効にするには、追加アクティビティを実行する必要があります。
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このダイアログ ボックスに、ホストに構成できるサービスおよび管理
エージェントがすべてリストされます。

4 有効にするサービスおよびエージェントのチェック ボックスを選択します。

[入力ポート ] および [ 出力ポート ] コラムは、VI Client がサービスに開いている
ポートを示し、[プロトコル ] コラムは、サービスが使用するプロトコルを示し
ます。また、[デーモン ] コラムは、サービスに関連するデーモンのステータス
を示します。

5 [OK] をクリックします。

VLANを使用した仮想マシンのセキュリティ
ネットワークは、システムで最も脆弱性のある部分の 1つとなる可能性があります。
物理ネットワークに保護する必要があるように、仮想マシン ネットワークにも保護
が必要です。仮想マシン ネットワークが物理ネットワークに接続されている場合、
物理マシンで構成されたネットワークと同じくらい、侵害を受けやすくなります。
仮想マシン ネットワークが、任意の物理ネットワークから分離されている場合でも、
ネットワーク内仮想マシンは、ネットワークの他の仮想マシンから攻撃を受けやすく
なります。仮想マシン セキュリティの必要条件は、通常、物理マシンの必要条件と
同じです。

仮想マシンはそれぞれ分離されています。仮想マシンは、別の仮想マシンに対して、
メモリを読み取ったり書き込んだり、データへアクセスしたり、アプリケーションを
使用したりすることはできません。ただし、ネットワーク内で、任意の仮想マシンま
たは仮想マシンのグループは、他の仮想マシンから許可なくアクセスされる可能性が
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あるので、体外的な保護がさらに必要になることがあります。このレベルのセキュリ
ティは、以下のように追加できます。

仮想ネットワークの一部またはすべての仮想マシンにソフトウェア ファイア
ウォールをインストールおよび構成することで、仮想ネットワークにファイア
ウォール保護を追加する。

異なるネットワーク区分のホスト内に異なる仮想マシン ゾーンを確保する。仮
想マシン ゾーンをその独自のネットワーク区分で分離すると、仮想マシン ゾーン
間でデータ漏れのリスクを最小限に抑えることができます。区分化により、
攻撃者が ARP テーブルを操作して、MACおよび IP アドレスを再マッピングし、
ホストとのネットワーク トラフィックのアクセス権を取得する、アドレス解決
プロトコル（ARP）スプーフィングなどの様々な脅威を防止できます。攻撃者
は、ARP スプーフィングを使用して、サービス拒否を生成、ターゲット システ
ムをハイジャック、仮想ネットワークを崩壊させます。

区分化を綿密に計画すると、仮想マシン ゾーン間のパケット転送機会を減らし
て、被害者にネットワーク トラフィックの送信が要求される傍受攻撃を防ぐこ
とができます。さらに、攻撃者は特定の仮想マシン ゾーンでセキュリティ保護
されていないサービスを活用して、ホスト内の別の仮想マシン ゾーンにアクセ
スすることができません。様々なセキュリティ脅威に対して、以下の 2つのア
プローチのいずれかを使用して、区分化を実装できます。これらのアプローチ
には、それぞれ異なるメリットがあります。

仮想マシン ゾーンに個別の物理ネットワーク アダプタを使用して、ゾーン
を分離させる。仮想マシン ゾーンに個別の物理ネットワーク アダプタを設
定する方法は、おそらく最も安全で、最初に作成した区分を後から不正に構
成されにくい方法です。

ネットワークを保護するように、仮想ローカル エリア ネットワーク
（VLAN）を設定する。VLANは、物理的に分離したネットワークを実装する
場合のセキュリティの利点をハードウェア オーバーヘッドなしにほとんど
すべて利用できるので、追加デバイスや配線などの導入および保守にかかる
コストを節約できる、実行可能なソリューションを提供します。

注意 効率性のために、プライベート仮想マシン イーサネット ネットワークまたは仮
想ネットワークを設定できます。仮想ネットワークの場合、仮想ネットワークの
先頭にある仮想マシンにソフトウェア ファイアウォールをインストールします。
これは、物理ネットワーク アダプタと仮想ネットワークの残り仮想マシンとの
間で、保護的なバッファとして機能します。

仮想ネットワークの先頭にある仮想マシンにソフトウェア ファイアウォールを
インストールすることは、セキュリティ上優れた方法です。ただし、ソフトウェ
ア ファイアウォールをインストールすると、パフォーマンスが低下することが
あるので、仮想ネットワークの他の場所の仮想マシンにソフトウェア ファイア
ウォールをインストールするか決める前に、セキュリティ ニーズとパフォーマン
スのバランスを考慮してください。仮想ネットワークの詳細については、「ネッ
トワークの概念（P.22）」を参照してください。
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VLAN は、VLANの一部のポートだけにパケット ルーティグを許可する特定のタギン
グ方法を使用した IEEE 標準ネットワーキング スキームです。VLANは、正しく構成
されている場合、偶発的または悪意のある侵入から仮想マシンのセットを保護する信
頼できる方法を提供します。

VLANでは、ネットワークの 2台のマシンが同じ VLANにない限りパケットを送受信
できないように、物理ネットワークを分割できます。たとえば、会計記録や報告書
は、企業が機密事項として扱う最も重要な内部情報です。販売部、出荷部、会計部の
従業員がすべて、同じ物理ネットワークの仮想マシンを使用している企業では、図
10-4 に示すように VLANを設定して、会計部の仮想マシンを保護できます。

図 10-4.  サンプル VLANレイアウト

この構成では、会計部のすべての従業員は、VLAN A の仮想マシンを使用して、販売
部の従業員は、VLAN B の仮想マシンを使用します。

VM 3 VM 4

vSwitch

VM 5

vSwitch

VM 6 VM 7 VM 8

vSwitch

VM 0 VM 1 VM 2

vSwitch

VM 9 VM 10 VM 11

VM 12
VLAN

B

VM 13
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A

VM 14
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B
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ルータ

ホスト1
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ホスト4

ホスト2

スイッチ1

スイッチ2
同じ仮想スイッ
チ上に複数の
VLANを配置

ブロードキャスト 
ドメインAおよびB

VLAN A

ブロードキャスト 
ドメイン A

VLAN B

ブロードキャスト 
ドメイン B
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ルーターは、会計データを含むパケットをスイッチに転送します。これらのパケット
は、VLAN A のみに配布されるようにタグが付けられます したがって、このデータは
ブロードキャスト ドメイン Aに制限され、ルーターで構成されていない限り、
ブロードキャスト ドメイン Bに経路選択されません。

この VLAN 構成では、会計部に送信されるパケットが販売部により妨害されないよう
にします。また、販売グループに送信されるパケットを会計部が受信しないようにも
します。シングル仮想スイッチでサービスが提供される仮想マシンの VLANは異なる
ので注意してください。

以下の節では、仮想スイッチおよび VLANを介したネットワーク セキュリティの提
案をします。この節では、以下のトピックについて説明します。

VLANのセキュリティの考慮事項（P.203）

仮想スイッチ保護および VLAN（P.205）

仮想スイッチ ポートのセキュリティ（P.207）

VLAN のセキュリティの考慮事項 
ESX Server は、IEEE 802.1q に完全に準拠した VLAN実装を提供します。ネットワーク
の一部のセキュリティに VLAN を設定する方法は、インストールするゲストOSや
ネットワーク設備の構成方法などの要素により異なります。VLANの設定方法につい
て特別にお勧めすることはできませんが、セキュリティ実施ポリシーの一部として
VLAN導入を使用する場合の考慮事項に関する要素をいくつか示します。

VLANを広範囲のセキュリティ実装の一部として扱う　VLAN は、ネットワーク内
でデータを転送する場所およびその範囲を制御する効率的な方法です。攻撃者が
ネットワークのアクセス権を取得した場合、エントリ ポイントとして機能する
VLANに攻撃が制限されやすくなるので、全体としてネットワークに対するリス
クは軽減されます。

VLANは、データがスイッチを介して渡され、ネットワークに入った後での転送
および保存方法における保護を提供します。VLANを使用すると、ネットワーク 
モデルのレイヤ 2（データ リンク レイヤ）のセキュリティを支援できます。た
だし、VLANを構成しても、ネットワーク モデルの物理レイヤ、またはその他の
任意のレイヤは保護されません。そのため、VLANを作成する場合でも、ハード
ウェア（ルーターやハブなど）のセキュリティを確保し、データ転送を暗号化
して、追加保護を提供する必要があります。

VLANは、仮想マシン構成においてファイアウォールに代わるものではありません。
VLANを含むほとんどのネットワーク構成には、ソフトウェア ファイアウォール
も含まれます。VLANを仮想ネットワークに含める場合、インストールするファ
イアウォールが VLAN に対応することを確認してください。
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VLANが正しく構成されていることを確認する　設備の構成エラーや、ネット
ワーク ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの欠陥により、VLANが
VLANホッピング攻撃を受けやすくなる可能性があります。 VLAN ホッピングと
は、ある VLAN のアクセスが許可されている攻撃者が、物理ネットワーク ス
イッチを攻撃して、アクセス権のない別の VLANに転送されるようにパケットを
作成することです。このタイプの攻撃に対する脆弱性は、通常、スイッチがタグ
なしパケットを送受信できるという、ネイティブ VLAN操作でのスイッチの構成
ミスが原因となります。

VLANホッピングを防ぐには、ハードウェアやファームウェアのアップデートを
リリースされ次第インストールして、設備を最新バージョンに保ってください。
また、設備を構成する場合は必ずベンダーのベスト プラクティスに従ってくだ
さい。

VMware 仮想スイッチは、ネイティブ VLANの概念をサポートしていません。こ
れらのスイッチに渡されるすべてのデータは、適切にタグが付けられます。ただ
し、ネットワークの他のスイッチがネイティブ VLAN操作向けに構成されている
可能性があるため、仮想スイッチで構成した VLANも、VLANホッピングの影響
を受けることがあります。

VLANを使用してネットワーク セキュリティを実施する場合、VLANのいくつか
をネイティブ モードで操作しなければならないという切迫した必要性がない限
り、すべてのスイッチでネイティブ VLAN機能を無効にすることをお勧めしま
す。ネイティブ VLAN を使用する必要がある場合、スイッチ ベンダーの構成
ガイドラインでこの機能について慎重に確認してください。

管理ツールとサービス コンソール間の通信に個別のVLANまたは仮想スイッチを
作成する　管理クライアントまたはコマンド ラインを使用する場合、ストレー
ジの構成、仮想マシン動作の制御、仮想スイッチや仮想ネットワークの設定な
ど、ESX Server のすべての構成タスクは、サービス コンソールを介して実行され
ます。 サービス コンソールは、ESX Server の制御点であるため、この悪用を防ぐ
ことは重要です。

VMware ESX Server 管理クライアントは、認証および暗号化を使用して、サービ
ス コンソールへの許可のないアクセスを防ぎますが、他のサービスがこのよう
な保護を提供していないこともあります。攻撃者はサービス コンソールのアク
セス権を取得すると、ESX Server ホストの多くの属性の構成を自由に変更できま
す。たとえば、アクセス権を取得した攻撃者は、仮想スイッチ構成全体の変更、
認証方法の変更などを実行できます。

サービス コンソールのネットワーク接続は、仮想スイッチを介して確立されま
す。この重要な ESX Server コンポーネントにより優れた保護を提供するため、以
下のいずれかの方法で、サービス コンソールを分離することをお勧めします。
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サービス コンソールに対する管理ツールの通信に個別の VLANを作成する。

サービス コンソールに対する管理ツールの接続に、シングル仮想スイッチ
と 1つまたは複数のアップリンク ポートを使用してネットワーク アクセス
を構成する。

どちらの方法も、サービス コンソールの VLANまたは仮想スイッチに対するア
クセス権がない場合、サービス コンソールとのトラフィックを参照できないよ
うにします。また、攻撃者によるサービス コンソールへのパケット送信を防ぎ
ます。他の選択肢として、代わりに個別の物理ネットワーク区分にサービスコン
ソールを構成するよう選択できます。物理的な区分化により、後から不正に構成
されにくいセキュリティをある程度追加することができます。

管理ツールのサービス コンソールとの通信に個別の VLANまたは仮想スイッチ
を設定するほか、VMotion およびネットワークに接続されているストレージに対
して、個別の VLAN または仮想スイッチを設定する必要があります。

仮想スイッチ保護および VLAN  
VMware 仮想スイッチは、VLANの特定のセキュリティ脅威に対する保護を提供しま
す。仮想スイッチの設計方法により、その多くが VLANホッピングに関係する様々な
攻撃から VLAN を保護します。ただし、この保護により、仮想スイッチ構成がその他
のタイプの攻撃に対して強化されるわけではありません。たとえば、仮想スイッチ
は、これらの攻撃から仮想ネットワークは保護しますが、物理ネットワークは保護し
ません。

以下に、仮想スイッチおよびVLANが保護できるいくつかの攻撃について説明します。

MACフラッディング　この攻撃は、別のソースから着信したタグが付いたMAC
アドレスを含むパケットで、スイッチをフラッディングします。多くのスイッチ
は、Content-Addressable Memory（CAM）テーブルを使用して、各パケットの
ソース アドレスを学習および保存します。テーブルが一杯になると、スイッチ
は、完全に開いた状態になり、すべての着信パケットがすべてのポートにブロー
ドキャストされることがあります。この場合、攻撃者はすべてのスイッチのトラ
フィックを参照できます。この状態では、VLANでパケットがリークする可能性
があります。

注意 お使いの構成にハードウェア アダプタでなくホストを直接介して構成された
iSCSI SAN が含まれる場合、サービス コンソールと iSCSI に共有ネットワーク接
続を提供する個別の仮想スイッチを作成する必要があります。この第 2のサービ
ス コンソール ネットワーク接続は、管理ツールの通信に使用される第 1のサー
ビス コンソール ネットワーク接続に加えて作成されます。第 2のサービス コン
ソール ネットワーク接続は iSCSI アクティビティのみをサポートするため、管理
アクティビティまたは管理ツールの通信には使用できません。
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VMware 仮想スイッチはMACアドレス テーブルを保存しますが、観測可能なト
ラフィックからMACアドレスを取得しないので、このタイプの攻撃に対する耐
性があります。

802.1qおよび ISLタギング攻撃　スイッチをトランクとして機能するように不正
に操作し、トラフィックを他の VLANにブロードキャストすることで、ある
VLANから別の VLANへフレームがリダイレクトされるようにスイッチを強制し
ます。

VMware 仮想スイッチは、このタイプの攻撃で必要な動的トランキングを実行し
ないので、このタイプの攻撃に対する耐性があります。

ダブル カプセル化攻撃　攻撃者が、内部タグの VLAN ID が外部タグの VLAN ID と
異なるダブル カプセル化パケットを作成します。後方互換性のため、ネイティ
ブ VLAN は、別に構成されていない限り、転送されたタグと外部タグを分割しま
す。ネイティブ VLAN スイッチが、外部タグを分割すると、内部タグだけが残り
ます。この内部タグは、分割された外部タグで識別される VLANとは異なる
VLANにパケットを送ります。

VMware 仮想スイッチは、特定の VLANに構成されているポートに仮想マシンが
送信しようとする任意のダブル カプセル化フレームを削除します。したがって、
VMware 仮想スイッチは、このタイプの攻撃に対する耐性があります。

マルチキャスト総当り攻撃　スイッチがいくつかのフレームから他の VLANへの
ブロードキャストを誤って許可するように、スイッチをオーバーロードさせるこ
とを狙って、大量のマルチキャスト フレームを既知の VLANにほぼ同時に送信
します。

VMware 仮想スイッチでは、フレームはその正しいブロードキャスト ドメイン
（VLAN）から離れることはできないので、VMware 仮想スイッチは、このタイプ
の攻撃に対する耐性があります。

スパニング ツリー攻撃　LAN の各部分のブリッジを制御するときに使用される、
スパニング ツリー プロトコル（STP）をターゲットにします。攻撃者は、ネット
ワーク トポロジを変更しようとする Bridge Protocol Data Unit（BPDU）パケット
を送信し、攻撃者自体をルート ブリッジとして確立します。ルート ブリッジと
なった攻撃者は、転送されるフレームの内容を傍受できます。

VMware 仮想スイッチは、STP をサポートしていないので、このタイプの攻撃に
対する耐性があります。

ランダム フレーム攻撃　ソースと宛先アドレスは同じでも、フィールドの長さ、
タイプ、内容がランダムに変わる、大量のパケットを送信します。この攻撃の目
的は、別の VLAN にパケットが誤って送信されるように強制することです。

VMware 仮想スイッチは、このタイプの攻撃に対する耐性があります。
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新しいセキュリティ脅威は常に開発されるので、これは攻撃の完全なリストではあり
ません。セキュリティ、最新のセキュリティ警告、VMware セキュリティ戦術につい
ては、Web（http://www.vmware.com/vmtn/technology/security）上で VMware セキュ
リティ関連資料を定期的に確認してください。

仮想スイッチ ポートのセキュリティ
物理ネットワーク アダプタと同様、仮想ネットワーク アダプタは、別のマシンから
発信されたように見えるフレームを送信したり、別のマシンに送信されるネットワー
ク フレームを受信できるように、そのマシンになりすますことができます。また、
物理ネットワーク アダプタと同様に、仮想ネットワーク アダプタは、他のマシンを
ターゲットにしたフレームを受信するように構成できます。

ネットワークに仮想スイッチを作成する場合、ポート グループを追加して、スイッ
チに接続される仮想マシンやストレージ システムなどにポリシー構成を強要します。
仮想スイッチは、VI Client を介して作成します。

ポートまたはポート グループを仮想スイッチに追加する作業の一部として、VI Client
は、ポートのセキュリティ プロファイルを構成します。このセキュリティ プロファ
イルを使用すると、ESX Server により、その仮想マシンのゲストOSがネットワーク
の他のマシンになりすますことを防ぐことができます。このセキュリティ機能は、な
りすましを行うゲストOSが、なりすましが阻止されていることを検知できないよう
に、実装されます。

セキュリティ プロファイルは、仮想マシンでのなりすましや妨害攻撃に対する保護
をどの程度強化するかを決めます。セキュリティ プロファイルの設定を正しく使用
するには、仮想ネットワーク アダプタが転送をどのように制御するか、または攻撃
がこのレベルでどのように開始されるかについての基本要素を理解する必要があり
ます。

各仮想ネットワーク アダプタには、アダプタが作成されるときに、その独自のMAC
アドレスが割り当てられます。このアドレスは、初期MACアドレスと呼ばれます。
初期MACアドレスは、ゲストOSの外部から再構成できますが、ゲストOSにより
変更することはできません。また、各アダプタには、有効MACアドレスがありま
す。これは、宛先MACアドレスが有効MACアドレスとは異なる着信ネットワーク 
トラフィックをフィルタリングします。ゲストOSは、有効MACアドレスの設定に
関与し、通常、有効MACアドレスを初期MACアドレスに一致させます。

パケットを送信する場合、オペレーティング システムは、通常、その独自のネット
ワーク アダプタの有効MACアドレスをイーサネット フレームのソースMACアドレ
ス フィールドに置きます。また、受信側ネットワーク アダプタのMACアドレスは、
宛先MACアドレス フィールドに置きます。受信側アダプタは、パケットの宛先
MACアドレスがその独自の有効MACアドレスに一致する場合だけパケットを受け
入れます。

http://www.vmware.com/vmtn/technology/security/
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作成時、ネットワーク アダプタの有効MACアドレスおよび初期MACアドレスは同
じです。仮想マシンのオペレーティング システムは、有効MACアドレスの値をいつ
でも変更できます。オペレーティング システムが有効MACアドレスを変更すると、
そのネットワーク アダプタは、新規MACアドレスに送信されるネットワーク トラ
フィックを受信します。オペレーティング システムは、ソースMACアドレスになり
すましているフレームをいつでも送信できます。そのため、オペレーティング シス
テムは、受信側ネットワークにより許可されているネットワーク アダプタになりす
ますことで、ネットワークのデバイスに対して、悪意のある攻撃を実行する可能性が
あります。

ESX Server ホストで仮想スイッチ プロファイルを使用すると、以下の3つのオプション
を設定して、このタイプの攻撃を保護できます。

MACアドレス変更　デフォルトでは、このオプションは、[ 受け入れる ] に設定さ
れていて、ESX Server ホストは、有効MACアドレスを初期MACアドレス以外に
変更する要求を受け入れます。[MAC アドレス変更 ] のオプション設定は、仮想
マシンの受信トラフィックに影響を与えます。

MACなりすましを保護するには、このオプションを [ 拒否 ] に設定します。この
設定では、ESX Server ホストは、有効MACアドレスを初期MACアドレス以外に
変更する要求を受け取りません。その代わり、仮想アダプタが要求の送信に使用
したポートが無効になります。そのため、仮想アダプタは、有効MACアドレス
を初期MACアドレスに合わせて変更しない限り、それ以上のフレームを受け取
りません。ゲストOSは、MACアドレス変更が拒否されていることを検知しま
せん。

偽造転送　デフォルトでは、このオプションは、[ 受け入れる ] に設定されていま
す。この設定では、ESX Server ホストは、ソースと有効MACアドレスを比較し
ません。[偽造転送 ] のオプション設定は、仮想マシンの転送トラフィックに影
響を与えます。

MACなりすましを保護するには、このオプションを [ 拒否 ] に設定します。この
設定では、ESX Server ホストは、オペレーティング システムにより転送される
ソースMACアドレスとそのアダプタの有効MACアドレスを比較して、それら
が一致するか確認します。アドレスが一致しないと、ESX Server はパケットを削
除します。

ゲストOSは、仮想ネットワーク アダプタが、なりすましているMACアドレス
を使用してパケットを送信できないことを検知しません。ESX Server ホストは、
なりすましているアドレスのパケットが配信される前に、そのパケットを妨害し
ます。ゲストOSは、そのフレームが削除されたとみなす可能性があります。

注意 場合によっては、複数のアダプタがネットワーク上で同じMACアドレスを使用
することが適切な場合もあります。たとえば、Microsoft ネットワーク ロード バ
ランシングをユニキャスト モードで使用している場合です。Microsoft ネット
ワーク ロード バランシングが標準マルチキャスト モードで使用される場合、
アダプタは、MACアドレスを共有しません。
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無差別モード操作　デフォルトでは、このオプションは、[ 拒否 ] に設定されてい
ます。この設定では、仮想ネットワーク アダプタは無差別モードで操作できま
せん。ゲストOSが受信するすべてのトラフィック フレームが回線で監視される
ため、無差別モードでは、仮想ネットワーク アダプタが実行する受信フィルタ
リングが削除されます。

無差別モードは、ネットワーク アクティビティのトラッキングに便利ですが、
無差別モードのアダプタは、いくつかのパケットが特定のネットワーク アダプ
タのみに受信されるかどうかに関係なく、パケットにアクセスできるので、この
操作は安全ではありません。つまり、仮想マシン内のシステム管理者またはルー
ト ユーザーは、他のゲストまたはホストOS に送信されるトラフィックを参照で
きます。

