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本書について

『VMware vSphere の概要』 では、VMware® vSphere の機能について説明します。『VMware vSphere の概要』 では、
ESX、ESXi、および vCenter Server について説明します。

対象読者

本書は、VMware vSphere のコンポーネントおよび機能について習得する必要のある方を対象としています。記載され
ている情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経験があり、仮想マシン テクノロジーおよびデータ
センターの運用に詳しい方を対象としています。

ヴイエムウェアの技術ドキュメントの用語集

ヴイエムウェアの技術ドキュメントには、新しい用語などを集約した用語集があります。当社の技術ドキュメントで使用

されている用語の定義については、http://www.vmware.com/support/pubs をご覧ください。

本書へのフィードバック

ドキュメントの向上にご協力ください。本書に関するコメントがございましたら、次のメールアドレスまでご連絡ください。

docfeedback@vmware.com

VMware vSphere のドキュメント

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

図で使用される略語

本書の図では、表 1 の略語を使用しています。

表 1.  略語

略語 説明

データベース vCenter Server データベース

データストア 管理対象ホストのストレージ

dsk# 管理対象ホストのストレージ ディスク

ホスト n vCenter Server が管理するホスト （管理対象ホスト）

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

tmplt テンプレート
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表 1.  略語 (続き)

略語 説明

ユーザー # アクセス権を持つユーザー

VC vCenter Server

VM# 管理対象ホストの仮想マシン

テクニカル サポートおよび教育リソース

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

オンライン サポートおよび電

話によるサポート

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

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

http://www.vmware.com/support/japan.html をご覧ください。

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

ヴイエムウェア プロフェッ

ショナル サービス

ヴイエムウェア教育サービスの有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボやケース
スタディをご紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料

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

認定プログラム、およびコンサルティング サービスの情報については、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。
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VMware vSphere について

VMware vSphere は仮想化の機能を活用してデータ センターをシンプルなクラウド コンピューティング インフラスト
ラクチャに変換し、IT 部門が柔軟で信頼性の高い IT サービスを提供できるようにします。VMware vSphere は、複数の
システムにわたって基盤となる物理ハードウェア リソースの仮想化と統合を行い、データ センターに仮想リソースのプー
ルを提供します。

VMware vSphere はクラウド オペレーティング システムとして、インフラストラクチャの大量の集合 （CPU、ストレージ、
およびネットワークなど） をシームレスで動的な動作環境として管理すると同時に、データ センターで発生する複雑な
問題も管理します。VMware vSphere は次のコンポーネント レイヤーで構成されています。

インフラストラクチャ サービ

ス

インフラストラクチャ サービスは、ハードウェアまたはインフラストラクチャのリソー
スの抽象化、集約、および割り当てを行うためのサービス セットです。インフラスト
ラクチャ サービスは次のような複数の種類に分けられます。

n VMware vCompute： 基礎部分にあるサーバ リソースの種類が異なる場合に抽
象化を行う VMware 機能です。vCompute サービスは異なる種類のサーバから
リソースを集約し、これをアプリケーションに割り当てます。

n VMware vStorage： 仮想環境でストレージの管理および使用をもっとも効率的
に行なえるようにするテクノロジーです。

n VMware vNetwork： 仮想環境でのネットワーク機能を簡素化したり向上させた
りするテクノロジーです。

アプリケーション サービス アプリケーション サービスは、アプリケーションの可用性、セキュリティ、およびス
ケーラビリティを確保するためのサービス セットです。例として、HA やフォールト
トレランスが挙げられます。

VMware vCenter Server VMware vCenter Server はデータ センターの単一制御ポイントになります。アクセス
コントロール、パフォーマンス監視、構成など、データ センターの基幹サービスを提
供します。

クライアント ユーザーは vSphere Client または Web ブラウザ経由の Web Access といったクラ
イアント経由で、VMware vSphere データ センターにアクセスできます。

図 1 は、VMware vSphere のコンポーネント レイヤー間の関係を示しています。
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図 1.  VMware vSphere のコンポーネント レイヤー
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VMware vSphere のコンポーネント