これらのいずれかのデフォルト設定をポートで変更する必要がある場合、VI Client で
仮想スイッチ設定を編集して、セキュリティ プロファイルを変更する必要がありま
す。これらの設定の編集については、「仮想スイッチ ポリシー（P.53）」を参照してく
ださい。

iSCSI ストレージのセキュリティ
ESX Server ホストに構成するストレージには、場合によって、iSCSI を使用するスト
レージ エリア ネットワーク（SAN）が 1つ以上含まれることがあります。iSCSI は、
SCSI デバイスに直接接続するのではなく、ネットワーク ポートを介して TCP/IP プロ
トコルを使用し、SCSI デバイスにアクセスして、データ レコードを交換する方法で
す。iSCSI トランザクションでは、未フォーマット SCSI のデータ ブブロックは、iSCSI
レコードでカプセル化され、要求側デバイスまたはユーザーに転送されます。

iSCSI SAN では、既存のイーサネット インフラストラクチャを効率的に使用できるよ
うにして、ESX Server ホストが動的に共有できるストレージ リソースにアクセスを提
供します。iSCSI SAN は、それ自体、共通ストレージ プールに依存して多くのユー
ザーにサービスを提供する環境に、経済的なストレージ ソリューションを提供しま
す。任意のネットワーク システムと同様に、iSCSI SAN もセキュリティ違反の影響を
受けます。iSCSI を ESX Server ホストで構成すると、いくつかの方法を使用して、
セキュリティ リスクを最小にできます。

注意 場合によっては、仮想スイッチを無差別モードで実行するように構成することが
適切な場合もあります。たとえば、ネットワーク侵入検知ソフトウェア または
パケット スニファを実行している場合です。

注意 iSCSI SAN のセキュリティの必要条件および手順は、ESX Server ホストで使用できる
ハードウェア iSCSI アダプタ、および ESX Server ホストを直接介して構成された iSCSI
の場合と似ています。iSCSI アダプタおよびストレージの構成については、「iSCSI ス
トレージ（P.110）」を参照してください。
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以下の節では、iSCSI SAN 認証の構成方法について説明し、iSCSI SAN セキュリティに
ついて提案します。この節では、以下のトピックについて説明します。

認証を介した iSCSI デバイスのセキュリティ（P.210）

iSCSI SAN の保護（P.214）

認証を介した iSCSI デバイスのセキュリティ
好ましくない侵入から iSCSI デバイスを保護する方法の 1つとして、ホストがター
ゲット LUNのデータにアクセスしようとした場合、ESX Server ホスト、またはイニ
シエータが iSCSI デバイス、またはターゲットによる認証を要求することがありま
す。認証の目的は、イニシエータがターゲットのアクセス権、および認証を構成する
ときに付与した権利を持っていることを立証することです。

iSCSI SAN の認証を ESX Server ホストで設定する場合、2つの選択肢があります。

チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）　CHAP 認証を使用するよう
に iSCSI SAN を構成できます。CHAP 認証では、イニシエータが iSCSI ターゲット
にアクセスすると、ターゲットは、事前に定義されている ID 値および乱数、ま
たはキーをイニシエータに送信します。次に、イニシエータは、ターゲットに送
信する一方向のハッシュ値を作成します。このハッシュには、事前に定義された
ID 値、ターゲットにより送信される乱数、イニシエータとターゲットで共有さ
れるプライベート値、すなわち CHAP シークレットの 3つの構成要素が含まれ
ます。ターゲットが、イニシエータからハッシュを受け取ると、同じ構成要素を
使用して、独自のハッシュ値を作成し、これをイニシエータのハッシュと比較し
ます。結果が一致すると、ターゲットはイニシエータを認証します。

ESX Server は、一方向の CHAP 認証を iSCSI でサポートしています。双方向の
CHAP はサポートされません。一方向の CHAP 認証では、ターゲットはイニシ
エータを認証しますが、イニシエータはターゲットを認証しません。イニシエー
タには、認定書のセットが 1つだけあり、これらの認定書は、すべての iSCSI
ターゲットで使用されます。

ESX Server は、HBA レベルでのみ CHAP 認証をサポートします。各ターゲットに
異なる認定書を使用してターゲットをより詳細に調整できるようにする、ター
ゲットごとの CHAP 認証はサポートしていません。

無効にする　認証を使用しないように、iSCSI SAN を構成できます。iSCSI ター
ゲット デバイスが通常は特定のイニシエータのみと通信するように設定されて
いるため、イニシエータとターゲット間の通信は、初歩的な方法で認証されるの
で注意してください。

より強制的な認証を使用しないという選択に意味があるのは、iSCSI ストレージ
が 1つの場所にあり、すべての iSCSI デバイスにサービスを提供する専用ネット
ワークまたは VLAN を作成している場合だけです。ここでは、iSCSI 構成が不要
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なアクセスから分離され、ファイバ チャネル SAN が安全であるのと同じくらい
安全であることを前提としています。

基本ルールとして、認証を無効にするのは、iSCSI SAN への攻撃リスクを許容で
きる場合か、人為的なエラーから生じる問題に対処できる場合だけです。

ESX Server は、iSCSI の Kerberos、Secure Remote Protocol（SRP）、パブリック キー認
証方法をサポートしていません。また、IPsec 認証および暗号化もサポートしていま
せん。

VI Client を使用して、認証が現在実行されているか判別し、認証方法を構成します。

認証方法を確認するには

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

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 確認する iSCSI アダプタを選択して、[ プロパティ ] をクリックします。[iSCSI イ
ニシエータ プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [CHAP 認証 ] をクリックします。
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[CHAP 名 ] に名前（多くの場合、iSCSI イニシエータ名）が表示される場合、
iSCSI SAN は次に示すとおり CHAP 認証を使用します。

5 [ 閉じる ] をクリックします。

CHAP 認証の iSCSI を構成するには

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

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 iSCSI アダプタを選択して、[ プロパティ ] をクリックします。[iSCSI イニシエー
タ プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [CHAP 認証 ] - [ 構成 ] をクリックします。[CHAP 認証 ] ダイアログ ボックスが開
きます。

注意 [CHAP 名 ] に「指定されていません」と表示される場合、iSCSI SAN は CHAP 認証
を使用しません。
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5 [ 以下の CHAP 証明書を使用します ] をクリックします。

6 以下のいずれかを実行します。

CHAP名を iSCSI アダプタ名に設定するには、[イニシエータ名を使用します ] 
を選択します。

CHAP名を iSCSI アダプタ名以外に設定するには、[イニシエータ名を使用しま
す ] を選択解除し、[CHAP 名 ] フィールドに 255 文字以内の英数字で名前を
入力します。

7 認証の一部として使用する CHAP シークレットを入力します。

入力するシークレットは、テキスト ストリングです。

8 [OK] をクリックします。

iSCSI 認証を無効にするには

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

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

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

3 iSCSI アダプタを選択して、[ プロパティ ] をクリックします。[iSCSI イニシエー
タ プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [CHAP 認証 ] - [ 構成 ] をクリックします。[CHAP 認証 ] ダイアログ ボックスが開
きます。

注意 VI Client は、入力する CHAP シークレットの最小長または最大長を制限しません。
ただし、iSCSI ストレージ デバイスによっては、シークレットの最小文字数が制
限されたり、使用できる文字タイプが制限されているものもあります。必要条件
について、メーカーのマニュアルで確認してください。
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5 [CHAP 認証を無効にする ] を選択します。

6 [OK] をクリックします。

iSCSI SAN の保護 
iSCSI 構成を計画する場合、iSCSI SAN の全体のセキュリティを改善する方法を使用す
る必要があります。iSCSI 構成のセキュリティは、IP ネットワーク程度なので、ネッ
トワークを設定するときに優れたセキュリティ標準を実装して、iSCSI ストレージの
保護を支援してください。

以下にいくつか提案を示します。

転送データの保護　iSCSI SAN のプライマリ セキュリティ リスクは、攻撃者が、
転送されるストレージ データを傍受する可能性があります。

ヴイエムウェアでは、追加措置を取って、攻撃者が iSCSI データを簡単に参照で
きないようにすることをお勧めします。ハードウェア iSCSI アダプタおよび ESX 
Server ホスト iSCSI イニシエータは、ターゲット間で受け渡しするデータを暗号
化しないので、データは傍受攻撃をより受けやすくなります。

仮想マシンに iSCSI 構成を使用して仮想スイッチと VLANを共有できるように設
定すると、iSCSI トラフィックが仮想マシン攻撃者により悪用される危険性があ
ります。攻撃者が iSCSI 転送をリッスンできないようにするには、お使いの仮想
マシンのいずれからも iSCSI ストレージ ネットワークを参照できないようにして
ください。

ハードウェア iSCSI アダプタを使用している場合、iSCSI アダプタや ESX 物理
ネットワーク アダプタがホストの外部でスイッチの共有やその他の方法によっ
て不注意で接続されていないようにすることで、お使いの仮想マシンのいずれか
らも iSCSI ストレージ ネットワークを参照できないようにすることができます。
iSCSI が ESX Server ホストを直接介して構成されている場合は、図 10-5 に示すよ
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うに、iSCSI ストレージを仮想マシンが使用する仮想スイッチとは異なる仮想ス
イッチを介して構成することで、達成できます。

図 10-5.  個別の仮想スイッチでの iSCSI ストレージ

iSCSI をハードウェア アダプタでなくホストを直接介して構成する場合、仮想
ネットワークの設定でサービス コンソールに 2つのネットワーク接続を作成す
る必要があることに注意してください。第 1のサービス コンソール ネットワー
ク接続は、その独自の仮想スイッチ上に構成し、管理ツールの接続専用に使用し
ます（図の仮想スイッチ 0）。第 2のサービス コンソール ネットワーク接続は、
iSCSI 接続に使用する仮想スイッチを共有するように構成します（図の仮想ス
イッチ 2）。第 2のサービス コンソール ネットワーク接続は iSCSI アクティビ
ティのみをサポートするため、管理アクティビティまたは管理ツールの通信には
使用できません。共有仮想スイッチで iSCSI とサービス コンソールをある程度分
離したい場合は、これらを別の VLANに構成することができます。

専用仮想スイッチを提供することで iSCSI SAN を保護するほか、iSCSI SAN を独自
の VLAN で構成することを考慮してください。iSCSI 構成を個別の VLAN に置く
と、iSCSI アダプタ以外のデバイスが iSCSI SAN内の転送を参照できなくなります。

注意 サービス コンソールのデフォルト ゲートウェイは、iSCSI 接続に使用する仮想ス
イッチ上に構成しないでください。代わりに管理ツールの接続に使用する仮想ス
イッチ上に構成してください。
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iSCSI ポートのセキュリティ　iSCSI デバイスを実行する場合、ESX Server ホストは
ネットワーク接続をリッスンするポートを開きません。 つまり、攻撃者がスペア 
ポートを介して ESX Server ホストに侵入し、ホストのコントロールを取得する機
会が減ります。したがって、iSCSI を実行すると、接続の ESX Server ホスト側で
新たなセキュリティ リスクが生じません。

実行する任意の iSCSI ターゲットは、iSCSI 接続をリスニングするために 1つ以上
のオープン TCP ポートを使用するので注意してください。セキュリティ脆弱性
が iSCSI デバイス ソフトウェアに存在する場合、ESX Server のセキュリティに関
係なく、データにはリスクが生じます。このリスクを軽減するため、ストレージ
設備メーカーで提供されるすべてのセキュリティ パッチをインストールし、
iSCSI ネットワークに接続されるデバイスを制限します。
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この章では、ESX Server によりユーザー認証がどのように扱われるかを説明し、ユー
ザーおよびグループ許可の設定方法を示します。また、VI Client、SDK、VI Web 
Access との接続の暗号化、およびNFS ストレージでのトランザクションのデリゲー
ト ユーザー名の構成についても説明します。

この章では、以下のトピックについて説明します。

認証および権限による ESX Server のセキュリティ（P.217）

ESX Server の暗号化およびセキュリティ認定書（P.233）

NFS ストレージの仮想マシン代行（P.238）

認証および権限による ESX Server のセキュリティ
ESX Server は、ユーザーが VirtualCenter、VI Web Access、サービス コンソールを使用
して ESX Server ホストにアクセスするときの認証に Pluggable Authentication 
Modules（PAM）ストラクチャを使用します。ヴイエムウェア サービスの PAM構成
は、認証モジュールへのパスを保存する /etc/pam.d/vmware-authdにあります。

ESX Server のデフォルト インストールは、Linux のように、/etc/passwd認証を使用
します。ただし、配布された別の認証メカニズムを使用するように ESX Server を構成
することもできます。ESX Server デフォルト実装の代わりに、サード パーティ認証
ツールを使用する場合、その説明については、各メーカーのマニュアルを参照してく
ださい。場合によっては、サード パーティ認証の設定の一部として、新規モジュー
ル情報で /etc/pam.d/vmware-authdファイルをアップデートする必要があります。

VI Client または VirtualCenter ユーザーが ESX Server ホストに接続するたびに、
sinnetプロセスが VMware 認証デーモン（vmware-authd）のインスタンスを開始し
ます。これは、VMware ホストエージェント（vmware-host）プロセス間で情報を受

認証およびユーザー管理 11
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け渡すプロキシとして使用されます。vmware-authdプロセスは入力接続試行を受け
取り、その情報を vmware-hostプロセスに渡します。そして、クライアントから
ユーザー名とパスワードを受け取り、これらを PAMモジュールに転送して認証を行
います。

図 11-1 は、ESX Server が VI Client からのトランザクションをどのように認証するか
を示した基本概念です。

図 11-1.  ESX Server での VI Client 通信の認証

vmware-authdプロセスは、vmware-hostdのようなVMwareプロセスが確立されると
すぐに終了します。各仮想マシン認証プロセスは、最後のユーザーが切断された後に
シャット ダウンします。

VI Web Access およびサード パーティ ネットワーク管理クライアントでの ESX Server
トランザクションは、認証中、vmware-hostdプロセスと直接交信します。これらの
管理ツールは、vmware-authdプロセスをバイパスします。

認証がサイトで効率的に機能するようにするには、ユーザー、グループ、許可、ロー
ルの設定、ユーザー属性の構成、独自の認証の追加、SSL を使用するかどうかの判断
など、基本的なタスクを実行する必要がある場合があります。これらの問題およびタ
スクについての詳細は、この節の以下のトピックで説明します。

ESX Server

VI クライアント

vmware-hostd

vmware-authd vmkauthd

管理機能

コンソール

VMkernelサービス コンソール

仮想マシン

ユーザー名/パスワード認証 チケット ベースの認証
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ユーザー、グループ、許可、およびロールについて（P.219）

ESX Server ホストでのユーザーおよびグループの使用（P.225）

ESX Server の暗号化およびセキュリティ認定書（P.233）

NFS ストレージの仮想マシン代行（P.238）

ユーザー、グループ、許可、およびロールについて
ESX Server ホストおよびそのリソースへのアクセス権は、適切な許可を持つ既知の
ユーザーが、そのユーザーに保存されているパスワードと一致するパスワードでホス
トにログオンするときに与えられます。VirtualCenter は、ユーザーへのアクセス権を
与えるかどうかを判断するときにも同様の方法を使用します。VirtualCenter および
ESX Server ホストは、ユーザーに与えられた許可に基づいて、そのユーザーのアクセ
ス レベルを判別します。たとえば、あるユーザーに、ホストで仮想マシンを作成で
きる許可を与え、別のユーザーには、仮想マシンをパワーオンすることはできでも作
成することはできない許可を与えることができます。

ユーザー名、パスワード、および許可の組み合わせは、VirtualCenter および ESX 
Server ホストがユーザーのアクセスを認証し、ユーザーのアクティビティを許可する
ときのメカニズムです。このメカニズムをサポートするため、VirtualCenter および
ESX Server ホストは、許可されているユーザー、そのパスワード、各ユーザーに割り
当てられている許可のリストを保守します。VirtualCenter および ESX Server ホスト
は、以下の場合、アクセスを拒否します。

ユーザー リストにないユーザーがログオンしようとした場合

ユーザーが間違ったパスワードを入力した場合 

ユーザーがリストにあっても許可が割り当てられていない場合

ログオンしたユーザーが、実行する許可がない操作を実行しようとした場合

ESX Server ホストおよび VirtualCenter の管理の一部として、ユーザーおよび許可モデ
ルを開発する必要があります。これは、特定のタイプのユーザーを処理する方法、お
よび許可を設計する方法に関する基本計画です。ユーザーおよび許可モデルを開発す
るする場合、以下のことに注意してください。

ESX Server および VirtualCenter は、権限またはロールのセットを使用して、個々
のユーザーやグループが実行できる操作を制御します。ESX Server および
VirtualCenter では、事前に確立されたロールのセットが提供されていますが、新
規ロールを作成することもできます。

ユーザーをグループに割り当てて、ユーザーをさらに簡単に管理できます。
グループを作成する場合、ロールをグループに適用できます。このロールは、
グループのすべてのユーザーにより継承されます。
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ユーザーについて
ユーザーは、ESX Server ホストまたは VirtualCenter のいずれかにログオンすることが
許可された個人です。ESX Server ユーザーは、以下の 2つのカテゴリに分類されま
す。VirtualCenter を介して ESX Server にアクセスできる個人。および VI Client、VI 
Web Access、サードパティ クライアント、コマンド シェルからホストに直接ログオン
することで ESX Server ホストにアクセスできる個人。これら 2つのカテゴリでは、
ユーザーのソースが異なります。

VirtualCenter ユーザー　VirtualCenter の許可があるユーザーは、VirtualCenter で
参照されるWindows ドメインに含まれるユーザー、または VirtualCenter ホスト
のローカルWindows ユーザーです。

VirtualCenter を使用して、ユーザーを手動で作成、削除、変更することはできま
せん。ユーザー リストを操作またはユーザー パスワードを変更するには、
Windows ドメインを管理するときに使用するツールが必要です。

Windows ドメインの変更は、VirtualCenter に反映されます。ただし、
VirtualCenter のユーザーを直接管理することはできないので、ユーザー イン
ターフェイスではユーザー リストを参照できません。ユーザーおよびグループ 
リストを扱うことができるのは、ロール割り当て中にユーザーおよびグループを
選択するときだけです。これらの変更を通知するのは、許可を構成するために
ユーザーを選択する場合だけです。

直接アクセス ユーザー　ESX Server ホストで直接作業することが許可されるユー
ザーは、ESX Server がインストールされたときのデフォルトで追加されたか、ま
たはインストール後にシステム管理者により内部ユーザー リストに追加された
ユーザーです。

システム管理者としてホストにログオンすると、パスワード、グループ メン
バーシップ、許可の変更など、これらのユーザーに対する様々な管理アクティビ
ティを実行できます。また、ユーザーを追加および削除することもできます。

VirtualCenter により保守されるユーザー リストは、ESX Server ホストにより保守され
るユーザー リストとは異なります。ホストおよび VirtualCenter により保守されるリ
ストには、共通のユーザー（たとえば、devuser というユーザーなど）がいるように
見えても、これらのユーザーは、偶然名前が同じ別のユーザーとして扱う必要があり
ます。許可、パスワードなどの VirtualCenter での devuser の属性は、ESX Server ホス
トでの devuser の属性と異なります。VirtualCenter に devuser としてログオンし、
データストアからファイルを表示したり削除したりできても、ESX Server ホストに
devuser としてログオンした場合は、これらの許可がないことがあります。

名前が同じことにより混乱が生じることがあるので、VirtualCenter ユーザーと同じ名
前のホスト ユーザーを作成しないように、ESX Server ホスト　ユーザーを作成する前
に、VirtualCenter ユーザー リストを確認することをお勧めします。VirtualCenter
ユーザーを確認するには、Windows ドメイン リストを参照します。
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グループについて
グループを作成すると、ユーザー属性をさらに効率的に管理できます。グループは、
ルールや許可の共通のセットにより管理するユーザーのセットです。許可をグループ
に割り当てると、グループ内のすべてのユーザーによりそれらの許可が継承され、
ユーザー プロファイルを個別に扱う必要がなくなります。したがって、グループを
使用すると、許可モデルの設定に掛かる時間が大幅に短縮され、将来の拡張性が改善
されます。

システム管理者は、セキュリティや使用率の目的を実現するためのグループ構造を決
める必要があります。たとえば、3人のパートタイム セールス チーム メンバーが異
なる日に働き、1台の仮想マシンを共有しますが、セールス マネージャの仮想マシン
は使用しないようにします。この場合、SalesShare というグループを作成して、
Mary、John、Tomの 3人のセールス スタッフを追加します。次に、1つのオブジェ
クト Virtual Machine A とのみ通信できる SalesShare グループ許可を割り当てます。
Mary、John、Tomは、これらの許可を継承して、Virtual Machine A のパワーオン、
Virtual Machine A でのコンソール セッションの開始などを実行できます。ただし、
セールス マネージャの仮想マシン Virtual Machines B、C、Dではこれらのアクション
を実行できません。

VirtualCenter および ESX Server ホストのグループ リストは、個々のユーザー リスト
と同じソースです。VirtualCenter では、グループ リストはWindows ドメインから呼
び出されます。ESX Server ホストに直接ログオンする場合、グループ リストは、ホス
トで保守されるテーブルから呼び出されます。グループ リストの扱い方に関する推
奨は、ユーザー リストの場合と同じです。

権限について
ESX Server および VirtualCenter では、許可は、ユーザーおよび仮想マシンや ESX 
Server ホストなどのオブジェクトに割り当てられているそのユーザーのロールで構成
されるアクセス ロールとして定義されます。許可は、特定のアクティビティを実行
して、ESX Server ホストで特定のオブジェクト、または VirtualCenter ユーザーの場合
は VirtualCenter が管理するすべてのオブジェクトを管理できる権利をユーザーに与
えます。たとえば、ESX Server ホストのメモリを構成する場合、ホスト構成権限を付
与する許可が必要です。

ほとんどの VirtualCenter および ESX Server ユーザーは、ホストに関連するオブジェ
クトを操作する権限が制限されています。ただし、ESX Server は、データストア、ホ
スト、仮想マシン、リソース プールなどすべての仮想オブジェクトのフル アクセス
権および許可を、2 人のユーザー、root および vpxuser（ホストが VirtualCenter 管理
下にある場合）に提供します。root および vpxuser には、以下の許可があります。

root　許可の操作、グループやユーザーの作成、イベントの使用など、ログオン
する特定の ESX Server ホストですべてのコントロール アクティビティを実行で
きます。1台の ESX Server ホストにログオンした root ユーザーは、より広い範
囲の ESX Server 配布で他のホストのアクティビティをコントロールすることはで
きません。
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セキュリティ上の理由から、Administrator ロールの root ユーザーを使用したく
ない場合があるかもしれません。この場合、『基本システム管理』の「ユーザー、
グループ、許可、ロールの管理」の章に記載されているように、インストール後
に許可を変更して root ユーザーが管理権限を持たないように設定したり、
VI Client を使用して root ユーザーのアクセス許可を完全に削除することができ
ます。これらの操作を行う場合、Administrator ロールに割り当てられたユー
ザーが他にもいる root レベルで最初に別の許可を作成する必要があります。

Administrator ロールを他のユーザーに割り当てると、トレーサビリティを使用
したセキュリティの維持に役立ちます。VI Client は Administrator ロール ユー
ザーによって開始されたすべてのアクションをイベントとしてログし、監査証跡
を提供します。この機能を使用して、ホストの様々なシステム管理者ユーザーの
アカウンタビリティを向上させることができます。すべてのシステム管理者が
root ユーザーとしてホストにログオンしている場合、アクションを実行したシ
ステム管理者を特定することはできません。代わりに、複数の許可を（それぞれ
異なるユーザーまたはユーザー グループに割り当てられている）root レベルで
作成すると、各システム管理者または管理グループのアクションをトラックでき
ます。

代替システム管理者ユーザーを作成した後であれば、安全に root ユーザーの許
可を削除したり、そのロールを変更して、root ユーザーの特権を制限すること
ができます。root ユーザーの許可を削除または変更する場合、VirtualCenter の管
理にホストを連れてくるときにホスト認証ポイントとして作成した新規ユーザー
を使用する必要があります。ロールの詳細については、「ロールについて
（P.223）」を参照してください。

vpxuser　ESX Server ホストでのシステム管理者権限を持つエンティティとして
機能する VirtualCenter で、そのホストのアクティビティを管理できます。 
vpxuser は、ESX Server ホストが VirtualCenter に接続されるときに作成されます。
ホストが VirtualCenter により管理されていない限り、ESX Server ホストには存在
しません。

ESX Server ホストが VirtualCenter で管理される場合、VirtualCenter にはホストの
権限があります。たとえば、VirtualCenter は、ホスト間で仮想マシンを移動し
て、仮想マシンのサポートに必要な構成変更を実行できます。

VirtualCenter システム管理者は、vpxuser により、root ユーザーとほとんど同じ
タスクをホストで実行できます。また、タスクのスケジュール設定やテンプレー
トの使用なども実行できます。ただし、VirtualCenter システム管理者として実行
できないアクティビティもいくつかあります。これらのアクティビティには、
ESX Server ホストのユーザーやグループの直接的な作成、削除、編集などがあ

注意 コマンド ライン インターフェイスを介して実行する構成コマンド（esxcfgコ
マンド）は、アクセス チェックを実行しません。
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り、これらは、各 ESX Server ホストで直接管理許可を持つユーザーのみが実行で
きます。

ESX Server ホストで Administrator ロールを持つユーザーの場合、ESX Server がインス
トールされたときにデフォルトで、またはインストール後に手動でホストに追加され
たために ESX Server ユーザー リストおよびグループ リストに追加されている個々の
ユーザーまたはグループに、ESX Server ホストの許可を与えることができます。
VirtualCenter でシステム管理者ロールを持つユーザーの場合、VirtualCenter によって
参照されるWindows ドメイン リストに含まれる任意のユーザーまたはグループに権
限を与えることができます。

ESX Server ホストで直接許可を構成するときに使用する方法は、VirtualCenter で許可
を構成するときに使用する方法と同じです。また、権限のリストは、ESX Server と
VirtualCenter で同じです。許可の構成、および割り当てることができる権限について
は、『仮想インフラストラクチャの概要』を参照してください。

ロールについて 
VirtualCenter および ESX Server では、オブジェクトへのアクセス権は、そのオブジェ
クトの許可が割り当てられているユーザーのみに与えられます。オブジェクトのユー
ザーまたはグループ許可を割り当てる場合、ユーザーまたはグループとロールのペア
を作ります。ロールは、事前に定義された権限のセットです。

ESX Server ホストは、3つのデフォルト ロールを提供します。これらのロールに関連
付けられている権限は変更できません。後続の各デフォルト ロールには、以前の
ロールの権限が含まれます。たとえば、Administrator ロールは読み取り専用ロール
の権限を引き継ぎます。ユーザーが作成したロールには、デフォルト ロールから引
き継がれる権限はありません。デフォルト ロールは以下の通りです。

No Access　オブジェクトに対してこのロールが割り当てられているユーザーは、
オブジェクトを表示または変更できません。 たとえば、特定の仮想マシンのNo 
Access ロールが割り当てられているユーザーは、ESX Server ホストにログオンし
たときに、VI Client インベントリの仮想マシンを参照できません。特定のオブ

要注意 vpxuser およびその権限は変更しないでください。変更すると、
VirtualCenter を介した ESX Server ホストで問題が発生することがあります。

注意 VirtualCenter は、選択されたWindows ドメイン ユーザーまたはグループを権限割り
当てプロセスを介して登録します。デフォルトでは、VirtualCenter Server のローカル
Windows システム管理者グループのメンバーであるすべてのユーザーに、
Administrator ロールが割り当てられている任意のユーザーと同じアクセス権が与え
られます。システム管理者グループのメンバーであるユーザーは、個人としてログオン
して、フル アクセス権を使用できます。
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ジェクトのNo Access ロールが割り当てられているユーザーは、No Access オブ
ジェクトに関連付けられている [VI Client] タブを選択できますが、タブにはその
内容は表示されません。たとえば、仮想マシンへのアクセス権がないユーザー
は、[仮想マシン ] タブを選択できますが、タブに仮想マシン リストやステータ
ス情報は表示されません。テーブルには何も表示されません。

No Access ロールは、ESX Server ホストで作成する任意のユーザーまたはグルー
プに割り当てられているデフォルトです。新規作成したユーザーまたはグループ
のロールは、オブジェクト ベースで上昇または低下できます。

Read Only　オブジェクトに対してこのロールが割り当てられているユーザー
は、オブジェクトの状態および詳細を表示できます。 

このロールが割り当てられているユーザーは、仮想マシン、ホスト、およびリ
ソース プール属性を表示できます。ただし、ホストのリモート コンソールは
表示できません。メニューおよびツールバーのすべてのアクションは無効になり
ます。

Administrator　オブジェクトに対してこのロールが割り当てられているユー
ザーは、オブジェクトのすべてのアクションを表示および実行できます。この
ロールには、Read Only ロールのすべての許可も含まれます。

カスタム ロールを作成するには、VI Client のロール編集機能を使用して、ユーザー 
ニーズに合った権限セットを作成します。VirtualCenter に接続されている VI Client を
使用して、ESX Server ホストを管理する場合、VirtualCenter で選択する追加ロールが
あります。また、ESX Server ホストで直接作成したロールは、VirtualCenter 内ではア
クセスできません。これらのロールを使用できるのは、VI Client から直接ホストにロ
グオンした場合だけです。

ESX Server ホストを VirtualCenter を介して管理する場合、ホストと VirtualCenter の
両方でカスタム ロールを保守すると、混乱や誤用が生じることがあるので注意して
ください。このタイプの構成では、VirtualCenter のみでカスタム ロールを保守する
ことをお勧めします。ロールの作成、変更、および削除について、また VirtualCenter
で使用できる追加ロールの説明については、『基本システム管理』を参照してください。

注意 デフォルトでNo Access ロールが割り当てられていないユーザーは、root ユー
ザーおよび vpxuser だけです。これらのユーザーには、Administrator ロールが
割り当てられています。これらのユーザーのロールは変更しないでください。

最初に Administrator ロールを持つ root レベルで代替許可を作成し、このロール
を別のユーザーに割り当てている場合は、root ユーザーの許可を完全に削除した
り、そのロールをNo Access ロールに変更することができます。root ユーザーの
許可を削除または変更する場合、VirtualCenter の管理にホストを連れてくるとき
にホスト認証ポイントとして作成した新規ユーザーを使用する必要があります。
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ESX Server ホストでのユーザーおよびグループの使用
VI Client を介して ESX Server ホストに直接接続している場合、ユーザーおよびグルー
プを作成、編集、および削除できます。これらのユーザーおよびグループは、ESX 
Server ホストにログオンすればいつでも VI Client で表示できますが、VirtualCenter に
ログオンした場合は使用できません。

次の節では、ESX Server に直接接続されている VI Client でユーザーおよびグループを
使用する方法について説明します。また、情報の表示やソート、レポートのエクス
ポートなど、ユーザーおよびグループで実行できる基本タスクについても説明しま
す。さらに、ユーザーおよびグループの作成、削除、編集方法についても説明します。

ユーザーやグループの情報の表示およびエクスポート
VI Client の [ ユーザーおよびグループ ] タブから、ユーザーおよびグループを使用し
ます。このタブは、[ユーザー ] ボタンまたは [ グループ ] ボタンのどちらをクリック
したかにより、ユーザー テーブルまたはグループ テーブルが表示されます。

図 11-2 は、ユーザー テーブルを示します。グループ テーブルも同様です。

図 11-2.  ユーザー テーブル

コラムに応じてリストをソートしたり、コラムの表示 /非表示を切り替えたり、また
レポートを準備するとき、またはWebでユーザーやグループ リストを公開するとき
に使用できる形式でリストをエクスポートしたりできます。

注意 ESX Server ホストに直接接続して、ロールを作成し、権限を設定することもできま
す。これらのタスクは、VirtualCenter でより広範囲に実行されるため、権限やロール
の使用については、『仮想インフラストラクチャの概要』を参照してください。
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ESX Server ユーザーまたはグループを表示およびソートする

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ ユーザー ] または [ グループ ] 
をクリックします。

4 必要に応じて、これらの任意のアクションを実行します。

コラムでテーブルをソートするには、コラム ヘッダーをクリックします。

コラムを表示または非表示にするには、コラム ヘッダーを右クリックして、
非表示にするコラムの名前を選択解除または選択します。

ESX Server ユーザーまたはグループ テーブルのデータをエクスポートするには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ ユーザー ] または [ グループ ] 
をクリックします。

4 テーブルをどのようにソートするか決め、エクスポートするファイルで表示する
情報に応じて、コラムを非表示にしたり表示したりします。

5 ユーザー テーブル上で右クリックして、[エクスポート ] をクリックします。
[名前を付けて保存 ] ダイアログ　ボックスが開きます。

6 パスを選択して、ファイル名を入力します。

7 ファイル タイプを選択します。

ユーザーまたはグループ テーブルは以下の任意の形式でエクスポートできます。

HTML（プレーン HTML、または CSS スタイル シートで使用できるように
フォーマット化されたHTML）

XML

Microsoft Excel

CSV (Comma Separated Values)

8 [OK] をクリックします。
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ユーザー テーブルの使用
ユーザーを ESX Server ホストのユーザー テーブルに追加、ユーザーを削除、パス
ワードやグループ メンバーシップなどの様々なユーザー属性を変更できます。これ
らのアクティビティを実行すると、ESX Server ホストで保守される内部ユーザー リス
トが変更されます。

ユーザーを ESX Server ユーザー テーブルに追加するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ユーザー ] をクリックします。

4 ユーザー テーブル上で右クリックして、[ 追加 ] をクリックします。[新しいユー
ザーの追加 ] ダイアログ ボックスが開きます。

5 ログイン、ユーザー名、数値のユーザー ID（UID）、パスワードを入力します。

ユーザー名とUID の指定はオプションです。UID を指定しない場合、VI Client に
より、次に使用できるUID が割り当てられます。
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パスワードは、「パスワード制限（P.250）」で説明されている長さと複雑さに関
する必要条件を満たしている必要があります。ただし、ユーザーが認証用の
pam_passwdqc.soプラグインに切り替えている場合のみ、ESX Server ホストによ
りパスワードの適合性が確認されます。デフォルトの認証プラグイン
（pam_cracklib.so）では、パスワード設定はありません。

6 ユーザーがコマンド シェルを介して ESX Server ホストにアクセスできるように
するには、[このユーザーにシェル アクセスを与える ] を選択します。

通常、ESX Server ユーザーが VI Client を介してではなく、シェルを介してホスト
にアクセスする正当な理由がない限り、ユーザーにシェル アクセスを付与しな
いでください。VI Client のみからホストにアクセスするユーザーには、シェル ア
クセスは必要ありません。

7 ユーザーを追加する既存の各グループに対して、グループ名を入力して、[追加 ] 
をクリックします。

存在しないグループ名を入力すると、VI Client により警告され、グループは [ グ
ループ メンバーシップ ] リストに追加されません。

8 [OK] をクリックします。

入力したログインおよびユーザー名が、ユーザー テーブルに表示されます。VI Client
は、次に使用できるユーザー ID をユーザーに割り当てます。

ユーザーの設定を変更するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ユーザー ] をクリックします。
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4 ユーザー テーブル上で右クリックして、[ 編集 ] をクリックします。[ユーザーの
編集 ] ダイアログ ボックスが開きます。

5 ユーザー ID を変更するには、[UID] フィールドに数値のUID を入力します。

ユーザーを作成すると、VI Client は UID を割り当てます。通常、この割り当てを
変更する必要はありません。

6 新規ユーザー名を入力します。

7 ユーザーのパスワードを変更するには、[ パスワードの変更 ] を選択して、新規
パスワードを入力します。

パスワードは、「パスワード制限（P.250）」で説明されている長さと複雑さに関
する必要条件を満たしている必要があります。ただし、ユーザーが認証用の
pam_passwdqc.soプラグインに切り替えている場合のみ、ESX Server ホストによ
りパスワードの適合性が確認されます。デフォルトの認証プラグイン
（pam_cracklib.so）では、パスワード設定はありません。

8 コマンド シェルを介して ESX Server ホストにアクセスするユーザー機能を変更
するには、[このユーザーにシェル アクセスを与える ] を選択または選択解除し
ます。
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9 ユーザーを別のグループに追加するには、グループ名を入力して、[ 追加 ] を
クリックします。

存在しないグループ名を入力すると、VI Client により警告され、グループは 
[ グループ メンバーシップ ] リストに追加されません。

10 ユーザーをグループから削除するには、リストからグループ名を選択して、
[削除 ] をクリックします。

11 [OK] をクリックします。

ユーザーを ESX Server ユーザー テーブルから削除するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ユーザー ] をクリックします。

4 削除するユーザーを右クリックして、[削除 ] をクリックします。

グループ テーブルの使用
グループを ESX Server ホストのグループ テーブルに追加したり、グループを削除し
たり、グループ メンバーを追加または削除したりできます。これらのアクティビ
ティを実行すると、ESX Server ホストで保守される内部グループ リストが変更され
ます。

グループを ESX Server グループ テーブルに追加するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ グループ ] をクリックします。

要注意 root ユーザーは削除しないでください。



VMware, Inc. 231

第 11 章 認証およびユーザー管理

 

4 グループ テーブル上で右クリックして、[ 追加 ] をクリックします。[新規グルー
プの作成 ] ダイアログ ボックスが開きます。

5 グループ名と数値のグループ ID（GID）を入力します。

GID の指定はオプションです。GID を指定しない場合、VI Client により、次に使
用できるグループ ID が割り当てられます。

6 グループ メンバーとして追加する各ユーザーに対して、ユーザー名を入力して、
[追加 ] をクリックします。

存在しないユーザー名を入力すると、VI Client により警告され、ユーザーは [ こ
のグループのユーザー ] リストに追加されません。

7 [OK] をクリックします。

入力したグループ ID およびグループ名が、グループテーブルに表示されます。

ユーザーをグループに追加したりグループから削除するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ グループ ] をクリックします。
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4 グループ テーブル上で右クリックして、[プロパティ ] をクリックします。[ グ
ループの編集 ] ダイアログ ボックスが開きます。

5 ユーザーをグループに追加するには、ユーザー名を入力して、[追加 ] をクリッ
クします。

存在しないグループ名を入力すると、VI Client により警告され、ユーザーは [ こ
のグループのユーザー ] リストに追加されません。

6 ユーザーをグループから削除するには、リストからユーザー名を選択して、[ 削
除 ] をクリックします。

7 [OK] をクリックします。

グループを ESX Server グループ テーブルから削除するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

3 [ ユーザーおよびグループ ] タブをクリックして、[ グループ ] をクリックします。

4 削除するグループを右クリックして、[削除 ] をクリックします。

要注意 root グループは削除しないでください。
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ESX Server の暗号化およびセキュリティ認定書  
VirtualCenter または VI Web Access からのネットワーク接続を介して ESX Server ホス
トに送信されるユーザー名やパスワードを含むすべてのネットワーク トラフィック
は、ポート 902 または 443 をそれぞれ通過します。また、以下の条件が満たされて
いる限り、デフォルトにより ESX Server で暗号化されます。

SSL が有効になっている。

暗号化されていないトラフィックをポートが通過できるようにWebプロキシを
変更していない。

サービス コンソール ファイアウォールが、中または高レベルのセキュリティで
構成されている。サービス コンソール ファイアウォールの構成については、
「サービス コンソール ファイアウォールの構成（P.246）」を参照してください。

暗号化に使用されるセキュリティ認定書は、ESX Server により作成され、ホストに保
存されます。VirtualCenter および VI Web Access セッションのセキュリティに使用さ
れる認定書は、信頼される認定機関で署名されないので、本番環境で必要となる可能
性がある認証セキュリティを提供しません。たとえば、自署の認定書は介入者攻撃に
対して脆弱です。暗号化したリモート接続を外部で使用する場合、信頼できる認定機
関から認定書を購入するか、SSL 接続に独自のセキュリティ認定書を使用することを
考慮してください。

認定書のデフォルトの場所は、ESX Server ホストの /etc/vmware/ssl/です。認定
書は、2つのファイル、認定書自体（rui.crt）およびプライベート キー ファイル
（rui.key）で構成されます。

認定書の追加と ESX Server Web Proxy 設定の変更
ESX Server の認定書を追加して、暗号化およびユーザー セキュリティを考慮する場
合、以下のことに注意してください。

ESX Server は、暗号化キーとして知られるパス フレーズを扱いません。パス フ
レーズを設定すると、ESX Server プロセスが正しく起動できなくなるので、パス 
フレーズを使用して、認定書を設定しないでください。

要注意 低レベル セキュリティに構成することで、ファイアウォールを無効
にすると、ユーザーは、インセキュア ポートであるポート 8080 を介
して ESX Server ホストにアクセスできます。認証されたユーザー名
およびパスワードを使用して、ポート 8080 から ESX Server ホストに
接続する場合、ホストのサービスにアクセスできます。
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デフォルトとは別の場所で認定書を検索するように、Webプロキシを構成でき
ます。この機能は、認定書を複数のホストで共有できるように、認定書を 1台
のマシンにまとめている企業で役に立ちます。

ユーザー名、パスワード、SSL の暗号化をサポートするため、VI Web Access およ
びWeb SDK 接続では、デフォルトにより、SSL が有効にされています。これら
の接続が転送を暗号化しないように構成する場合、「Webプロキシ サービスのセ
キュリティ設定を変更するには（P.235）」に記載されているように、接続を
HTTP から HTTPS に切り替えて、VI Web Access 接続またはWeb SDK 接続の SSL
を無効にします。SSL を無効にするのは、完全に信頼できる環境（ファイア
ウォールが適切に設定され、ホストとの転送が完全に分離されている）をクライ
アントに作成した場合のみです。SSL を無効にすると、暗号化の実行に必要な
オーバーヘッドが回避されるので、VI Web Access のパフォーマンスが向上し
ます。

VI Web Accessのホストの内部WebサーバなどのESX Serverサービスが悪用されな
いようにするため、ほとんどの内部 ESX Server サービスは、HTTPS 転送に使用さ
れるポートである、ポート 443 を介してのみアクセスできます。ポート 443 は、
ESX Server の予約プロキシとして機能します。ESX Server のサービスのリストは、
HTTP の「ようこそ」ページから参照できますが、適切な許可がない場合、これ
らのサービスに直接アクセスすることはできません。個々のサービスがHTTP 接
続を介して直接アクセスできるように、この構成を変更することができます。た
だし、完全に信頼できる環境で ESX Server を使用していない限り、このような変
更は行わないでください。

VirtualCenter および VI Web Access をアップグレードしても、認定書はそのまま残
ります。VirtualCenter および VI Web Access を削除しても、認定書ディレクトリ
は、サービス コンソールから削除されません。

デフォルト以外の場所で認定書を検索するようにWebプロキシを構成するには

1 サービス コンソールに root ユーザーとしてログオンします。

2 ディレクトリを /etc/vmware/hostd/に変更します。

3 nano または別のテキスト エディタを使用して、config.xmlファイルを開き、
以下の XMLセグメントを見つけます。

    <ssl>
<!-- The server private key file -->
<privateKey>/etc/vmware/ssl/rui.key</privateKey>

要注意 認定書を ESX Server ホストとは別の場所に保存すると、その認定書を
保存するマシンとホストとのネットワーク接続が切断された場合、
認定書を使用できなくなります。
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<!-- The server side certificate file -->
<certificate>/etc/vmware/ssl/rui.crt</certificate>

</ssl>

4 /etc/vmware/ssl/rui.keyを信頼できる認定機関から受信したプライベート 
キー ファイルへの絶対パスに置き換えます。

このパスを、ESX Server ホスト、または企業の認定書およびキーを保存する中央
マシンにすることができます。

5 /etc/vmware/ssl/rui.crtを信頼できる認定機関から受信した認定書ファイル
への絶対パスに置き換えます。

6 変更を保存して、ファイルを閉じます。

7 以下のコマンドを入力して、vmware-hostdプロセスを再開します。

service mgmt-vmware restart

Web プロキシ サービスのセキュリティ設定を変更するには

1 サービス コンソールに root ユーザーとしてログオンします。

2 ディレクトリを /etc/vmware/hostd/に変更します。

3 nano または別のテキスト エディタを使用して、config.xmlファイルを開き、
以下の XMLセグメントを見つけます。

    <proxysvc>
<path>/usr/lib/vmware/hostd/libproxysvc.so</path>
<http>

<port>80</port>
<proxyDatabase>

<server id="0">
<namespace> / </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 9080 </port>

</server>
<redirect id="0"> /ui </redirect>
<redirect id="1"> /mob </redirect>
<redirect id="2"> /sdk </redirect>

</proxyDatabase>
</http>
<https>

<port>443</port>

注意 <privateKey> および </privateKey> XML タグはそのままにします。

要注意 オリジナル rui.keyおよび rui.crtファイルは削除しないでくださ
い。これらのファイルは、ESX Server ホストにより使用されます。
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<proxyDatabase>
<server id="0">

<namespace> / </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 9080 </port>

</server>
<server id="1">

<namespace> /sdk </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 8085 </port>

</server>
<server id="2">

<namespace> /ui </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 8080 </port>

</server>
<server id="3">

<namespace>/mob</namespace>
<host>localhost</host>
<port>8087</port>

</server>
</proxyDatabase>

/https>
</proxysvc>

4 HTTP を使用してアクセスするすべてのHTTPS サービスに対して、以下のセグ
メントをHTTP エリアまで移動します。

    <server id="id_number">
<namespace> service_domain </namespace>
<host> localhost </host>
<port> port_number </port>

</server>

説明 : 

id_numberは、サーバ ID XML タグの ID 番号です。ID 番号は、HTTP エリア内
で一意でなければなりません。

service_domainは、移動するサービスの名前です。たとえば、/sdkまたは
/mobです。

port_numberは、サービスに割り当てられたポート番号です。別のポート
番号をサービスに割り当てることができます。

5 HTTP セクションで、移動するサービスの redirect ステートメントを削除します。

6 変更を保存して、ファイルを閉じます。

7 以下のコマンドを入力して、vmware-hostdプロセスを再開します。

service mgmt-vmware restart
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HTTP サービスをHTTPS セクションに移動するには、同じ手順で行いますが、サービ
ス移動後に、redirect ステートメントをHTTP セクションに追加します。新規 redirect
ステートメントを他の redirect ステートメントの後に置き、redirect タグの ID番号と
して一意の番号を使用します。

例 : インセキュア ポートを介して通信するための VI Web Access の設定
VI Web Access は、通常、セキュア ポート（HTTPS、443）を介して、ESX Server ホス
トと通信します。完全に信頼できる環境であれば、インセキュア ポート（たとえば、
HTTPS、80）を使用できることがあります。この場合、手順で説明されている
/etc/vmware/hostd/config.xmlファイルのプロキシ サービス エリアを変更しま
す。結果は、以下の通りです。変更および移動されたエリアは太字で示します。/ui

（VI Web Access サービス）のサーバ セグメントは、HTTP セクションに移動され、
/uiの redirect ステートメントは削除されています。

    <proxysvc>
<path>/usr/lib/vmware/hostd/libproxysvc.so</path>
<http>

<port>80</port>
<proxyDatabase>

<server id="0">
<namespace> / </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 9080 </port>

</server>
<server id="1">

<namespace> /ui </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 8080 </port>

</server>
<redirect id="0"> /mob </redirect>
<redirect id="1"> /sdk </redirect>

</proxyDatabase>
</http>
<https>

<port>443</port>
<proxyDatabase>

<server id="0">
<namespace> / </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 9080 </port>

</server>
<server id="1">

<namespace> /sdk </namespace>
<host> localhost </host>
<port> 8085 </port>

</server>
<server id="2">

<namespace>/mob</namespace>



サーバ構成ガイド

238 VMware, Inc. 

<host>localhost</host>
<port>8087</port>

</server>
</proxyDatabase>

</https>
</proxysvc>

認定書の再作成 
インストール後にホストを初めて開始すると、ESX Server ホストにより認定書が作成
されます。その後、vmware-hostdプロセスが再開されるたびに、vmware-mgmtス
クリプトが既存の認定書ファイル（rui.crtおよび rui.key）を検索し、これらの
ファイルが検出されない場合は新しい認定書ファイルを作成します。

場合によっては、ESX Server ホストに新しい認定書を作成するよう強いる必要があり
ます。通常、以下の場合のみ、新しい認定書を作成する必要があります。

ホスト名を変更した場合

誤って認定書を削除した場合

ESX Server ホストで新しい認定書を作成するには

1 ディレクトリを /etc/vmware/sslに変更します。

2 以下のコマンドを実行して、既存の認定書のバックアップを作成します。

mv rui.crt orig.rui.crt
mv rui.key orig.rui.key

3 以下のコマンドを入力して、vmware-hostdプロセスを再開します。

service mgmt-vmware restart

4 以下の新しい認定書ファイル（orig.rui.crt および orig.rui.key）のタイム スタンプ
を比較するコマンドを実行して、ESX Server ホストが新しい認定書を作成したこ
とを確認します。

ls -la

NFS ストレージの仮想マシン代行 
仮想マシンでほとんどのアクティビティを実行するには、ESX Server が仮想マシン 
ファイルにアクセスできる必要があります。たとえば、仮想マシンの電源のオン /オ
フを切り替えるには、ESX Server が、仮想ディスク ファイルを保存するボリュームで
ファイルを作成、処理、削除できる必要があります。

注意 誤って認定書を削除したために認定書を再作成する場合は、バックアップ手順を
完了する必要はありません。
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NFS データストアで仮想マシンを作成、構成、管理する場合、デリゲート ユーザー
と呼ばれる特別なユーザーを使用してこれらの操作を実行します。デリゲート ユー
ザーの ID は、基礎となるファイル システムに発行されるすべての I/O 要求で ESX 
Server により使用されます。

デフォルトでは、ESX Server ホストのデリゲート ユーザーは rootです。ただし、
rootがデリゲート ユーザーの場合、すべてのNFS データストアで機能するとは限り
ません。NFS システム管理者は、root squashing を有効にして、ボリュームをエクス
ポートできます。root squash機能は、NFS サーバの特別権限なしで root をユー
ザーにマップして、root ユーザーの機能を制限します。この機能は、通常、NFS ボ
リュームのファイルへの許可のないアクセスを防ぐときに使用されます。NFS ボ
リュームが root squashを有効にしてエクスポートされた場合、NFS サーバにより
ESX Server ホストへのアクセスが拒否される可能性があります。お使いのホストから
確実に仮想マシンを作成および管理できるようにするには、NFS システム管理者に
よって root squash機能がオフにされるか、ESX Server ホストの物理ネットワーク 
アダプタが信頼サーバのリストに追加される必要があります。

NFS システム管理者がこれらのアクションを望まない場合、試験的な ESX Server 機能
を使用してデリゲート ユーザーを別の IDに変更できます。この ID は NFS サーバの
ディレクトリの所有者と一致する必要があります。一致しないと、ESX Server ホスト
がファイル レベルの動作を実行できなくなります。デリゲート ユーザーに別の ID を
設定するには、以下の情報を取得します。

ディレクトリの所有者のユーザー名

ディレクトリの所有者のユーザー ID（UID）

ディレクトリの所有者のグループ ID（GID）

次に、この情報を使用して ESX Server ホストのデリゲート ユーザー設定をディレク
トリの所有者と一致するように変更し、NFS データストアを有効にして、ESX Server
ホストを正しく認識させます。デリゲート ユーザーは全体にわたって構成されるた
め、すべてのボリュームへのアクセスに同じ ID が使用されます。

デリゲート ユーザーを ESX Server ホストで設定するには、以下のアクティビティを
完了する必要があります。

ESX Server ホストで直接実行しているVI Client の [ ユーザーおよびグループ ] タブ
で、以下のいずれかを実行します。

vimuserという名前のユーザーを編集して、正しいUIDとGIDを追加します。
vimuserは、デリゲート ユーザーの設定に便利なように提供された ESX 
Server ホストのユーザーです。デフォルトでは、vimuserのUID は 12、
GID は 20 です。
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デリゲート ユーザー名、UID、GID を設定して、ESX Server ホストに全く新規
にユーザーを追加します。

ホストの管理が直接接続または VirtualCenter Server のいずれによるかに関わら
ず、上記手順のいずれかを実行する必要があります。また、デリゲート ユー
ザー（vimuserまたは作成したデリゲート ユーザー）がNFS データストアを使
用するすべての ESX Server ホストで同一であることを確認する必要があります。
ユーザーの追加については、「ユーザー テーブルの使用（P.227）」を参照してく
ださい。

以下の手順で説明するように、仮想マシン代行をホストのセキュリティ プロ
ファイルの一部として構成します。

VirtualCenter、または ESX Server ホストで直接実行している VI Client を使用し
て、セキュリティ プロファイルを構成します。このタスクを VirtualCenter を使
用して実行すると、同じセッションで各ホストを 1台ずつ介して作業できるた
め、より効率的です。この場合、NFS ボリュームにアクセス可能なユーザーは、
Windows ドメインに存在するユーザーです。

仮想マシン代行を変更するには

1 VI Client に ESX Server ホストからログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。

このサーバのハードウェア構成ページが開き、[全般 ] タブが表示されます。

3 [ メンテナンス モードを有効にする ] をクリックします。

4 [ 構成 ] タブをクリックして、[ セキュリティ プロファイル ] をクリックします。

警告 ESX Server ホストのデリゲート ユーザーの変更は試験的なものであり、
現在のところ、ヴイエムウェアはこの実施をサポートしていません。この
機能を使用すると、予期せぬ動作が生じる可能性があります。
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5 [ 仮想マシンのデリゲート ] - [ 編集 ] をクリックして、[仮想マシンのデリゲート ] 
ダイアログ ボックスを開きます。

6 デリゲートユーザーのユーザー名を入力します。

7 [OK] をクリックします。

8 ESX Server ホストを再起動します。

ホストを再起動すると、デリゲートユーザー設定が、VirtualCenter、および ESX 
Server ホストで直接実行している VI Client の両方で表示されます。
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この章では、サービス コンソールを使用するうえで推奨される基本的なセキュリ
ティと、サービス コンソールの組み込み型セキュリティ機能について説明します。
サービス コンソールは、ESX Server の管理インターフェイスであるため、そのセキュ
リティはきわめて重要です。ヴイエムウェアは、無許可の侵入や不正使用からサービ
ス コンソールを保護するために、サービス コンソールのパラメータ、設定、および
アクティビティに制約を設けています。

これらの制約は、ESX Server のセキュリティ レベルの向上を目的としています。ユー
ザーは、各自の構成上の必要性に応じて制約を緩和できますが、その場合は信頼でき
る環境で作業していることを確認し、制約以外の適切なセキュリティ手法によって
ネットワーク全体と ESX Server ホストの接続デバイスを保護してください。

この章は、以下のトピックで構成されています。

セキュリティに関する一般的推奨事項（P.244）

サービス コンソール ファイアウォールの構成（P.246）

パスワード制限（P.250）

暗号強度（P.257）

setuid および setgid アプリケーション（P.258）

SSH セキュリティ（P.261）

セキュリティ パッチとセキュリティ脆弱性スキャン ソフトウェア（P.262）

サービス コンソールの
セキュリティ 12
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セキュリティに関する一般的推奨事項 
サービス コンソール セキュリティの評価、およびサービス コンソールの管理を行う
際には、次の推奨事項を考慮してください。

アンチウイルス ソフトウェアをインストールする 

ESX Server ホストはサービス コンソールとネットワークを接続しなくても実行で
きますが、大部分の実装ではサービス コンソールへのネットワーク アクセスが
可能です。サービス コンソールは、完全なオペレーティング システムであるた
め、サイト上の標準的なオペレーティング システムや仮想マシンと同様に、ウ
イルスから保護する必要があります。組織ですでに Linux アンチウイルス ソフ
トウェアを使用している場合は、同じアンチウイルス ソフトウェアをサービス 
コンソールにインストールできます。Tripwire など、サードパーティ製の侵入お
よびルート キット検知用ソフトウェアをインストールすることもできます。

ユーザー アクセスを制限する 

セキュリティを強化するには、サービス コンソールへのユーザー アクセスを制
限し、アクセスに関するセキュリティ ポリシーを強化します。たとえば、文字
長、パスワードの有効期間、grubパスワードを使用したホストの起動などのパ
スワード制限を設定します。 

サービス コンソールは、ESX Server の特定部分に対して特権的にアクセスできま
す。したがって、ログオン アクセス権は信頼できるユーザーだけに付与されな
ければなりません。デフォルトでは、セキュア シェル（SSH）のルート ログオン
を禁止することで、ルート アクセスが制限されています。このデフォルト設定
を維持することを強くお勧めします。ESX Server システム管理者は、一般ユー
ザーとしてログオンし、ルート権限を必要とする特定のタスクを実行する場合は
sudoを使用します。

さらに、サービス コンソール上で実行する処理をできるかぎり減らします。ウ
イルス チェッカーや仮想マシンのバックアップなど、絶対に必要な処理、サー
ビス、およびエージェントのみを実行するよう努めるのが理想的です。

VI Client を使用して ESX Server ホストを管理する 

コマンド ライン インターフェイスをルートとして使用するのではなく、可能な
場合は必ず VI Client、VI Web Access、またはサードパーティのネットワーク管理
ツールを使用して ESX Server ホストを管理します。VI Client を使用すると、サー

注意 アンチウイルス ソフトウェアは、パフォーマンスに影響を及ぼす場合がありま
す。ESX Server が十分に安全な環境で動作していることを確信できる場合は、こ
うしたセキュリティの必要性とパフォーマンス コストとのバランスを調整する
ことができます。
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ビス コンソールにアクセスするアカウントの制限や、責任の安全な委譲を可能
にしたり、役割を設定して、管理者やユーザーによる不必要な機能の使用を防止
することができます。

サービス コンソール上で実行する ESX Server コンポーネントのアップグレード
には、VMware ソースのみを使用する 

サービス コンソールでは、管理インターフェイスや実行する必要があるタスク
をサポートするために、Tomcat Web サービスなどのさまざまなサードパーティ
製パッケージが使用されます。ヴイエムウェアでは、VMware 以外のソースの
サードパーティ製パッケージのアップグレードをサポートしていません。他の
ソースからダウンロードしたパッケージやパッチを使用すると、サービス コン
ソールのセキュリティや機能が低下する場合があります。サードパーティ ベン
ダのサイトや VMware ナレッジベースで、セキュリティに関する注意を定期的
にチェックしてください。

サービス コンソールへのログオン
ESX Server の大部分の構成アクティビティは VI Client から実行しますが、特定のセ
キュリティ機能を構成する場合には、サービス コンソールのコマンド ライン イン
ターフェイスを使用します。コマンド ライン インターフェイスを使用するには、ホ
ストにログオンする必要があります。ESX Server ホストに直接アクセスできる場合
は、そのマシンの物理コンソールにログオンできます。その場合は、＜ Alt+F2 ＞ を
押してログイン画面を開きます。リモート接続する場合は、SSHまたはその他のリ
モート コンソール接続を使用して、ホスト上のセッションを開始します。

サービス コンソールにローカルでアクセスするか、SSH などのリモート接続を使用
するかに関係なく、ESX Server ホストにログオンするには、ホストによって承認され
たユーザー名とパスワードを使用する必要があります。ESX Server ホストのユーザー
名とパスワードの詳細については、「ESX Server ホストでのユーザーおよびグループ
の使用（P.225）」を参照してください。

ルート権限が必要なアクティビティを実行するためにログオンする場合は、承認済み
ユーザーとしてサービス コンソールにログオンし、suコマンドまたは、できれば
sudoコマンドを使用してルート権限を取得します。sudoコマンドは、特定のアク
ティビティだけにルート権限を付与するので、セキュリティが強化されます。これと
は対照的に、suコマンドは、すべてのアクティビティにルート権限を付与します。
sudoコマンドを使用すると、すべての sudoアクティビティがログされるため、アカ
ウンタビリティも向上します。一方、suコマンドを使用した場合は、ユーザーが su
でルートに切り替えた事実だけがログされます。

サービス コンソールのコマンド ライン インターフェイスを使用すると、ESX 固有の
コマンドだけでなく、多くの Linux および Unix コマンドを実行できます。サービス 
コンソール コマンドの使用方法の詳細については、man<command_name>コマンドを
使用してmanページを参照してください。
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サービス コンソール ファイアウォールの構成  
ESX Server は、サービス コンソールとネットワークの間にファイアウォールを構築し
ます。ヴイエムウェアは、サービス コンソールの完全性を確立するために、デフォ
ルトで開いているファイアウォール ポートの数を低減しました。インストール時の
サービス コンソール ファイアウォールの構成では、ESX Server との基本的な通信に
使用するポート 902、80、443、22 以外の着信および発信トラフィックをすべて遮断
するよう設定されます。この設定により、ESX Server ホストで高いセキュリティ レベ
ルが保たれます。

信頼できる環境では、セキュリティ レベルを下げることも可能です。その場合、
ファイアウォールのセキュリティ レベルを中または低に設定できます。

中レベルのセキュリティ　デフォルト ポート（902、433、80、22）とユーザー
が個別に開いたポートで受信するトラフィックを除き、すべての受信トラフィッ
クは遮断されます。発信トラフィックは遮断されません。

低レベルのセキュリティ　着信および発信トラフィックは遮断されません。この
設定は、ファイアウォールの削除に相当します。

デフォルトでは、開いているポートが厳しく制限されているため、インストール後に
他のポートを開く必要が生じる場合があります。開く必要が生じる一般的なポートの
リストについては、「管理アクセスの TCP および UDP ポート（P.193）」を参照してく
ださい。

ESX Server の効率的な運用に必要なサービスや管理エージェントを追加する場合、
サービス コンソール ファイアウォールで他のポートを開くことに注意してください。
サービスおよび管理エージェントの追加は、VirtualCenter を使用して「サポートされ
ているサービスおよび管理エージェントのファイアウォール ポートを開く（P.198）」
を参照してください。

これらのサービスやエージェント用のポート以外にも、特定のデバイス、サービス、
またはエージェント（ストレージ デバイス、バックアップ エージェント、管理エー
ジェントなど）を構成する際に他のポートを開く必要が生じる場合があります。たと
えば、Veritas NetBackup ｪ 4.5 をバックアップ エージェントとして使用している場合
は、ポート 13720、13724、13782、13783 を開く必要があります。これらは、
NetBackup がクライアントとメディア間のトランザクション、データベースのバッ
クアップ、ユーザー バックアップ、またはリストアなどに使用するポートです。ど
のポートを開くかについては、デバイス、サービス、またはエージェントのベンダの
仕様書を参照してください。

次の項では、サービス コンソールのセキュリティ レベルを変更する方法と、追加デ
バイス、サービス、またはエージェント用のポートを開く方法について説明します。

注意 ファイアウォールは、Internet Control Message Protocol（ICMP）ping と、DHCP およ
びDNS（UDP のみ）クライアントとの通信も許可します。
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サービス コンソール セキュリティ レベルの変更
サービス コンソールのセキュリティ レベルの変更は、サービス コンソールのファイ
アウォール セキュリティ レベルを決定し、サービス コンソールのファイアウォール
の設定をリセットします。不要な手順を踏まないよう、変更前に必ずファイアウォー
ルの設定を確認してください。

サービス コンソール ファイアウォールのセキュリティ レベルを判定するには 

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次の 2つのコマンドを実行し、着信および発信トラフィックが遮断されている
か許可されているかを判断します。

esxcfg-firewall -q incoming
esxcfg-firewall -q outgoing

3 判定は次のようになります。

サービス コンソール ファイアウォールのセキュリティ レベルを設定するには 

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次の中から該当するコマンドを実行します。

サービス コンソール ファイアウォールのセキュリティ レベルを中に設定す
る場合

esxcfg-firewall --allowOutgoing --blockIncoming

仮想ファイアウォールのセキュリティ レベルを低に設定する場合

esxcfg-firewall --allowIncoming --allowOutgoing

注意 セキュリティの設定を低くしたり、開くポートを増やすたびに、ネットワークに侵入
されるリスクは高くなります。アクセスの必要性と、ネットワーク セキュリティ管
理の厳重性との間で適切なバランスを取る必要があります。

コマンド ライン応答 セキュリティ レベル

Incoming ports blocked by default. 
Outgoing ports blocked by default. 

高

Incoming ports blocked by default.
Outgoing ports not blocked by default.

中

Incoming ports not blocked by default.
Outgoing ports not blocked by default.

低
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サービス コンソール ファイアウォールのセキュリティ レベルを高に戻す
場合

esxcfg-firewall --blockIncoming --blockOutgoing

3 次のコマンドを実行し、vmware-hostdプロセスを再開します。

service mgmt-vmware restart

サービス コンソール ファイアウォールのセキュリティ レベルを変更しても、既存の
接続に影響はありません。たとえば、ファイアウォールのセキュリティ レベルが低
に設定され、明示的に開いていないポートでバックアップが実行されている場合、
ファイアウォールの設定を高にしても、バックアップは終了しません。ファイア
ウォールは、すでに確立されている接続にパケットを送信するように設定されている
ので、バックアップが完了し、接続が開放されると、ポートがそれ以上の接続を許可
することはありません。

サービス コンソール ファイアウォール ポートの開閉 
サードパーティ製のデバイス、サービス、およびエージェントをインストールする場
合は、サービス コンソール ファイアウォール ポートを開くことができます。インス
トールするアイテムに対応するポートを開く前に、ベンダーの仕様書を参照し、必要
なポートを確認してください。

ポートに関連付けられたサービスの有効なセッションは、ポートを閉じても自動的に
切断されません。たとえば、バックアップの実行中にバックアップ エージェント用
のポートを閉じた場合、バックアップは続行され、処理が完了するとエージェントが
接続を解放します。

以下の手順は、VI CLient で個別に構成されないサービスまたはエージェントのポー
トを開閉する場合にのみ実行してください。VirtualCenter で追加ポートを構成する方
法については、「サポートされているサービスおよび管理エージェントのファイア
ウォール ポートを開く（P.198）」を参照してください。

要注意 上記のコマンドを使用すると、すべてのファイアウォール保護が
無効になります。

警告 VMware は、、VI クライアント経由または esxcfg-firewallコマンドのみ
を、次に説明しているように、ファイアウォール ポートを開閉する方法
としてサポートしています。他の方法やスクリプトを使ってファイア
ウォール ポートを開閉しようとすると、予期しない動作の原因となります。
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サービス コンソール ファイアウォールの特定ポートを開くには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次のコマンドを実行します。
esxcfg-firewall --openPort <port_number>,tcp|udp,in|out,<port_name>

説明 :

port_numberは、ベンダ固有のポート番号です。

tcp|udpは、プロトコルです。TCP トラフィックには tcpを、UDP トラ
フィックには udpを選択します。

in|outは、トラフィックの方向です。着信トラフィックのポートを開くに
は inを、発信トラフィックのポートを開くには outを選択します。

port_nameは、ポートを説明する名前です。この名前は一意である必要はあ
りませんが、そのポートを使用するサービスまたはエージェントが特定でき
るような名前にしてください。

例： 

esxcfg-firewall --openPort 6380,tcp,in,Navisphere

3 次のコマンドを実行し、vmware-hostdプロセスを再開します。
service mgmt-vmware restart

サービス コンソール ファイアウォールの特定ポートを閉じるには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次のコマンドを実行します。
esxcfg-firewall -closePort <port_number>,tcp|udp,in|out,<port_name>

引数 port_nameは、-closePortのオプションです。

例： 

esxcfg-firewall --closePort 6380,tcp,in

3 次のコマンドを実行し、vmware-hostdプロセスを再開します。

service mgmt-vmware restart

-closepPortオプションは、-openPortオプションを使用して開いたポートを閉じ
る場合にのみ使用できます。別の方法を使用してポートを開いた場合は、それと同等
の方法でポートを閉じる必要があります。たとえば、SSHポート（22）は、VI Client
で SSH サーバの着信接続と SSHクライアントの発信接続を無効にすることによって
のみ閉じることができます。VI Client を使用したポートの開閉については、「サポー
トされているサービスおよび管理エージェントのファイアウォール ポートを開く
（P.198）」を参照してください。
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パスワード制限 
攻撃者が ESX Server ホストに容易にログオンできるかどうかは、正当なユーザー名と
パスワードの組み合わせを特定できるかどうかで決まります。悪意あるユーザーは、
さまざまな方法でパスワードを取得します。たとえば、攻撃者は Telnet や FTP など
のセキュアでないネットワーク トラフィックを盗聴し、ログオンを試みます。

あるいは、パスワード ジェネレータを実行してパスワードを解読する方法もよく使
われます。パスワード ジェネレータは、特定のパスワード長と一致する文字の組み
合わせを試すプルート フォース攻撃や、実際の単語やその単純な変形を試す辞書攻
撃など、多様なパスワード攻撃に利用されています。

パスワードの長さ、文字セット、および有効期間を規定する制限を設けると、パス
ワード ジェネレータによる攻撃をはるかに難しくすることができます。パスワード
が長く複雑であるほど、攻撃者はパスワードを特定しにくくなります。ユーザーがパ
スワードを変更する頻度が高いほど、有効なパスワードを繰り返し特定するのが困難
になります。

パスワード データベースの不正使用を防止するには、ESX Server のパスワード シャ
ドウを有効にし、パスワード ハッシュをアクセスから隠蔽します。ESX Server では、
さらに強力なパスワード セキュリティを備えたMD5パスワード ハッシュを使用して
おり、最小長の要件を 9文字以上に設定することができます。

ESX Server は、次に示す 2つのレベルでパスワードを管理しており、ユーザーに対す
るパスワード ポリシーの徹底と、パスワード解読のリスク低減に役立っています。

パスワードの有効期間　ユーザーがパスワードの変更を要求されるまでに、その
ユーザー パスワードを使用できる期間を規定します。これによってパスワード
は適当な時期に変更されるため、攻撃者が盗聴やソーシャル エンジニアリング
でパスワードを入手しても、無期限で ESX Server にアクセスすることはできなく
なります。

パスワードの複雑性　ユーザーが、パスワード ジェネレータによって特定され
にくいパスワードを選択するようにします。

パスワードの有効期間
パスワードが長期間有効にならないようにするため、ESX Server はユーザー ログオン
のパスワード有効期間について、次のような制限をデフォルトで設けています。

注意 パスワードに制限を設ける場合は、人的要因を常に考慮してください。パスワードが
覚えにくい場合や頻繁に変更する場合、パスワードを紙に書くケースがあるので、
パスワードの制限によるメリットがなくなってしまいます。
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最大日数　ユーザーがパスワードを変更するまでに、そのパスワードを保持でき
る最大日数。ESX Server のデフォルト設定は 90 日です。デフォルトでは、root

アカウントとその他のサービス アカウントは 90 日の有効期限切れを免除され
ます。

最小日数　1つのパスワードから次のパスワードまでの最小日数。デフォルト設
定は0です。つまり、ユーザーはいつでもパスワードを変更することができます。

警告期間　パスワードの有効期限が切れるまでの日数。ESX Server は、これに
従ってパスワード変更の督促メモを発行します。デフォルト設定は 7日です。
警告が表示されるのは、サービス コンソールに直接ログオンする場合や SSHを
使う場合のみです。

esxcfg-authコマンド オプションを実行して、これらの設定を厳格化したり緩和す
ることができます。パスワード有効期間のデフォルト設定を個々のユーザーに合わせ
て変更する必要がある場合は、chageコマンドを使用します。

ESX Server のデフォルト パスワード有効期間制限を変更するには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次の中から該当するコマンドを 1つ以上実行します。

ユーザーがパスワードを保持できる最大日数を変更する場合

esxcfg-auth --passmaxdays=<number_of_days>

<number_of_days>は、パスワードの有効期限が切れるまでの最大日数です。

1つのパスワードから次のパスワードまでの最小日数を変更する場合

esxcfg-auth --passmindays=<number_of_days>

<number_of_days>は、次のパスワードに変更されるまでの最小日数です。

パスワードが変更されるまでの警告期間を変更する場合

esxcfg-auth --passwarnage=<number_of_days>

<number_of_days>は、ユーザーが事前警告を受け取る日から、パスワード
の変更期日までの日数です。

デフォルトのパスワード有効期間制限を個々のユーザーまたはグループに合わせて
変更するには 

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次の中から該当するコマンドを 1つ以上実行します。



サーバ構成ガイド

252 VMware, Inc. 

新しい最大日数の値を指定する場合

chage -M <number_of_days> <username>

新しい最小日数の値を指定する場合

chage -m <number_of_days> <username>

新しい警告期間の値を指定する場合

chage -W <number_of_days> <username>

man chageコマンドを使用すると、その他の chageオプションを確認できます。

パスワードの複雑性
デフォルトでは、ESX Server は pam_cracklib.soプラグインを使用して、パスワー
ドの作成時にユーザーが従うべき規則を設定し、作成中のパスワードの強度をチェッ
クします。

pam_cracklib.soプラグインを使用すると、すべてのパスワードが順守すべき基本
標準を設定できます。デフォルトでは、ESX Server はルート パスワードに制限を設け
ていません。ただし、ルート以外のユーザーがパスワードを変更する場合は、パス
ワードは pam_cracklib.soで設定された基本標準を満たす必要があります。さら
に、ルート以外のユーザーは、pam_cracklib.soがメッセージの発行を開始し、最
終的にパスワード変更画面を閉じるまでに、パスワードの変更を試行できる回数が決
められています。ESX Server のデフォルトにおける pam_cracklib.soのパスワード
標準と再試行の制限は、次のとおりです。

最小長　ESX Server システムの pam_cracklib.so最小長パラメータは 9です。つ
まり、文字クラス（小文字、大文字、数字など）を 1つだけ使用する場合、
ユーザーは最低 8文字を入力する必要があります。

複数の文字クラスを組み合わせて入力する場合、パスワード長のアルゴリズムに
よって、短いパスワードが可能になります。入力する必要がある実際の文字長を
計算し、所定の最小長の設定に応じた有効なパスワードを作成するには、パス
ワード長のアルゴリズムを次のように適用します。

M – CC = E

説明 : 

M は、最小長パラメータです。

CCは、ユーザーがパスワードに含める文字クラスの数です。

Eは、入力しなければならない文字数です。
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パスワードに少なくとも小文字 1つを含めると仮定すると、アルゴリズムは表
12-1 のようになります。

再試行回数　ESX Server システムの pam_cracklib.so再試行回数パラメータは、
3に設定されます。つまり、ユーザーが 3回目までに適切な強度のパスワードを
入力しなかった場合、pam_cracklib.soによってパスワード変更画面は閉じら
れます。ユーザーは、新しいパスワード変更セッションを開いて、操作をやり直
す必要があります。

pam_cracklib.soプラグインは、変更されるすべてのパスワードについて、以下の
強度基準を満たしているかどうかを確認します。

新しいパスワードは回文であってはならない。「radar」、「civic」のように、前後
どちらから読んでも同じになる文字列は使用できません。

新しいパスワードは、古いパスワードを逆にしたものであってはならない。

新しいパスワードは、文字を順送りしたものであってはならない。古いパスワー
ドの 1つまたは複数の文字を、パスワード文字列の前または後ろにずらして変
形したものは使用できません。

新しいパスワードは、古いパスワードの大文字・小文字の区別を変更しただけの
ものであってはならない。

新しいパスワードと古いパスワードは、相当数の文字が異なっていなければなら
ない。

表 12-1.  パスワードの複雑性アルゴリズムの結果

有効なパスワー
ドの文字数

パスワードに含める文字タイプ

小文字 大文字 数字 その他の文字

8 はい

7 はい
はい
はい

はい
はい

はい

6 はい
はい
はい

はい
はい

はい

はい
はい
はい

5 a はい はい はい はい

a pam_cracklib.soプラグインでは、6文字未満のパスワードは許可されません。
したがって、文字クラス数が 4のパスワードでは、計算上必要とされる文字数は 5で
すが、実際に有効な文字数は 6です。



サーバ構成ガイド

254 VMware, Inc. 

新しいパスワードは、過去に使用されたものであってはならない。
pam_cracklib.soプラグインは、パスワード再利用規則が構成されている場合
にのみ、この基準を適用します。

ESX Server のデフォルトでは、パスワード再利用規則は実施されません。した
がって、通常 pam_cracklib.soプラグインは、再利用規則を理由にパスワード
の変更を拒否することはありません。ただし、再使用規則を構成し、ユーザーが
複数のパスワードを交互に使用できないようにすることは可能です。

再利用規則を構成すると、古いパスワードはファイルに保存されます。パスワー
ドの変更が試行されるたびに、pam_cracklib.soプラグインはこのファイルを
参照します。ESX Server で保存される古いパスワードの数は、再利用規則で決定
されます。再利用規則で指定された数のパスワードが作成されると、古いパス
ワードはファイルから古い順に削除されます。再利用規則の構成方法について
は、「パスワード再利用規則を構成するには（P.254）」を参照してください。

新しいパスワードは、十分な強度と複雑性がなければならない。esxcfg-auth
コマンドを使用して pam_cracklib.so複雑性パラメータを変更すると、再試行
回数、最小パスワード長、各種文字クレジットの要件を構成できます。パスワー
ドに文字タイプが多く含まれる場合は、文字クレジットを使用して入力するパス
ワードを短くすることができます。パスワード長と複雑性の構成方法について
は、「pam_cracklib.so プラグインのデフォルト パスワードの複雑性を変更するに
は（P.255）」を参照してください。

pam_cracklib.soプラグインの詳細については、Linux のドキュメントを参照してく
ださい。

パスワード再利用規則を構成するには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 コマンド プロンプトで cd /etc/pam.d/と入力し、ディレクトリを変更します。

3 nano などのテキスト エディタを使用して、system-authファイルを開きます。

4 以下で始まる行を探します。
password sufficient /lib/security/$ISA/pam_unix.so 

5 その行の末尾に次のパラメータを追加します。

remember=X

ここで Xは、ESX Server で保存する各ユーザーの古いパスワードの数です。
remember=Xとそれに続くパラメータは、スペースで区切ります。

注意 Linux で使用される pam_cracklib.soプラグインには、ESX Server 用にサポートさ
れたものよりも多数のパラメータが用意されています。これらの追加パラメータを
esxcfg-authで指定することはできません。
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6 変更内容を保存し、ファイルを閉じます。

7 /etc/security/のディレクトリを変更し、次のコマンドを発行して、長さが
ゼロで opasswdという名前のファイルを作成します。

touch opasswd

8 次のコマンドを発行します。

chmod 0600 opasswd
chown root:root /etc/security/opasswd

pam_cracklib.so プラグインのデフォルト パスワードの複雑性を変更するには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次のコマンドを入力します。

esxcfg-auth --usecrack=<retries> <minimum_length> <lc_credit> <uc_credit> 
<d_credit> <oc_credit>

説明 :

retriesは、ESX Server がパスワード変更モードをロックするまでに、ユー
ザーが再試行可能な回数です。

minimum_lengthは、有効なパスワードを作成するためにユーザーが入力す
る必要がある最小文字数です。この数字は、長さクレジットが適用される前
の、文字列の全長です。

実際には、長さクレジットが必ず適用されるため、パスワードの長さは指定
した minimum_lengthパラメータよりも 1文字短くなります。
pam_cracklib.soプラグインは 6文字未満のパスワードを受け付けないの
で、長さクレジットを引いた結果としてユーザー パスワードの長さが 6を
下回らないよう、minimum_lengthパラメータを計算してください。

lc_creditは、ユーザーがパスワードに 1つ以上の小文字を含めた場合に減
らされる minimum_lengthパラメータの数です。

uc_creditは、ユーザーがパスワードに 1つ以上の大文字を含めた場合に減
らされる minimum_lengthパラメータの数です。

d_creditは、ユーザーがパスワードに1つ以上の数字を含めた場合に減らさ
れる minimum_lengthパラメータの数です。

oc_creditは、ユーザーがパスワードに 1つ以上の特殊文字（下線、ダッ
シュなど）を含めた場合に減らされる minimum_lengthパラメータの数です。
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プラグインでこの文字クラスを含めるためのクレジットを使用しない場合は、文字ク
レジット パラメータに正の数または 0を入力します。文字クレジットは相加的な値
です。ユーザーが入力する文字のタイプが多いほど、有効なパスワードの作成に必要
な文字数は少なくなります。たとえば、次のコマンドを入力するとします。

esxcfg-auth --usecrack=3 11 1 1 1 2

この設定では、小文字と 1つの下線を含んだパスワードを作成しているユーザーは、
有効なパスワードを作成するために 8文字入力する必要があります。このユーザー
が、すべての文字タイプ（アルファベットの小文字、アルファベットの大文字、数
字、特殊文字）を使用することにした場合、必要なのは 6文字だけです。

パスワード プラグインの変更
pam_cracklib.soプラグインを使用すると、ほとんどの環境で十分な強度実施のパ
スワードを提供することができます。ただし、厳格さのニーズを pam_cracklib.so

プラグインが満たしていない場合は、代わりに pam_passwdqc.soプラグインを使用
できます。プラグインの変更には、esxcfg-authコマンドを使用します。

pam_passwdqc.soプラグインは、pam_cracklib.soプラグインと同じパスワード特
性をテストします。ただし、パスワードの強度を微調整するオプションをより多く備
えており、ルート ユーザーを含むすべてのユーザーのパスワード強度をテストする
ことができます。また、pam_passwdqc.soプラグインの使用は、pam_cracklib.so

プラグインよりも難易度が若干高くなります。このプラグインの詳細については、
Linux のドキュメントを参照してください。

pam_passwdqc.so プラグインに切り替えるには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次のコマンドを入力します。

esxcfg-auth --usepamqc=<N0> <N1> <N2> <N3> <N4> <match>

説明 :

N0は、文字クラスを 1つだけ使用するパスワードに必要な文字数です。

N1は、文字クラスを 2つ使用するパスワードに必要な文字数です。

N2は、パスフレーズに使用されます。ESX Server では、3語からなるパスフ
レーズが必要です。

注意 Linux で使用される pam_passwdqc.soプラグインには、ESX Server 用にサポートさ
れたものよりも多数のパラメータが用意されています。これらの追加パラメータを
esxcfg-authで指定することはできません。
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N3は、文字クラスを 3つ使用するパスワードに必要な文字数です。

N4は、文字クラスを 4つ全て使用するパスワードに必要な文字数です。

matchは、古いパスワードを再利用した文字列に許可される文字数です。
pam_passwdqc.soプラグインが、これと同等かより長い文字列の再利用を
検知すると、その文字列は強度テストで不適格と見なされ、残りの文字だけ
が使用されます。

これらのオプションのいずれかを -1に設定すると、pam_passwdqc.soプラグ
インはその要件を無視します。これらのオプションのいずれかを disabledに設
定すると、pam_passwdqc.soプラグインは、関連する特性を持つパスワードを
不適格と見なします。-1と disabledを除き、使用する値は降順でなければな
りません。

たとえば、次のコマンドを入力するとします。

esxcfg-auth --usepamqc=disabled 18 -1 12 8

この設定では、パスワードを作成しているユーザーは、文字クラスを 1つしか
含まないパスワードを設定することはできません。このユーザーは、2つの文字
クラスのパスワードに最低 18文字、3つの文字クラスのパスワードに最低 12文
字、または 4つの文字クラスのパスワードに最低 8文字を使用する必要があり
ます。パスフレーズの作成は無視されます。

暗号強度
セキュアでない接続を介してデータを送信すると、悪意あるユーザーによってネット
ワークで伝送中のデータをスキャンされるなど、セキュリティ上のリスクが発生しま
す。ネットワーク コンポーネントは、通常の防御措置として、データを簡単に読み
取られないよう暗号化します。データを暗号化するために、ゲートウェイやリダイレ
クタなどの送信側コンポーネントは、データを送信する前にそれを変形させるアルゴ
リズム、すなわち暗号を適用します。受信側コンポーネントは、鍵を使ってデータを
複合化し、元の形式に戻します。

現在、数種類の暗号が使用されており、各暗号によってセキュリティ レベルは異な
ります。暗号のデータ保護機能の目安となるのが、暗号化鍵のビット数で示される暗
号強度です。 この数値が高いほど、暗号の安全性は高くなります。

外部ネットワーク接続との間で送受信されるデータを保護するために、ESX Server は
256 ビットの AES ブロック暗号を使用しています。これは、利用可能な最も強度の
高いブロック暗号のうちのひとつです。ﾑ ESX Server は、1024 ビットの RSA 鍵交換も
使用しています。これらの暗号化アルゴリズムは、以下の接続向けにデフォルトで装
備されています。
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VI ClientとVirtualCenter ServerおよびESX Serverホストとのサービス コンソールを
介した接続

VI Web Access と ESX Server ホストとのサービス コンソールを介した接続

SDK と VirtualCenter Server および ESX Server との接続

サービス コンソールと仮想マシンとの VMkernel を介した接続

SSH と ESX Server ホストとのサービス コンソールを介した接続 詳細に関しては、
「SSH セキュリティ（P.261）」を参照してください。

setuid および setgid アプリケーション  
setuidは、有効なユーザー ID をプログラム所有者の ID に設定することで、アプリ
ケーションを実行するユーザーの権限を一時的に変更できるフラグです。setgid
は、有効なグループ ID をプログラム所有者のグループ ID に設定することで、アプリ
ケーションを実行するグループの権限を一時的に変更できるフラグです。

ESX Server のインストール時、setuidフラグと setgidフラグを組み込んだ複数の
アプリケーションがデフォルトでインストールされます。これらのアプリケーション
は、サービス コンソールを介して起動されます。一部のアプリケーションは、ESX 
Server ホストが正しく動作するために必要な機能を備えています。それ以外のアプリ
ケーションはオプションですが、これらのアプリケーションを使用することで、ESX 
Server ホストとネットワークの保守およびトラブルシューティングが容易になります。

デフォルトの setuid アプリケーション 
表 12-2 は、デフォルトの setuidアプリケーションと、アプリケーションの必須ま
たはオプションの区別を示しています。

注意 VI Web Access で使用される暗号は、お使いのWebブラウザによって決定される
ため、この管理ツールは別の暗号を使用する場合もあります。

表 12-2.  デフォルトの setuidアプリケーション
アプリケーション 目的とパス 必須またはオプション

crontab 各ユーザーに cron ジョブを追加する。
パス： /usr/bin/crontab 

オプション

pam_timestamp_check パスワード認証のサポート。
パス： /sbin/pam_timestamp_check

必須

passwd パスワード認証のサポート。
パス： /usr/bin/passwd 

必須
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ping ネットワーク インターフェイスで制御パケッ
トを送信およびリスンする。ネットワークのデ
バッグに便利。
パス： /bin/ping 

オプション

pwdb_chkpwd パスワード認証のサポート。
パス： /sbin/pwdb_chkpwd

必須

ssh-keysign SSH セキュア シェル向けにホストベースの認
証を実行する。
パス： /usr/libexec/openssh/ssh-keysign

ホストベースの認証を使
用する場合は必須。
それ以外の場合はオプ
ション。

su ユーザーを変更し、一般ユーザーをルート 
ユーザーにする。
パス： /bin/su 

必須

sudo 特定の処理についてのみ、一般ユーザーにルー
ト ユーザーとしての操作を許可する。
パス： /usr/bin/sudo 

オプション

unix_chkpwd パスワード認証のサポート。
パス： /sbin/unix_chkpwd 

必須

vmkload_app 仮想マシンの実行に必要なタスクを行う。この
アプリケーションは、標準操作用とデバッグ用
の 2か所にインストールされる。
標準操作用のパス： 
/usr/lib/vmware/bin/vmkload_app 

デバッグ用のパス： 
/usr/lib/vmware/bin-debug/vmkload_app

両方のパスで必須

vmkping ネットワーク インターフェイスで制御パケッ
トを送信およびリスンする。ネットワークのデ
バッグに便利。
パス： /usr/lib/vmware/bin/vmkping 

オプション

vmware-authd ユーザーによるヴイエムウェア固有のサービス
の利用を認証する。
パス： /usr/sbin/vmware-authd 

必須

vmware-vmx 仮想マシンの実行に必要なタスクを行う。この
アプリケーションは、標準操作用とデバッグ用
の 2か所にインストールされる。
標準操作用のパス： 
/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx 
デバッグ用のパス： 
/usr/lib/vmware/bin-debug/vmware-vmk

両方のパスで必須

表 12-2.  デフォルトの setuidアプリケーション （続き）
アプリケーション 目的とパス 必須またはオプション
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必須アプリケーションを無効にすると、ESX Server の認証と仮想マシンの操作に問題
が生じますが、オプションのアプリケーションは必要に応じて無効にすることができ
ます。

オプションの setuid アプリケーションを無効にするには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次のコマンドを実行します。

chmod a-s <path_to_executable> 

デフォルトの setgid アプリケーション
デフォルトにより、setgidフラグを組み込んだ 2つのアプリケーションがインス
トールされます。表 12-3 は、デフォルトの setgidアプリケーションと、アプリ
ケーションの必須またはオプションの区別を示しています。

必須アプリケーションを無効にすると、ESX Server の認証と仮想マシンの操作に問題
が生じますが、オプションのアプリケーションは必要に応じて無効にすることができ
ます。

オプションの setgid アプリケーションを無効にするには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 次のコマンドを実行します。

chmod a-g <path_to_executable> 

表 12-3.  デフォルトの setgidアプリケーション

アプリケー
ション 目的とパス 必須またはオプション

wall アクションの発生を全端末に警告する。このア
プリケーションは、shutdownなどのコマンド
によって呼び出される。
パス： /usr/bin/wall 

オプション

lockfile Dell OM 管理エージェントのロックを実行する。
パス： /usr/bin/lockfile

Dell OM では必須。そ
れ以外はオプション。
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SSH セキュリティ 
SSH は、よく使用されるUNIX および Linux コマンド シェルで、これを使用してサー
ビス コンソールにリモートでログオンし、ESX Server に対して特定の管理および構成
タスクを実行することができます。SSHは、他のコマンド シェルよりも強力な保護
機能を備えているので、セキュアなログオンやデータ転送を行うために使用されま
す。この ESX Server リリースでは、これまでよりも高度なセキュリティ レベルを提
供できるよう、SSHの構成が改良されました。改良された主な機能は次のとおりです。

Version 1 SSHプロトコルの無効　ヴイエムウェアでは、今後Version 1 SSHプロト
コルをサポートせず、Version 2 プロトコルのみをサポートします。 Version 2 で
は、Version 1 における特定のセキュリティ問題が解消され、サービス コンソー
ルとの安全な通信インターフェイスを提供できます。

暗号強度の向上　現在 SSH は、お使いの接続に対して 256 ビットと 128 ビットの
AES 暗号のみをサポートしています。

リモート ルート ログオンを制限　ルート ユーザーとしてリモートでログオンす
ることはできなくなりました。代わりに、識別可能なユーザーとしてログオン
し、sudoコマンドを使用して、ルート権限を必要とする特定の操作を実行しま
す。あるいは、suコマンドを入力し、ルート ユーザーとして操作を実行します。

これらの設定は、SSH 経由でサービス コンソールに転送されるデータの保護を目的
としています。この構成が現在のニーズに対して厳しすぎる場合は、セキュリティ 
パラメータを低くすることができます。

デフォルトの SSH構成を変更するには

1 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

2 コマンド プロンプトで cd /etc/sshと入力し、ディレクトリを変更します。

3 nano などのテキスト エディタを使用して、必要に応じて以下のアクションのい
ずれか、またはすべてを実行します。

リモート ルート ログオンを可能にするには、sshd_configファイルの次の
行の設定を yesに変更します。

PermitRootLogin no

注意 sudoコマンドには、ルート アクティビティを制限し、ユーザーが実行するルー
ト アクティビティの監査証跡を生成することで、ルート権限の不正使用を
チェックできるというセキュリティ上の利点があります。
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デフォルトの SSH プロトコル（Version 1 および 2）に戻すには、
sshd_configファイルで次の行をコメント アウトします。

Protocol 2

3DES暗号やその他の暗号に戻すには、sshd_configファイルで次の行をコ
メント アウトします。

Ciphers aes256-cbc,aes128-cbc

SSH の Secure FTP（SFTP）を無効にするには、sshd_configファイルで次の
行をコメント アウトします。

Subsystem ftp /usr/libexec/openssh/sftp-server

4 変更内容を保存し、ファイルを閉じます。

5 次のコマンドを実行し、SSHDサービスを再起動します。

service sshd restart

セキュリティ パッチとセキュリティ脆弱性スキャン 
ソフトウェア

弊社がサービス コンソール コンポーネント（サービス、機能、プロトコルなど）と
して提供する個々の Linux 対応ソフトウェア パッケージの修正プログラムが利用可
能になると、ヴイエムウェアは RPM Package Manager（RPM）パッケージを提供しま
す。これを使用して、ESX Server のソフトウェア パッケージをアップデートできま
す。他のソースからこれらの修正プログラムを入手できる場合もありますが、サード
パーティの PRMではなく、必ずヴイエムウェアが作成した PRMをお使いください。

ヴイエムウェアでは、ソフトウェア パッケージ用のパッチを提供する際、弊社のポ
リシーに基づき、安定性が確認されているソフトウェアのバージョンに修正プログラ
ムをバックポートします。この方法により、ソフトウェアに新たな問題や不安定な状
態が生じる可能性が低減されます。パッチはソフトウェアの現行バージョンに追加さ
れるため、ソフトウェアのバージョン番号は変わりませんが、サフィックスとして
パッチ番号が追加されます。

Nessus など一部のセキュリティ スキャナでは、セキュリティ ホールの検索時にバー
ジョン番号が確認されますが、パッチのサフィックスは確認されません。その結果、
ソフトウェアに最新のセキュリティ パッチが組み込まれているにも関わらず、これ
らのスキャナは、ソフトウェアのレベルが低下し、最新パッチが適用されていないと
いう間違った報告をする場合があります。これは業界共通の問題であり、ヴイエム
ウェア固有の問題ではありません。

注意 この状況に適切に対処できるセキュリティ スキャナもありますが、1つ以上あとの
バージョンになるのが一般的です。たとえば、Red Hat パッチのあとにリリースされ
たNessus のバージョンでは、これらの間違った問題は報告されません。
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この問題の発生例を次に示します。

1 まず、ESX Server と OpenSSL version 0.9.7a（0.9.7a はパッチなしの初期バージョン
です）をインストールします。

2 OpenSSL は、version 0.9.7 のセキュリティ ホールを修正するパッチをリリースし
ます。

3 ヴイエムウェアは、OpenSSL 0.9.7x 修正プログラムを初期バージョンにバック
ポートし、パッチ番号を更新し、RPMを作成します。この RPMの OpenSSL の
バージョンは、0.9.7a-1 です。これは、初期バージョン（0.9.7a）にパッチ 1が
含まれていることを意味します。

4 RPMをインストールします。

5 セキュリティ スキャナは、サフィックスの -1 を識別できず、OpenSSL のセキュ
リティが最新でないという間違った報告をします。

スキャナからパッケージのレベル低下が報告された場合は、以下を確認します。

パッチのサフィックスを確認し、アップデートを入手する必要があるかどうかを
判断します。

VMware RPM ドキュメントでパッチの内容を確認します。

次のコマンドを使用して、RPM変更ログのセキュリティ警告から、Common 
Vulnerabilities and Exposures（CVE）の番号を探します。

rpm-q --changelog openssl | grep <CVE_number>

CVE 番号が見つかれば、そのパッケージは脆弱性への対処を完了しています。
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この章では、各ユーザーがそれぞれの環境において ESX Server をセキュリティで保護
する方法をわかりやすく説明し、セキュリティ機能の導入を計画する際に参考となる
ESX Server 導入シナリオを紹介します。また、仮想マシンの作成および構成時に検討
すべき基本的セキュリティの推奨事項についても説明します。

この章では、次のトピックを取り上げます。

一般的な ESX Server 導入時のセキュリティ アプローチ（P.265）

仮想マシンに関する推奨事項（P.271）

一般的な ESX Server 導入時のセキュリティ アプローチ
ESX Server 導入の複雑さは、企業の規模、データおよびリソースを外部と共有する必
要性の度合い、データセンターの数（複数か 1つだけか）などによって大きく異な
ります。

以下に示す導入方法では、ユーザー アクセス、リソースの共有方法、およびセキュ
リティ レベルがそれぞれ異なります。これらの導入方法を比較することで、個々の
ESX Server 導入を計画する際に生じる問題を理解することができます。

単一カスタマーの導入
この導入方法では、ESX Server ホストが単一の企業とデータセンターによって所有お
よび管理されています。ESX Server リソースを外部ユーザーと共有することはありま
せん。1人のサイト管理者が ESX Server ホストを管理し、これらのホストで複数の仮
想マシンが動作しています。

顧客側の管理者は認められず、サイト管理者がさまざまな仮想マシンの管理に対して
単独で責任を負います。この企業のシステム管理者は、ESX Server ホストのアカウン

セキュリティの導入と推奨事項 13
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トを所持していないため、VirtualCenter やホスト用のコマンド ライン シェルなどの
ESX Server ツールにはアクセスできません。これらのシステム管理者は、仮想マシン 
コンソールを介して仮想マシンにアクセスできるので、ソフトウェアをロードし、仮
想マシン内部でその他のメンテナンス タスクを実行できます。

表 13-1 に、ESX Server ホストで使用、構成するコンポーネントの共有方法を示し
ます。

表 13-1.  単一顧客の導入におけるコンポーネントの共有

機能 構成 コメント

サービス コンソールは、
仮想マシンと同じ物理
ネットワークを共有する

なし 固有の物理ネットワーク上で構成すること
で、サービス コンソールを分離します。

サービス コンソールは、
仮想マシンと同じ VLANを
共有する

なし 固有の VLAN上で構成することで、サービス 
コンソールを分離します。VMotion などの仮
想マシンやその他のシステム機能は、この
VLAN を使用できません。

仮想マシンは同じ物理
ネットワークを共有する

あり 同じ物理ネットワーク上で仮想マシンを構成
します。

ネットワーク アダプタの
共有

一部 固有の仮想スイッチと仮想ネットワーク ア
ダプタ上で構成することで、サービス コン
ソールを分離します。仮想マシンやその他の
システム機能は、このスイッチまたはアダプ
タを使用できません。
ただし、同じ仮想スイッチとネットワーク 
アダプタ上に仮想マシンを構成することは可
能です。

VMFS の共有 あり すべての .vmdkファイルは、同じ VMFS
パーティションに配置されます。

セキュリティ レベル 高 FTP など必要なサービスのポートを個々の基
準に基づいて開きます。セキュリティ レベ
ルの詳細については、「サービス コンソール 
ファイアウォールの構成（P.246）」を参照し
てください。

仮想マシン メモリのオー
バーコミット

あり 仮想マシンの総メモリは、物理メモリの合計
よりも大きい容量で構成します。
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表 13-2 に、ESX Server ホストのユーザー アカウントを設定する方法を示します。

表 13-3 に、各ユーザーのアクセス レベルを示します。

複数顧客の制限付き導入 
この導入方法では、ESX Server ホストは同じデータセンター内に配置され、複数の顧
客に対するアプリケーションの提供に使用されます。サイト管理者が ESX Server ホス
トを管理し、これらのホストでは顧客専用の複数の仮想マシンが動作しています。同
一の ESX Server ホストに、さまざまな顧客の所有物である仮想マシンを配置すること
ができますが、不正な対話防止のため、リソースの共有はサイト管理者によって制限
されます。

サイト管理者は 1人ですが、複数の顧客管理者が各自の顧客に割り当てられた仮想
マシンを管理します。この導入方法では、顧客システム管理者も配置されます。この
管理者は、ESX Server アカウントは所持していませんが、仮想マシン コンソールから
仮想マシンにアクセスできるので、ソフトウェアをロードし、仮想マシン内部でその
他のメンテナンス タスクを実行できます。

表 13-2.  単一顧客の導入におけるユーザー アカウントの設定

ユーザー カテゴリー アカウント数合計

サイト管理者 1 

顧客管理者 0 

システム管理者 0

ビジネス ユーザー 0

表 13-3.  単一顧客の導入におけるユーザー アクセス

アクセス レベル サイト管理者 システム管理者

ルート アクセス あり なし 

SSH 経由のサービス コンソール アクセス あり なし 

VirtualCenter および VI Web Access あり なし 

仮想マシンの作成と変更 あり なし 

コンソール経由の仮想マシン アクセス あり あり
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表 13-4 に、ESX Server ホストで使用、構成するコンポーネントの共有方法を示し
ます。

表 13-5 に、ESX Server ホストのユーザー アカウントを設定する方法を示します。

表 13-4.  複数顧客の制限付き導入におけるコンポーネントの共有  

機能 構成 コメント

サービス コンソールは、
仮想マシンと同じ物理
ネットワークを共有する

なし 固有の物理ネットワーク上で構成することで、サー
ビス コンソールを分離します。

サービス コンソールは、
仮想マシンと同じ VLAN
を共有する

なし 固有の VLAN上で構成することで、サービス コン
ソールを分離します。VMotion などの仮想マシンや
その他のシステム機能は、この VLANを使用できま
せん。

仮想マシンは同じ物理
ネットワークを共有する

一部 各顧客の仮想マシンを異なる物理ネットワークに配
置します。すべての物理ネットワークは、互いに独
立しています。

ネットワーク アダプタの
共有

一部 固有の仮想スイッチと仮想ネットワーク アダプタ上
で構成することで、サービス コンソールを分離しま
す。仮想マシンやその他のシステム機能は、このス
イッチまたはアダプタを使用できません。
単一の顧客に対して仮想マシンを構成し、すべての
仮想マシンが同じ仮想スイッチとネットワーク アダ
プタを共有できるようにします。ただし、スイッチ
とアダプタを他の顧客と共有することはありません。

VMFS の共有 なし 各顧客は、固有の VMFSパーティションと仮想マシン
を所持し、.vmdkファイルは各自のパーティション
にのみ配置されます。パーティションは、複数の
LUNをまたいで配置することができます。

セキュリティ レベル 高 FTP などのサービス用のポートを必要に応じて開き
ます。

仮想マシン メモリのオー
バーコミット

あり 仮想マシンの総メモリは、物理メモリの合計よりも
大きい容量で構成します。

表 13-5.  複数顧客の制限付き導入におけるユーザー アカウントの設定

ユーザー カテゴリー アカウント数合計

サイト管理者 1 

顧客管理者 10 

システム管理者 0

ビジネス ユーザー 0
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表 13-6 に、各ユーザーのアクセス レベルを示します。

複数顧客のオープンな導入 
この導入方法では、ESX Server ホストは同じデータセンター内に配置され、複数の顧
客に対するアプリケーションの提供に使用されます。サイト管理者が ESX Server ホス
トを管理し、これらのホストでは顧客専用の複数の仮想マシンが動作しています。
同一の ESX Server ホストに、さまざまな顧客の所有物である仮想マシンを配置するこ
とができますが、リソースの共有に関する制限は緩和されます。

サイト管理者は 1人ですが、複数の顧客管理者が各自の顧客に割り当てられた仮想
マシンを管理します。この導入方法では、顧客システム管理者も配置されます。この
管理者は、ESX Server アカウントは所持していませんが、仮想マシン コンソールから
仮想マシンにアクセスできるので、ソフトウェアをロードし、仮想マシン内部でその
他のメンテナンス タスクを実行できます。アカウントを持たないビジネス ユーザー
のグループは、仮想マシンを使用して各自のアプリケーションを実行できます。

表 13-7 に、ESX Server ホストで使用、構成するコンポーネントの共有方法を示しま
す。

表 13-6.  複数顧客の制限付き導入におけるユーザー アクセス

アクセス レベル サイト管理者 顧客管理者
システム管理
者

ルート アクセス あり なし なし 

SSH経由のサービス コンソール 
アクセス

あり あり なし 

VirtualCenter および VI Web Access あり あり なし 

仮想マシンの作成と変更 あり あり なし 

コンソール経由の仮想マシン アクセス あり あり あり 

表 13-7.  複数顧客のオープンな導入におけるコンポーネントの共有

機能 構成 コメント

サービス コンソールは、
仮想マシンと同じ物理
ネットワークを共有する

なし 固有の物理ネットワーク上で構成することで、サービス 
コンソールを分離します。

サービス コンソールは、
仮想マシンと同じ VLANを
共有する

なし 固有の VLAN上で構成することで、サービス コンソール
を分離します。VMotion などの仮想マシンやその他のシ
ステム機能は、この VLANを使用できません。

仮想マシンは同じ物理
ネットワークを共有する

あり 同じ物理ネットワーク上で仮想マシンを構成します。
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表 13-8 に、ESX Server ホストのユーザー アカウントを設定する方法を示します。

表 13-9 に、各ユーザーのアクセス レベルを示します。

ネットワーク アダプタの
共有

一部 固有の仮想スイッチと仮想ネットワーク アダプタ上で構
成することで、サービス コンソールを分離します。仮想
マシンやその他のシステム機能は、このスイッチまたは
アダプタを使用できません。
すべての仮想マシンを同じ仮想スイッチとネットワーク 
アダプタ上で構成します。

VMFS の共有 あり 仮想マシンは、VMFS パーティションとその仮想マシン
を共有できます。共有するパーティションに .vmdkファ
イルを配置することができます。仮想マシンは、.vmdk
ファイルを共有しません。

セキュリティ レベル 高 FTP などのサービス用のポートを必要に応じて開きます。

仮想マシン メモリの
オーバーコミット

あり 仮想マシンの総メモリは、物理メモリの合計よりも大き
い容量で構成します。

表 13-7.  複数顧客のオープンな導入におけるコンポーネントの共有 （続き）

機能 構成 コメント

表 13-8.  複数顧客のオープンな導入におけるユーザー アカウントのセットアップ

ユーザー カテゴリー アカウント数合計

サイト管理者 1 

顧客管理者 10 

システム管理者 0

ビジネス ユーザー 0

表 13-9.  複数顧客のオープンな導入におけるユーザー アクセス

アクセス レベル サイト管理者 顧客管理者
システム管理
者

ビジネス 
ユーザー

ルート アクセス あり なし なし なし 

SSH 経由のサービス 
コンソール アクセス

あり あり なし なし 

VirtualCenter および
VI Web Access

あり あり なし なし 

仮想マシンの作成と
変更

あり あり なし なし 

コンソール経由の仮想
マシン アクセス

あり あり あり あり
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仮想マシンに関する推奨事項 
仮想マシンのセキュリティを評価し、仮想マシンを管理する場合は、次に示す安全対
策を検討してください。

アンチウイルス ソフトウェアのインストール
仮想マシンは標準的なオペレーティング システムをホストしているので、アンチウ
イルス ソフトウェアをインストールして、ウイルスから仮想マシンを保護すること
を考慮する必要があります。仮想マシンの利用方法によっては、ソフトウェア ファ
イアウォールのインストールも必要になる場合があります。

ゲストOSとリモート コンソール間のコピー アンド ペーストの
無効化

仮想マシンで VMware Tools が動作している場合、ゲストOSとリモート コンソール
との間でコピーおよび貼り付け操作が可能です。コンソール ウィンドウにフォーカ
スが移るとすぐに、仮想マシンを操作している権限のないユーザーおよび実行中のプ
ロセスは、仮想マシン コンソールのクリップボードにアクセスできます。ユーザー
がコンソールを使用する前に機密情報をクリップボードにコピーした場合、おそらく
はそのユーザーの知らないうちに、機密データが仮想マシンに公開されます。 

この問題を回避するには、ゲストOSのコピーおよび貼り付け操作を無効にすること
を検討します。

ゲストOSとリモート コンソール間のコピー アンド ペーストを無効にするには

1 VI Client にログオンし、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

[サマリ ] タブがある、この仮想マシンの構成ページが表示されます。

2 [ 設定の編集 ] をクリックします。

3 [ 詳細 ] - [ 構成パラメータ ] をクリックして、[構成パラメータ ] ダイアログ ボッ
クスを開きます。

4 [ 追加 ] ボタンをクリックします。

注意 ソフトウェア ファイアウォールとアンチウイルス ソフトウェアは、仮想化に適した
構成にすることができます。仮想マシンが十分に安全な環境で動作していることを確
信できる場合は、この 2つのセキュリティ手法の必要性と仮想マシンのパフォーマン
スとのバランスを調整することができます。
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5 [ 名前 ] フィールドの [ 値 ] コラムに次の値を入力します。

次のような結果が表示されます。

6 [ 構成パラメータ ] ダイアログ ボックスを閉じ、もう一度 [仮想マシンのプロパ
ティ ] ダイアログ ボックスを閉じます。

[ 名前 ] フィールド [ 値 ] フィールド

isolation.tools.copy.enable FALSE

isolation.tools.paste.enable FALSE

isolation.tools.setGUIOptions.enable FALSE

注意 ゲストOSの VMware Tools コントロール パネルで行った設定は、これらのオプ
ションによってすべて上書きされます。
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不要なハードウェア デバイスの削除
仮想マシンの権限のないユーザーおよびプロセスは、ネットワーク アダプタや
CD-ROMドライブなどのハードウェア デバイスを接続または切断することができま
す。攻撃者はこの機能を利用して、さまざまな方法で仮想マシンのセキュリティを侵
害できます。たとえば、デフォルト設定のとき、仮想マシンにアクセスできる攻撃者
は以下のような操作を実行できます。

切断された CD-ROMドライブに接続し、そのドライブに残っているメディアの機
密情報にアクセスする。

ネットワーク アダプタを切断して仮想マシンをネットワークから分離し、サー
ビス拒否を発生させる。

一般的なセキュリティ上の予防策としては、[VI Client の構成 ] タブのコマンドを使用
して、不要な、または使用していないハードウェア デバイスを削除します。この方
法は、仮想マシンのセキュリティを強化することはできますが、現在使用していない
デバイスを後からサービスで使用する必要が生じるような状況には適していません。

デバイスを永久に削除するのが好ましくない場合は、仮想マシンのユーザーまたはプ
ロセスがゲストOSからデバイスを接続または切断できないようにすることができ
ます。

仮想マシンのユーザーまたはプロセスによるデバイスの切断を防止するには 

1 VI Client にログオンし、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

[サマリ ] タブがある、この仮想マシンの構成ページが表示されます。

2 [ 設定の編集 ] をクリックします。

[仮想マシン プロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。
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3 [ 全般 ] をクリックし、[ 仮想マシン構成ファイル ] フィールドに表示されたパス
を記録します。

4 サービス コンソールにログオンし、ルート権限を取得します。

5 ディレクトリを変更し、手順 3でパスを記録した仮想マシン構成ファイルにア
クセスします。

仮想マシン構成ファイルは、/vmfs/volumes/<datastore>ディレクトリにあ
ります。<datastore>は、仮想マシン ファイルが常駐しているストレージ デバ
イスの名前です。たとえば、[仮想マシン プロパティ ] ダイアログ ボックスで取
得した仮想マシン構成ファイルが vol1]vm-finance/vm-finance.vmxの場合、
次のようにディレクトリを変更します。

cd /vmfs/volumes/vol1/vm-finance/

6 nano などのテキスト エディタを使用して、.vmxファイルに次の行を追加
します。

<device_name>.allowGuestConnectionControl = “false” 

ここで、<device_name>は、保護するデバイス（ethernet1 など）の名前です。
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7 変更内容を保存し、ファイルを閉じます。

8 VI Client に戻り、仮想マシンの電源をオフにしてから、再びオンにします。それ
には、インベントリ パネルで仮想マシンを右クリックし、[パワーオフ ] - [ パ
ワーオン ] をクリックします。

ゲストOSによる ESX Server ホストへのフラッド攻撃の防止
ゲストOSのプロセスは、VMware Tools を使用して ESX Server ホストに情報メッ
セージを送信します。setinfoメッセージとして知られるこれらのメッセージには、
通常、仮想マシンの特性を定義する名前と値のペア、または識別子が含まれており
（ipaddress=10.17.87.224など）、ホストはこのメッセージを保存します。 

setinfoメッセージは、フォーマットが事前定義されていないため、任意の長さにす
ることができます。したがって、このメッセージを使用してホストに渡されるデータ
の量に制限はありません。攻撃者は、VMware Tools に似たソフトウェアを記述し、
無制限のデータ フローを利用してホストをパケットであふれさせることにより、
DOS 攻撃を仕掛けることができます。その結果、仮想マシンに必要なリソースが消
費されます。

この問題を回避するには、VMware Tools が ESX Server ホストに対して setinfoメッ
セージを自由に送信できる機能を制限することを検討します。

ゲストOSによるホストへの自由なメッセージ送信を防止するには

1 VI Client にログオンし、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

[サマリ ] タブがある、この仮想マシンの構成ページが表示されます。

2 [ 設定の編集 ] をクリックします。

3 [ 詳細 ] - [ 構成パラメータ ] をクリックして、[構成パラメータ ] ダイアログ ボッ
クスを開きます。

4 [ 追加 ] ボタンをクリックし、次のように入力します。

[ 名前 ] フィールド　isolation.tools.setinfo.disable

[ 値 ] フィールド　TRUE 

注意 デフォルトで、Ethernet 0 はデバイスの切断を許可しないよう構成されています。
この構成は、前任の管理者が <device_name>.allowGuestConnectionControl
を TRUEに設定していた場合にのみ、変更してください。

注意 VMware Tools は他のタイプのメッセージも送信しますが、それらのメッセージは
フォーマットが事前に定義されているため、DOS攻撃には適していません。
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次のような結果が表示されます。

5 [ 構成パラメータ ] ダイアログ ボックスを閉じ、もう一度 [仮想マシンのプロパ
ティ ] ダイアログ ボックスを閉じます。

ゲストOSのロギングの無効化
仮想マシンは、VMFS ボリュームに保存された仮想マシン ログ ファイルに、トラブ
ルシューティング情報を書き込むことができます。故意か不注意かに関わらず、仮想
マシンのユーザーおよびプロセスがロギングを不正使用すると、大量のデータがログ 
ファイルに流れ込みます。このログ ファイルによって、サービス コンソールのファ
イル システムのスペースが大量に消費され、やがてサービス拒否が発生します。

この問題を回避するには、仮想マシンのゲストOSのロギングを無効にすることを検
討します。ロギングの無効化を決定する際、トラブルシューティングに使用できる正
しいログを収集できなくなる可能性があることに注意してください。さらに、ロギン
グを無効にした場合、ヴイエムウェアは仮想マシンの問題に対するテクニカル サ
ポートを提供しません。
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ゲストOSのロギングを無効化するには 

1 VI Client にログオンし、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

[サマリ ] タブがある、この仮想マシンの構成ページが表示されます。

2 [ 設定の編集 ] をクリックします。

3 [ 詳細 ] - [ 構成パラメータ ] をクリックして、[構成パラメータ ] ダイアログ ボッ
クスを開きます。

4 [ 追加 ] ボタンをクリックし、次のように入力します。

[ 名前 ] フィールド　isolation.tools.log.disable

[ 値 ] フィールド　TRUE 

次のような結果が表示されます。

5 [ 構成パラメータ ] ダイアログ ボックスを閉じ、もう一度 [仮想マシンのプロパ
ティ ] ダイアログ ボックスを閉じます。
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A

この付録には、ESX Server の構成に使用するサービス コンソール コマンドのリスト
が収録されています。これらのコマンドの大部分は、テクニカル サポートで使用す
るために確保されており、参照用としてのみ記載されています。ただし場合によって
は、これらのコマンドは ESX Server ホストの構成タスクを実行する唯一の手段となり
ます。また、ホストとの接続が切れた場合（たとえば、ネットワーキングが機能せ
ず、VI Client アクセスが利用できない場合など）は、コマンド ライン インターフェ
イスから特定のコマンドを実行することが、唯一の解決策となることもあります。 

VI Client グラフィカル ユーザー インターフェイスは、この付録で説明する構成タス
クの実行の優先する手段を備えています。この付録を使用して、サービス コンソー
ル コマンドの代わりに使用する VI Client コマンドについて学習できます。この付録
には、VI Client で実行するアクションの概要が示されていますが、詳細な説明は含ま
れていません。VI Client でのコマンドの使用および構成タスクの実行については、オン
ライン ヘルプを参照してください。

サービス コンソールにログオンし、man<esxcfg_command_name>コマンドを使用し
てmanページを表示すると、さまざまな ESX コマンドの詳細な情報を確認できます。

表 A-1 は、ESX Server で使用するテクニカル サポート コマンドをリストし、各コマン
ドの目的を集約し、および VI Client の代替策を示します。表に記載されている VI 
Client アクションの大半は、インベントリ パネルから ESX Server ホストを選択し、
[構成 ] タブをクリックして初めて使用できます。特に指定がないかぎり、以下で説
明する処理手順は、これらのアクションを先に行うことが前提となります。

ESX テクニカル サポート 
コマンド A

注意 この付録のコマンドを使用する場合は、service mgmt-vmware restartコマンドを
使用して vmware-hostdプロセスを再開し、VI Client とその他の管理ツールに構成が
変更されたことを警告する必要があります。通常、ホストが VI Client または
VirtualCenter サーバの管理下にある場合は、この付録に記載のコマンドを実行しない
でください。
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表A-1.  ESX Server テクニカル サポートのコマンド
サービス 
コンソールの
コマンド コマンドの目的と VI Client での手順

esxcfg-advcfg ESX Server の詳細オプションを構成します。
VI Client の詳細オプションを構成するには、[ 詳細設定 ] をクリックします。[ 詳
細設定 ] ダイアログ ボックスが表示されたら、作業目的のデバイス タイプまた
はアクティビティを選択し、適切な設定を入力します。

esxcfg-auth 認証を構成します。このコマンドを使用して、pam_cracklib.soプラグインと
pam_passwdqc.soプラグインを切り替えて、パスワード変更規則を強制する
ことができます。このコマンドを使用して、これら 2つのプラグインのオプ
ションをリセットすることもできます。詳細については、「パスワードの複雑性
（P.252）」を参照してください。
VI Client でこれらの機能を構成することはできません。

esxcfg-boot ブートストラップの設定を構成します。このコマンドは、ヴイエムウェア テク
ニカル サポート専用として、ブートストラップ プロセスに使用されます。ヴイ
エムウェア テクニカル サポート担当者から指示がないかぎり、このコマンドを
発行しないで下さい。
VI Client でこれらの機能を構成することはできません。

esxcfg-dumppart 診断パーティションの構成、または既存の診断パーティションの検索を行います。
ESX Server をインストールすると、システムの障害時にデバッグ情報を保存す
る診断パーティションが作成されます。ホストに診断パーティションがないと
判断される場合を除き、このパーティションを手動で作成する必要はありません。
VI Client で実行できる診断パーティションの管理アクティビティは次のとおり
です。
診断パーティションの有無の確認　[ストレージ ] - [ 追加 ] をクリックし、[診
断 ] オプションが含まれているかどうかを [ ストレージの追加 ] ウィザード
の最初のページで確認します。 [ 診断 ] オプションがなければ、 ESX Server に
はすでに診断パーティションが存在しています。
診断パーティションの構成　[ ストレージ ] - [ 追加 ] - [ 診断 ] をクリックし、
ウィザードの指示に従います。

esxcfg-firewall サービス コンソールのファイアウォール ポートを構成します。
サポート対象のサービスおよびエージェントで使用するファイアウォール ポー
トを VI Client で構成するには、ESX Server ホストへのアクセスを許可するイン
ターネット サービスを選択します。[ セキュリティ プロファイル ] - [ ファイア
ウォール ] - [ プロパティ ] をクリックし、[ ファイアウォールのプロパティ ] ダ
イアログ ボックスを使用してサービスを追加します。サポート対象サービスの
追加とファイアウォールの構成の詳細については、「サポートされているサービ
スおよび管理エージェントのファイアウォール ポートを開く（P.198）」を参照
してください。
サポート対象外のサービスを VI Client で構成することはできません。サポート
対象外のサービスには、「サービス コンソール ファイアウォールの構成
（P.246）」で説明している esxcfg-firewallコマンドを使用します。
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esxcfg-info サービス コンソール、VMkernel、仮想ネットワークの各種サブシステム、およ
びストレージ リソース ハードウェアの状態に関する情報を印刷します。
VI Client では、これらの情報を印刷することはできませんが、ユーザー イン
ターフェイスの各種タブおよび機能を使用して、多くの情報を取得できます。
たとえば、[ 仮想マシン ] タブの情報をレビューすると、仮想マシンの状態を確
認できます。

esxcfg-init 内部の初期化ルーチンを実行します。このコマンドは、ブートストラップに使
用されます。いかなる状況においても、このコマンドは使用しないでください。
使用すると、ESX Server ホストに問題が生じる可能性があります。
これに相当する VI Client コマンドはありません。

esxcfg-linuxnet ESX Server を ESX モードではなくサービス コンソール専用モードで起動する際、
vswifを ethに変換します。このコマンドは、ヴイエムウェア テクニカル サ
ポート専用として、ブートストラップ プロセスに使用されます。ヴイエムウェ
ア テクニカル サポート担当者から指示がないかぎり、このコマンドを発行しな
いで下さい。
これに相当する VI Client コマンドはありません。

esxcfg-module ドライバのパラメータを設定し、起動時にロードするドライバを変更します。
このコマンドは、ヴイエムウェア テクニカル サポート専用として、ブートスト
ラップ プロセスに使用されます。ヴイエムウェア テクニカル サポート担当者か
ら指示がないかぎり、このコマンドを発行しないで下さい。
これに相当する VI Client コマンドはありません。

esxcfg-mpath ファイバ チャネルまたは iSCSI ディスクのマルチパス設定を構成します。
VI Client でストレージのマルチパス設定を構成するには、[ ストレージ ] をク
リックします。データストアまたはマップされた LUNを選択し、[ プロパティ ] 
をクリックします。[ プロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されたら、必要に
応じて範囲を選択します。その後、[ 拡張デバイス ] - [ パスの管理 ] をクリック
し、[ パスの管理 ] ダイアログ ボックスでパスを構成します。

表A-1.  ESX Server テクニカル サポートのコマンド （続き）
サービス 
コンソールの
コマンド コマンドの目的と VI Client での手順
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esxcfg-nas NAS のマウントを管理します。このコマンドを使用して、NAS デバイスの属性
を追加、削除、一覧表示、および変更できます。
VI Client で NAS デバイスを表示するには、[ ストレージ ] をクリックし、スト
レージ リストをスクロールします。[ ストレージ ] ビューでは、次のアクティビ
ティも実行できます。
NASデバイスの属性の表示　デバイスをクリックすると、[詳細 ] の下に情報
が表示されます。
NAS デバイスの追加　[ ストレージの追加 ] をクリックします。
NAS デバイスの削除　[ 削除 ] をクリックします。
NAS デバイスの属性の変更　デバイスをクリックし、[ 詳細 ] - [ プロパティ] 
をクリックします。

NAS データストアの作成および構成方法の完全な詳細については、「NFS ボ
リュームにアクセスするための ESX Server の構成（P.136）」を参照してくだ
さい。

esxcfg-nics 物理ネットワーク アダプタのリストと、ドライバ、PCI デバイス、各 NIC の
リンク状態に関する情報を印刷します。このコマンドを使用して、物理ネット
ワーク アダプタの速度と二重設定を制御できます。
VI Client でホストの物理ネットワーク アダプタに関する情報を表示するには、
[ ネットワーク アダプタ ] をクリックします。
VI Client で物理ネットワーク アダプタの速度と二重設定を変更するには、物理
ネットワーク アダプタに関連付けられた仮想スイッチの [ ネットワーク ] - [ プ
ロパティ ] をクリックします。[ プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ ネット
ワーク アダプタ ] - [ 編集 ] をクリックし、速度と二重設定の組み合わせを選択
します。速度と二重設定の変更方法の完全な詳細については、「アップリンク 
ネットワーク アダプタの速度を変更するには（P.49）」を参照してください。

esxcfg-resgrp リソース グループの設定をリストアし、基本リソース グループの管理を可能に
します。
インベントリ パネルからリソース プールを選択し、[全般 ] タブで [ 設定の編集 ] 
をクリックして、リソース グループの設定を変更します。

esxcfg-route デフォルトの VMkernel ゲートウェイ ルートを設定または検索します。
VI Client でデフォルトの VMkernel ゲートウェイ ルートを表示するには、[DNS
とルーティング ] をクリックします。デフォルト ルーティングを変更するには、
[ プロパティ ] をクリックし、[DNS とルーティングの構成 ] ダイアログ ボックス
で両方のタブの情報を更新します。

esxcfg-swiscsi iSCSI ソフトウェア アダプタを構成します。
VI Client で iSCSI システムを構成するには、[ ストレージ アダプタ ] をクリック
し、構成する iSCSI アダプタを選択し、[ プロパティ ] をクリックします。[iSCSI
イニシエータのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、アダプタを構成します。
iSCSI データストアの作成および構成方法の完全な詳細については、「iSCSI スト
レージ（P.110）」を参照してください。

表A-1.  ESX Server テクニカル サポートのコマンド （続き）
サービス 
コンソールの
コマンド コマンドの目的と VI Client での手順
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esxcfg-upgrade ESX Server 2.x を ESX Server 3.x にアップグレードします。このコマンドは、一般
使用向けではありません。
2.x から 3.x へのアップグレードでは、次の 3つのタスクを実行します。一部の
タスクは VI Client で実行できます。
ホストのアップグレード　ESX Server 2.x を ESX Server 3.x に変換し、バイナリ
をアップグレードします。この手順は、VI Client では実行できません。この
アップグレードの詳細については、「インストールおよびアップグレー
ド ガイド」を参照してください。
ファイル システムのアップグレード　VMFS-2をVMFS-3にアップグレードす
るには、仮想マシンをサスペンドまたはパワーオフにしてから、[ イン
ベントリ ] - [ ホスト ] - [ メンテナンス モードの入力 ] をクリックします。 [ ス
トレージ ] をクリックし、ストレージ デバイスを選択し、[VMFS-3 へのアッ
プグレード ] をクリックします。アップグレードする各ストレージに対して
この手順を実行します。
仮想マシンのアップグレード　仮想マシンを VMS-2 から VMS-3 にアップグ
レードするには、インベントリ パネルで仮想マシンを右クリックし、[ 仮想
マシンのアップグレード ] を選択します。 

esxcfg-vmhbadevs VMkernel ストレージ デバイスのマップをサービス コンソール デバイスで印刷
します。これに相当する VI Client コマンドはありません。

esxcfg-vmknic VMotion、NAS、iSCSI の VMkernel TCP/IP の設定を作成およびアップデートし
ます。
VI Client で VMotion、NFS、または iSCSI のネットワーク接続を設定するには、
[ ネットワーク ] - [ ネットワークの追加 ] をクリックします。[VMkernel] を選択
し、[ ネットワーク追加のウィザード ] の指示に従います。[ 接続設定 ] 手順で、
IP アドレス サブネット マスクと VMkernel デフォルト ゲートウェイを定義し
ます。
設定を確認するには、VMotion、iSCSI、または NFS ポートの左側にある青いア
イコンをクリックします。これらの設定を編集する場合は、スイッチの [ プロ
パティ ] をクリックします。スイッチの [ プロパティ ] ダイアログ ボックスのリ
ストからポートを選択し、[ 編集 ] をクリックしてポートの [ プロパティ ] ダイ
アログ ボックスを開き、ポートの設定を変更します。
VMotion、NFS、または iSCSI ネットワーク接続の作成およびアップデート方法
の完全な詳細については、「VMkernel の構成（P.33）」を参照してください。

表A-1.  ESX Server テクニカル サポートのコマンド （続き）
サービス 
コンソールの
コマンド コマンドの目的と VI Client での手順
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その他のコマンド
特定の内部操作をサポートするために、ESX Server インストールには、ネットワーク
やストレージの構成コマンドなど、標準的な Linux 構成コマンドのサブセットが含ま
れています。これらのマコマンドを使用して構成タスクを実行すると、構成上重大な
衝突が生じ、ESX Server の一部の機能が使用できなくなる可能性があります。
VMware Infrastructure のドキュメントまたは VMware テクニカル サポートで特に指定
されていない限り、ESX Server の構成は、必ずVI Client を使用して行ってください。

esxcfg-vswif サービス コンソールのネットワーク設定を作成およびアップデートします。こ
のコマンドは、ネットワークの構成上の理由で VI Client から ESX Server ホスト
を管理できない場合に使用します。詳細については、「サービス コンソールの
ネットワークに関するトラブル シューティング（P.81）」を参照してください。
VI Client でサービス コンソールの接続を設定するには、[ ネットワーク ] - [ ネッ
トワークの追加 ] をクリックします。[ サービス コンソール ] を選択し、[ ネッ
トワークの追加ウィザード ] の指示に従います。[ 接続設定 ] 手順で、IP アドレ
ス サブネット マスクとサービス コンソールのデフォルト ゲートウェイを定義
します。
設定を確認するには、サービス コンソール ポートの左側にある青いアイコンを
クリックします。これらの設定を編集する場合は、スイッチの [ プロパティ ] を
クリックします。スイッチの [ プロパティ ] ダイアログ ボックスのリストから、
サービス コンソール ポートを選択します。[ 編集 ] をクリックしてポートの [ プ
ロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、ポートの設定を変更します。
サービス コンソール接続の作成およびアップデート方法の完全な詳細について
は、「サービス コンソールの構成（P.37）」を参照してください。

esxcfg-vswitch 仮想マシンのネットワーク設定を作成およびアップデートします。
VI Client で仮想マシンの接続を設定するには、[ ネットワーク ] - [ ネットワーク
の追加 ] をクリックします。[ 仮想マシン ] を選択し、[ ネットワークの追加ウィ
ザード ] の指示に従います。
設定を確認するには、仮想マシン ポート グループの左側にある吹き出しのアイ
コンをクリックします。これらの設定を編集するには、スイッチの [ プロパ
ティ ] をクリックします。スイッチの [ プロパティ ] ダイアログ ボックスのリス
トから仮想マシンのポートを選択し、[ 編集 ] をクリックしてポートの [ プロパ
ティ ] ダイアログ ボックスを開き、ポートの設定を変更します。
仮想マシンの作成および構成方法の完全な詳細については、「仮想マシンに対す
る仮想ネットワーク構成（P.29）」を参照してください。

表A-1.  ESX Server テクニカル サポートのコマンド （続き）
サービス 
コンソールの
コマンド コマンドの目的と VI Client での手順
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B

vmkfstoolsプログラムを使用して、VMware ESX Server で仮想ディスク、ファイル シ
ステム、論理ボリュームおよび物理ストレージ デバイスを作成および処理します。
vmkfstoolsを使用すると、ディスクの物理パーティションで VMware File System
（VMFS）を作成および管理できます。また、このプログラムを使用して、VMFS-2、
VMFS-3 および NFS に保存されている、仮想ディスクなどのファイルを処理でき
ます。

vmkfstools操作の大半は、VI Client から実行されます。VI Client を使用してストレー
ジと連携する方法については、「ストレージの構成（P.103）」を参照してください。

この付録は、以下の節で構成されています。

vmkfstools コマンドの構文（P.288）

vmkfstools オプション（P.289）

vmkfstools の使用例（P.301）

vmkfstools の使用 B
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vmkfstools コマンドの構文
一般的に、vmkfstoolsコマンドを実行するためにルート ユーザーとしてログインす
る必要はありません。ただし、ファイル システム コマンドなどの一部のコマンドで
は、ルート ログインが必要な場合もあります。

vmkfstoolsコマンドでは、以下の引数を使用します。

<options> は、1 つまたは複数のコマンド ライン オプションで、vmkfstoolsで
実行するアクティビティ（たとえば、新規仮想ディスク作成時のディスク 
フォーマットの選択など）を指定するために関連付けられている引数です。

オプションを入力したら、/vmfs階層に相対または絶対ファイル パス名を入力
して、操作を実行するファイルまたは VMFS ファイル システムを指定します。

<partition>は、ディスク パーティションを指定します。この引数は、
vmhbaA:T:L:Pフォーマットを使用します。ここで、A、T、Lおよび Pは、それぞ
れ、アダプタ、ターゲット、LUNおよびパーティション番号を表す整数です。
パーティション番号は 0より大きく、有効な VMFS パーティション タイプ fbに
対応する必要があります。

たとえば、vmhba0:2:3:1の場合、LUN 3、ターゲット 2、HBA 0 の最初のパー
ティションです。

<device>は、デバイスまたは論理ボリュームを指定します。この引数は、ESX 
Server デバイス ファイル システムのパス名を使用します。パス名は、
/vmfs/devicesで始まります。これは、デバイス ファイル システムのマウント 
ポイントです。

異なるタイプのデバイスを指定する場合、以下のフォーマットを使用します。

/vmfs/devices/disks（ローカルまたは SANベース ディスク）

/vmfs/devices/lvm（ESX Server 論理ボリューム）

/vmfs/devices/generic（テープ ドライブなどの Generic SCSI デバイス）

<path>は、VMFS ファイル システムまたはファイルを指定します。この引数は、
ディレクトリ シンボリック リンク、Rawデバイス マッピングまたは /vmfs下の
ファイルを示す絶対または相対的パスです。

VMFSファイル システムを指定するには、以下のフォーマットを使用します。

/vmfs/volumes/<file_system_UUID>または
/vmfs/volumes/<file_system_label>
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 VMFS ファイルを指定するには、以下のフォーマットを使用します。

/vmfs/volumes/<file system label|file system UUID>/[dir]/myDisk.vmdk

現在の作業中のディレクトリが myDisk.vmdkの親ディレクトリの場合、パ
ス全体を入力する必要はありません。

以下に例を示します。

/vmfs/volumes/datastore1/rh9.vmdk

-v サブオプション
-vサブオプションは、コマンドから出力される冗長レベルを示します。このサブオ
プションのフォーマットは次のとおりです。

-v --verbose <number>

<number>の値は、1～ 10 の整数で指定します。

-vサブオプションは、任意の vmkfstoolsオプションと共に指定できます。オプ
ションの出力が -vサブオプションの使用に適していない場合、vmkfstoolsはコマ
ンド ラインの -vの部分を無視します。

vmkfstools オプション
ここでは、vmkfstoolsコマンドと共に使用するすべてのオプションを一覧表示しま
す。ここで説明するタスクの一部には、上級ユーザーにのみ推奨されるオプションが
含まれています。

長形式のオプションと短形式（1文字）のオプションは同義です。たとえば、次のコ
マンドは同じものです。

vmkfstools --createfs vmfs3 --blocksize 2m vmhba1:3:0:1
vmkfstools -C vmfs3 -b 2m vmhba1:3:0:1

詳細については、次の項を参照してください。

ファイル システムのオプション（P.290）

仮想ディスクのオプション（P.293）

デバイスのオプション（P.300）

注意 -vサブオプションは、任意の vmkfstools コマンド ラインに含めることができるので、
各オプションの説明では特に取り上げていません。
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ファイル システムのオプション
ファイル システムのオプションは、VMFS ファイル システムのセットアップ時に実
行できるタスクです。これらのオプションは、NFS には適用されません。これらのタ
スクのほとんどは、VI クライアントから実行できます。

詳細については、次の項を参照してください。

VMFS ファイル システムの作成（P.290）

既存の VMFS-3 ボリュームの拡張（P.291）

VMFS ボリュームの属性の一覧表示（P.291）

VMFS-2 の VMFS-3 へのアップグレード（P.292）

VMFS ファイル システムの作成
-C --createfs vmfs3

-b --blocksize <block_size>kK|mM 
-S --setfsname <fsName>

このオプションは、vmhba1:0:0:1など、指定した SCSI パーティションに VMFS-3
ファイル システムを作成します。パーティションは、ファイル システムのヘッド 
パーティションになります。

-Cオプションと共に、次のサブオプションを指定できます。

-b --blocksize　VMFS-3 ファイル システムのブロック サイズを指定します。
デフォルトのファイル ブロック サイズは 1MB です。指定する <block_size>
の値は、1MB、2MB、4MB または 8MB のいずれかでなければなりません。サイ
ズを入力する際、サフィックスの mまたは Mを追加して単位のタイプを指定し
ます。単位のタイプに大文字と小文字の区別はありません。— vmkfstoolsは、
mと Mのいずれもメガバイトとして認識します。

-S --setfsname　作成している VMFS-3 ファイル システムに、VMFS ボリューム
のボリューム ラベルを定義します。このサブオプションは、-Cオプションのみ
組み合わせて使用します。指定するラベルは、最大 128文字で、先頭または末
尾に空白を含めることはできません。

注意 VMFS-2 ファイル システムは、すべての ESX Server 3 で読み取り専用になっています。
ユーザーは、VMFS-2 ファイル システムを作成または変更することはできませんが、
VMFS-2 ファイル システムに保存されたファイルを読み取ることは可能です。VMFS-3
ファイル システムは、ESX 2.x ホストからアクセスできません。

要注意 1 つの LUNに配置できる VMFS ボリュームは 1つだけです。
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ボリューム ラベルを定義したら、それを使用していつでも vmkfstoolsコマン
ドに VMFS ボリュームを指定できます。VMFS ボリュームは、仮想マシン構成
ファイルのボリュームを参照する際にも使用できます。ボリューム名は、Linux
の ls -lコマンドで生成されるリストに、/vmfs/volumesディレクトリの下に
ある VMFS ボリュームへのリンク記号で表示されます。

VMFS ボリューム ラベルを変更するには、Linux の ln -sfコマンドを使用しま
す。次に例を示します。

ln -sf /vmfs/volumes/<UUID> /vmfs/volumes/<fsName>

<fsName>は、<UUID> VMFS に使用する新しいボリューム ラベルです。

例
vmkfstools -C vmfs3 -b 1m -S myvmfs vmhba1:3:0:1

この例では、vmhba アダプタ 1のターゲット 3、LUN 0 の最初のパーティションに、
myvmfsという名前の新しいVMFS-3ファイル システムを作成します。ファイル ブロッ
クのサイズは 1MBです。

既存の VMFS-3 ボリュームの拡張
-Z --extendfs <extention-device> <existing-VMFS-volume>

このオプションは、作成済みの VMFS ボリューム <existing-VMFS-volume> に新し
いエクステントを追加します。このオプションを使用するたびに、VMFS-3 ボリュー
ムに新しいエクステントが追加され、ボリュームが複数のパーティション上に拡張さ
れます。VMFS-3 論理ボリュームには、最大 32個の物理エクステントを含めること
ができます。

例
vmkfstools -Z vmhba0:1:2:4 vmhba1:3:0:1

この例では、論理ファイル システムを新しいパーティションに広げることによって
拡張します。拡張されたファイル システムは、2つのパーティション
（vmhba1:3:0:1と vmhba0:1:2:4）に展開します。 この例では、vmhba1:3:0:1は、
ヘッド パーティションの名前です。

VMFS ボリュームの属性の一覧表示 
-P --queryfs

-h --human-readable

要注意 このオプションを実行すると、<extension-device>で指定した SCSI デ
バイスにあるデータはすべて失われます。
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このオプションは、指定した VMFS ボリュームの属性がそのボリュームのファイルま
たはディレクトリで使用されると、それらの属性を一覧表示します。一覧表示される
属性は、VMFS バージョン番号（VMFS-2 または VMFS-3）、指定した VMFS ボリュー
ムを構成するエクステントの数、ボリューム ラベル（ある場合）、UUID、および
VMFS ボリュームを構成する各エクステントが属している SCSI デバイス名のリスト
です。

-Pオプションと共に、-hサブオプションを指定できます。このサブオプションを指
定すると、vmkfstoolsはよりわかりやすい形式（5k、12.1M、2.1Gなど）でボ
リュームの容量を一覧表示します。

VMFS-2 の VMFS-3 へのアップグレード 
VMFS-2 ファイル システムは、VMFS-3 にアップグレードできます。

ファイル システムのアップグレードでは、以下のオプションを使用します。

-T --tovmfs3 

-x --upgradetype [zeroedthick|eagerzeroedthick|thin] 

オプションは、ファイル システムのすべてのファイルを保持したまま、VMFS-2
ファイル システムを VMFS-3 に変換します。-Tオプションを使用する前に、
vmfs2 および vmfs3 ドライバをアンロードして、モジュール オプション
fsauxFunction=upgradeで補助ファイル システム ドライバ fsaux をロードして
ください。

-x --upgradetype [zeroedthick|eagerzeroedthick|thin]サブオプション
を -Tオプションで使用します。

-x zeroedthick（デフォルト）　VMFS-2 シック ファイルのプロパティを保
持します。zeroedthickファイル フォーマットでは、ディスク容量が今後
の使用のためにファイルに割り当てられ、未使用データ ブロックは消去さ
れません。

注意 VMFS ファイル システムを支援する任意のデバイスがオフラインになると、それに従
い、エクステントおよび使用可能スペースが変化します。

要注意 VMFS-2 から VMFS-3 ヘルプの変換は、単方向のプロセスです。VMFS ボ
リュームを VMFS-3 に変換すると、VMFS-2 ボリュームに戻すことは
できません。

VMFS-2 ファイル システムにアップグレードするためには、ファイル 
ブロック長を 8 MB 以下にする必要があります。
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-x eagerzeroedthick　変換中に、シック ファイルの未使用データ ブロッ
クを消去します。このサブオプションを使用する場合、アップグレード プ
ロセスは、他のオプションの場合よりかなりの時間がかかることがあります。

-x thin　VMFS-2シック ファイルをシン プロビジョニングVMFS-3ファイル
に変換します。シック ファイル フォーマットと対称的に、シン プロビジョ
ニング フォーマットでは、今後の使用を考慮した余分な容量がファイルに
割り当てられませんが、必要なときに容量が提供されます。この変換中、
シック ファイルの未使用ブロックは破棄されます。

変換中、ESX Server ファイル ブロック メカニズムにより、変換中の VMFS ボ
リュームに他のローカル プロセスがアクセスできなくなります。ただし、リ
モート ESX Server からこのボリュームへのアクセスを確認する必要はあります。
変換には数分かかる場合があり、コマンド プロンプトの表示によって完了が通
知されます。

変換後、fsaux ドライバをアップロードし、vmfs3 および vmfs2 ドライバをロー
ドして、通常の処置を再開します。

-u --upgradefinish 

このオプションは、アップグレードを完了します。

仮想ディスクのオプション
仮想ディスク オプションは、ファイル システム VMFS-2、VMFS-3 および NFS に保存
されている仮想ディスクを設定、移行および管理するときに実行できるタスクです。
これらのタスクのほとんどは、VI クライアントから実行することもできます。

詳細については、次の項を参照してください。

サポートされているディスク フォーマット（P.294）

仮想ディスクの作成（P.295）

仮想ディスクの初期化（P.295）

Thin 仮想ディスクの膨張（P.295）

仮想ディスクの削除（P.296）

仮想ディスクの名前変更（P.296）

仮想または Rawディスクのクローン作成（P.296）

VMware Workstation および VMware GSX Server 仮想マシンの移行（P.297）

仮想ディスクの拡張（P.297）

VMFS-2 仮想ディスクを VMFS-3 に移行する（P.297）
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仮想互換モードの Rawデバイス マッピングの作成（P.298）

RDMの属性の一覧表示（P.298）

物理互換モードの Rawデバイス マッピングの作成（P.299）

Rawデバイス記述子ファイルの作成（P.299）

仮想ディスク ジオメトリの表示（P.299）

サポートされているディスク フォーマット
仮想ディスクを作成またはそのクローンを作成する場合、-d --diskformatサブオ
プションを使用して、ディスクのフォーマットを指定できます。適切なフォーマット
を選択してください。

zeroedthick（デフォルト）　仮想ディスクに必要な容量は、作成中に割り当て
られます。物理デバイスに残る任意のデータは、作成中に消去されませんが、後
で仮想マシンの読み取りおよび書き込み操作中に消去されます。

eagerzeroedthick　仮想ディスクに必要な容量は、作成時に割り当てられま
す。zeroedthickフォーマットの場合とは異なり、物理デバイスに残るデータ
は、作成時に消去されます。このフォーマットのディスクは、他のタイプのディ
スクに比べて、作成に時間がかかることがあります。

thick　仮想ディスクに必要な容量は、作成時に割り当てられます。このタイプ
のフォーマットでは、この割り当てられた容量に存在する可能性のある任意の古
いデータは消去されません。

thin　シン プロビジョニング仮想ディスクです。thickフォーマットの場合と
異なり、仮想ディスクに必要な容量は、作成時に割り当てられませんが、後で、
必要なときに、提供、消去されます。

rdm　仮想互換モードの Rawディスク マッピングです。

rdmp　物理互換モード（パス スルー）の Rawディスク マッピングです。

raw　Rawデバイスです。

2gbsparse　エクステント サイズが最大 2GB のスパース ディスクです。この
フォーマットのディスクは、他の VMware と使用できます。

注意 NFS で使用できるディスク フォーマットは、thinおよび 2gbsparseだけです。デ
フォルトでは、ファイルおよび仮想ディスクは、NFS サーバに thinフォーマットで
保存されます。ブロックは必要に応じて割り当てられます。RDMなどの他のオプ
ションは、NFS ではサポートされていません。
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仮想ディスクの作成 
-c --createvirtualdisk <size>[kK|M|G]

-a --adaptertype [buslogic|lsilogic]<srcfile>
-d --diskformat [thin|zeroedthick|thick|eagerzeroedthick]

このオプションは、VMFS ボリューム上の指定したパスに仮想ディスクを作成しま
す。仮想ディスクのサイズを指定する必要があります。size>の値を入力する際、
サフィックスの k（キロバイト）、m（メガバイト）、または g（ギガバイト）を追加
すると、単位のタイプを指定できます。単位のタイプに大文字と小文字の区別はあり
ません。— vmkfstoolsは、kと Kのいずれもキロバイトとして認識します。単位の
タイプを指定しない場合、vmkfstoolsのデフォルトによりバイトに設定されます。

-cオプションと共に、次のサブオプションを指定できます。

-cオプションは、仮想ディスクとの通信に使用されるデバイス ドライバを指定
します。BusLogic ドライバと LSI Logic SCSI ドライバから選択できます。

-dは、ディスク フォーマットを指定します。ディスク フォーマットの詳細につ
いては、「サポートされているディスク フォーマット（P.294）」を参照してくだ
さい。

例
vmkfstools -c 2048m /vmfs/volumes/myVMFS/rh6.2.vmdk

この例では、myVMFS という名前の VMFS ファイル システムに、rh6.2.vmdkという
名前の 2GBの仮想ディスク ファイルを作成します。このファイルは、仮想マシンか
らアクセスできる空の仮想ディスクです。

仮想ディスクの初期化
-w --writezeros

このオプションは、すべてのデータにゼロを書き込むことで、仮想ディスクをク
リーンアップします。仮想ディスクおよび仮想ディスクをホストするデバイスの I/O
帯域幅のサイズによっては、このコマンドの完了に時間がかかることがあります。

Thin 仮想ディスクの膨張
-j --inflatedisk

このオプションは、すべての既存データを保持したまま、thin仮想ディスクを
eagerzeroedthickに変換します。最初に割り当てられなかったブロックは、割り当
ておよび消去されます。

要注意 このコマンドを使用する場合、仮想ディスクの任意の既存のデータは消失
します。
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ディスク フォーマットの詳細については、「サポートされているディスク フォーマッ
ト（P.294）」を参照してください。

仮想ディスクの削除 
-U --deletevirtualdisk

このオプションは、VMFS ボリュームの指定したパスにリストされている仮想ディス
クに関連付けられたファイルを削除します。

仮想ディスクの名前変更 
-E --renamevirtualdisk<oldName> <newName>

このオプションは、コマンド ラインのパスの指定部分にリストされている仮想ディ
スクに関連付けられたファイル名を変更します。-Eオプションを使用するには、オ
リジナルのファイル名またはファイル パス <oldName> を指定して、新規ファイル名
またはファイル パス <newName> を定義する必要があります。

仮想または Rawディスクのクローン作成 
-i --importfile <srcFile>

-d --diskformat [rdm:<device>|rdmp:<device>|raw:<device>|thin|2gbsparse]

このオプションは、指定された仮想ディスクまたは Rawディスクのコピーを作成し
ます。

-iオプションに、-dサブオプションを使用できます。このサブオプションは、作成
するコピーのディスク フォーマットを指定します。ディスク フォーマットの詳細に
ついては、「サポートされているディスク フォーマット（P.294）」を参照してくださ
い。

例
vmkfstools -i /vmfs/volumes/templates/gold-master.vmdk 

/vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk

この例では、テンプレート リポジトリから、myVMFSという名前のファイル システム
の myOS.vmdkという名前の仮想ディスク ファイルに、マスタ仮想ディスクの内容の
クローンを作成します。仮想マシンの構成ファイルで次の例のように行を追加する
と、この仮想ディスクを使用するよう仮想マシンを構成できます。

scsi0:0.present = TRUE 
scsi0:0.fileName = /vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk

注意 階層を保持しながら ESX Server REDO ログのクローンを作成するには、cpコマンドを
使用します。
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VMware Workstation および VMware GSX Server 仮想マシンの移行 
VI クライアントを使用して、VMware Workstation または VMware GSX Server で作成
された仮想マシンを ESX Server システムに移行することはできません。ただし、
vmkfstools -iコマンドを使用して、仮想ディスクを ESX Server システムにインポー
トして、このディスクをESX Server で作成する新規仮想マシンに追加することはでき
ます。

Workstation および GSX Server 仮想マシンを移行するには

1 Workstation または GSX Server ディスクを /vmfs/volumes/myVMFS/ディレクト
リにインポートします。

2 VI クライアントで、カスタム構成オプションを使用して、新規仮想マシンを作
成します。

3 ディスクを構成する場合、[既存の仮想ディスクを使用する ] オプションを選択
して、インポートしたWorkstation または GSX Server ディスクを追加します。

仮想ディスクの拡張 
-X --extendvirtualdisk <newSize>[kK|M|G]

このオプションは、仮想マシンの作成後、その仮想マシンに割り当てられたディスク
のサイズを拡張します。このコマンドを入力する場合は、このディスク ファイルを
使用している仮想マシンの電源をオフにしておく必要があります。また、追加スペー
スを有効に使用するために、ゲストOSは、新しいディスク サイズを認識し、使用で
きる必要があります。たとえば、ディスクのファイル システムを更新するなどの処
理が必要です。

newSizeパラメータをキロバイト、メガバイト、またはギガバイトで指定するには、
サフィックスの k（キロバイト）、m（メガバイト）、または g（ギガバイト）を追加
します。単位のタイプに大文字と小文字の区別はありません。— vmkfstoolsは、k

と Kのいずれもキロバイトとして認識します。単位のタイプを指定しない場合、
vmkfstoolsのデフォルトによりキロバイトに設定されます。

newSizeパラメータは、ディスクに追加する量だけでなく、新しい全体のサイズを定
義します。

たとえば、4 g 仮想ディスクを 1 g 拡張するには、以下のように入力します。

vmkfstools -X 5g

VMFS-2 仮想ディスクを VMFS-3 に移行する
-M --migratevirtualdisk

このオプションは、指定した仮想ディスク ファイルを ESX Server 2 フォーマットから
ESX Server 3 フォーマットに変換します。
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仮想互換モードの Rawデバイス マッピングの作成
-r --createrdm <device>

このオプションは、Raw Device Mapping（RDM）ファイルを VMFS-3 ボリュームに
作成し、Rawディスクをこのファイルにマッピングします。このマッピングが完了
すると、通常の VMFS 仮想ディスクと同様に Rawディスクにアクセスすることがで
きます。マッピングするファイルの長さは、参照する Rawディスクのサイズと同じ
です。

<device>パラメータを指定する場合、パーティションに 0を入力して、Rawディ
スク全体が使用されることを示します。以下のフォーマットを使用してください。

/vmfs/devices/disks/vmhbaA:T:L:0 

詳細については、「vmkfstools コマンドの構文（P.288）」を参照してください。

RDMの構成および使用の詳細については、「Rawデバイス マッピング（P.155）」を参
照してください。

例
vmkfstools -r /vmfs/devices/disks/vmhba1:3:0:0 foo_rdm.vmdk

この例では、foo_rdm.vmdkという名前の RDMファイルを作成し、Rawディスク
vmhba1:3:0:0をそのファイルにマッピングします。仮想マシンの構成ファイルで以
下の行を追加すると、foo_rdm.vmdkマッピング ファイルを使用するよう仮想マシン
を構成できます。

scsi0:0.present = TRUE 
scsi0:0.fileName = /vmfs/volumes/myVMFS/foo_rdm.vmdk

RDMの属性の一覧表示
-q --queryrdm

このオプションを使用して、Rawディスク マッピングの属性を一覧表示することが
できます。

rdm:<device>または raw:<device>指定と使用する場合、このオプションは、マッ
ピング ファイルを使用する <device>で参照される Rawディスクの vmhba 名を打
ち出します。また、このオプションは、Rawディスクの任意の既存の識別情報を打
ち出します。

注意 VMFS-3 のすべてのファイル ロック機構は、Rawディスク マッピングにも適用され
ます。
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物理互換モードの Rawデバイス マッピングの作成
-z --createrdmpassthru <device>

このオプションを使用して、パススルー モードの Rawデバイスを VMFS ボリューム
上のファイルにマッピングできます。このマッピングでは、仮想ディスクにアクセス
するときに、仮想マシンは ESX Server SCSI コマンド フィルタリングをバイパスでき
ます。このタイプのマッピングは、仮想マシンが企業独自の SCSI コマンドを送信す
る必要がある場合に役に立ちます。たとえば、SAN対応のソフトウェアが仮想マシン
内で実行する場合などです。

このタイプのマッピングが完了すると、それを使用して、他の VMFS 仮想ディスクと
同様に Rawディスクにアクセスすることができます。

<device>パラメータを指定する場合、パーティションに 0を入力して、Rawデバ
イス全体が使用されることを示します。以下のフォーマットを使用してください。

/vmfs/devices/disks/vmhbaA:T:L:0 

詳細については、「vmkfstools コマンドの構文（P.288）」を参照してください。

Rawデバイス記述子ファイルの作成
-Q --createrawdevice <device>

このオプションは、VMFS ファイル システム上に Rawデバイス記述子ファイルを作
成します。このオプションは、テープ デバイスなどのGeneric SCSI デバイスのみに
使用してください。

<device>パラメータを入力する際、次のフォーマットを使用します。

/vmfs/devices/generic/vmhbaA:T:L:P 

詳細については、「vmkfstools コマンドの構文（P.288）」を参照してください。

仮想ディスク ジオメトリの表示
-g --geometry

このオプションは、仮想ディスクのジオメトリの情報を取得します。

出力形式は次のとおりです。Geometry information C/H/S。ここで Cはシリンダ
数、Hはヘッド数、Sはセクタ数を表します。

注意 VMware Workstation の仮想ディスクを ESX Server にインポートすると、ディスク ジ
オメトリの不整合を示すエラー メッセージが表示される場合があります。また、
ディスク ジオメトリの不整合によって、ゲストOS のロードや、新規作成された仮想
マシンの実行に問題が生じる場合もあります。
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デバイスのオプション
デバイスのオプションを使用して、作業している物理ストレージ デバイスの管理タ
スクを実行できます。これらのタスクのほとんどは、VI クライアントから実行でき
ます。

この節では、以下のトピックについて説明します。

アダプタのスキャン（P.300）

LUNの SCSI 予約の管理（P.300）

アダプタのスキャン 
-s --scan<adapterName>

このオプションは、新しく追加または変更されたデバイスまたは LUN向けの特定の
アダプタをスキャンします。-sオプションは、ストレージ エリア ネットワーク
（SAN）に接続されたアダプタのスキャンに特に有益です。新規のデバイスまたは
LUNがアダプタ経由でアクセス可能になると、ESX Server はこの新規のデバイスを仮
想マシン用に登録します。既存の LUNが使用できないと判断されると、仮想マシン
の使用リストから削除されます。

すべてのアダプタをスキャンするには、次のコマンドを使用します。
esxcfg-rescan 

ls /vmfs/devices/disksを使用すると、スキャンの結果を確認できます。

例
vmkfstools -s vmhba1

この例では、vmhba1アダプタをスキャンし、新しいターゲットや LUNが追加されて
いるかどうかを判断します。このコマンドを使用して、削除されたターゲットや
LUNがないかどうかを確認することもできます。

LUN の SCSI 予約の管理 
-L --lock [reserve|release|lunreset|targetreset|busreset] <device>

このオプションを使用して、ESX Server ホスト専用の SCSI LUN を予約する、他のホ
ストがアクセスできるよう予約を解除する、またはターゲットからの予約をすべて強
制的に解除して予約をリセットすることができます。

要注意 -Lオプションを使用すると、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）上
の他のサーバの操作を中断する可能性があります。-Lオプションは、ク
ラスタリング設定のトラブルシューティングでのみ使用してください。
ヴイエムウェアにより特別な推奨がない限り、VMFS ボリュームをホスト
する LUNではこのオプションは使用しないでください。
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-Lオプションには、複数の指定方法があります。

-L reserve　指定した LUNを予約します。予約後、その LUNを予約したサーバ
だけがアクセスできます。他のサーバがその LUNにアクセスしようとすると、
それらのサーバに予約エラーが生成されます。

-L release　指定した LUNの予約を解除します。すべてのサーバは、LUNに再
びアクセスできます。

-L lunreset　LUNの予約をクリアし、LUNをすべてのサーバに再び使用できる
ようにすることで、指定した LUNをリセットします。リセットは、デバイス上
のその他の LUNには影響しません。デバイス上で他の LUNが予約されている場
合、その予約は引き有効です。

-L targetreset　全体のターゲットをリセットします。ターゲットに関連付け
られたすべての LUNの予約を消去し、すべてのサーバが再びそれらの LUNを使
用できるようにします。

-L busreset　バス上のアクセス可能なすべてのターゲットをリセットします。
バスからアクセスできるすべての LUNの予約を消去し、すべてのサーバが再び
それらの LUNを使用できるようにします。

device>パラメータを入力する際、次のフォーマットを使用します。

/vmfs/devices/disks/vmhbaA:T:L:P 

詳細については、「vmkfstools コマンドの構文（P.288）」を参照してください。

vmkfstools の使用例
ここでは、vmkfstoolsコマンドと前述のさまざまなオプションの使用例を示します。

この項では、以下のトピックについて説明します。

新規 VMFS-3 ファイル システムの作成（P.301）

VMFS-3 ファイル システムへのパーティションの追加（P.302）

新規仮想ディスクの作成（P.302）

仮想ディスクのクローン作成（P.302）

raw デバイス マッピングの作成（P.302）

変更されたアダプタのスキャン（P.302）

新規 VMFS-3 ファイル システムの作成 
vmkfstools -C vmfs3 -b 1m -S myvmfs vmhba1:3:0:1

この例では、SCSI アダプタ 1の LUN 0、ターゲット 3の最初のパーティションに、
myvmfsという名前の新しいVMFS-3ファイル システムを作成します。ファイル ブロッ
クのサイズは 1MBです。
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VMFS-3 ファイル システムへのパーティションの追加 
vmkfstools -Z vmhba0:1:2:4 vmhba1:3:0:1

この例では、論理ファイル システムを新しいパーティションに広げることによって
拡張します。拡張されたファイル システムは、2つのパーティション
（vmhba1:3:0:1と vmhba0:1:2:4）をまたいで配置されます。 この例では、
vmhba1:3:0:1は、ヘッド パーティションの名前です。

新規仮想ディスクの作成 
vmkfstools -c 2048m /vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk

この例では、myVMFS という名前の VMFS ファイル システムに、myOS.vmdkという
名前の 2GBの仮想ディスク ファイルを作成します。このファイルは、仮想マシンか
らアクセスできる空の仮想ディスクです。

仮想ディスクのクローン作成
vmkfstools -i /vmfs/volumes/templates/gold-master.vmdk 

/vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk

この例では、テンプレート リポジトリから、myVMFSという名前のファイル システム
の myOS.vmdkという名前の仮想ディスク ファイルに、マスタ仮想ディスクの内容の
クローンを作成します。仮想マシンの構成ファイルで次の例のように行を追加する
と、この仮想ディスクを使用するよう仮想マシンを構成できます。

scsi0:0.present = TRUE 
scsi0:0.fileName = /vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk 

raw デバイス マッピングの作成
vmkfstools -r /vmfs/devices/disks/vmhba1:3:0:0 foo_rdm.vmdk

この例では、foo_rdm.vmdkという名前の RDMファイルを作成し、Rawディスク
vmhba1:3:0:0をそのファイルにマッピングします。先の例と同様に、
foo_rdm.vmdkマッピング ファイルを使用するよう仮想マシンを構成できます。詳細
に関しては「仮想ディスクのクローン作成（P.302）」を参照してください。

変更されたアダプタのスキャン 
vmkfstools -s vmhba1

この例では、vmhba1アダプタをスキャンし、新しいターゲットや LUNが追加されて
いるかどうかを判断します。このコマンドを使用して、削除されたターゲットや
LUNがないかどうかを確認することもできます。
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