VMware vSphere のコンポーネントについて、各部分とそれらの連携方法を紹介します。

VMware vSphere には、次のコンポーネントが含まれています。

VMware® ESX および

VMware® ESXi
物理サーバ上で動作する仮想化レイヤー。プロセッサ、メモリ、ストレージ、およびリ

ソースを複数の仮想マシン内に抽象化します。

次の 2 つのバージョンの ESX が利用できます。

n VMware ESX 4.1 には、組み込みサービス コンソールが含まれます。これは、イ
ンストール可能な CD-ROM ブート イメージとして使用できます。

n VMware ESXi 4.1 にはサービス コンソールはありません。これには 2 種類があ
ります。VMware ESXi 4.1 Embedded と VMware ESXi 4.1 Installable です。
ESXi 4.1 Embedded は、サーバの物理ハードウェアに組み込まれるファームウェ
アです。ESXi 4.1 Installable は、インストール可能な CD-ROM ブート イメージ
として使用できるソフトウェアです。ESXi 4.1 Installable ソフトウェアはサーバ
のハード ドライブ上にインストールします。

VMware® vCenter Server 仮想 IT 環境の構成、プロビジョニング、および管理を行う場合の中心となります。

VMware® vSphere Client Windows PC からユーザーが vCenter Server または ESX/ESXi にリモート接続でき
るようにするインターフェイスです。

VMware® vSphere Web
Access

仮想マシンの管理およびリモート コンソールへのアクセスを可能にする Web インター
フェイスです。

VMware® 仮想マシン ファイ

ル システム （VMFS）

ESX/ESXi 仮想マシン向けの高パフォーマンスのクラスタ ファイル システムです。

VMware vSphere の概要
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VMware® Virtual SMP 単一の仮想マシンで複数の物理プロセッサを同時に使用できるようにする機能です。

VMware® vMotion および

Storage vMotion
VMware vMotion では、ある物理サーバから別の物理サーバに、実行中の仮想マシン
をライブ移行できます。このとき、ゼロ ダウンタイム、サービス可用性の維持、およ
びトランザクション完全性の確保が可能です。Storage vMotion を使用すると、サー
ビスを中断せずに、仮想マシン ファイルをデータストア間で移行できます。仮想マシ
ンとそのすべてのディスクを 1 つの場所に配置することも、仮想マシン構成ファイル
と各仮想ディスクを別の場所に配置することもできます。Storage vMotion 中、仮想
マシンは同じホスト上にとどまります。

vMotion での移行により、パワーオン状態の仮想マシンを新しいホストに移動できま
す。vMotion での移行では、仮想マシンの可用性を中断せずに仮想マシンを新しいホ
ストに移動できます。vMotion での移行は、データ センター間での仮想マシンの移行
には使用できません。

Storage vMotion での移行により、パワーオン状態の仮想マシンの仮想ディスクまた
は構成ファイルを新しいデータストアに移動できます。Storage vMotion での移行で
は、仮想マシンの可用性を中断せずに仮想マシンのストレージを移動できます。

VMware® High Availability
（HA）

仮想マシンに高可用性を提供する機能です。サーバに障害が発生した場合、影響を受け

た仮想マシンは、容量に余裕がある別の本番サーバで再起動されます。

VMware® Distributed
Resource Scheduler

（DRS）

仮想マシンのハードウェア リソース全体で、コンピューティング能力の割り当てとバ
ランシングを動的に行う機能です。この機能には Distributed Power Management
（DPM） が含まれており、データ センターでの電力消費を大幅に削減できます。

VMware® vSphere SDK VMware vSphere へのアクセスに使用する標準インターフェイスを、VMware およ
びサードパーティのソリューションに提供する機能です。

VMware® Fault Tolerance 仮想マシンでフォールト トレランスを有効にすると、元の （プライマリ） 仮想マシン
のセカンダリ コピーが作成されます。プライマリ仮想マシン上で実行されたすべての
アクションは、セカンダリ仮想マシンにも適用されます。プライマリ仮想マシンが使用

できなくなった場合、セカンダリ仮想マシンがアクティブになり、可用性を継続して提

供します。

vNetwork 分散スイッチ

（vDS）

分散仮想スイッチ （vDS） を含む機能です。多数の ESX/ESXi ホストにまたがって、
継続的なネットワーク保守作業を大幅に削減し、ネットワーク キャパシティを高めます。
これにより、仮想マシンが複数のホスト間で移行されても、一貫したネットワーク構成

を維持できます。

ホスト プロファイル ユーザー定義による構成ポリシーに基づき、ホスト構成管理を簡素化する機能です。ホ

スト プロファイル ポリシーは検証された既知のホスト構成の設計図をとらえ、これを
利用して複数ホスト上でネットワーク、ストレージ、セキュリティ、およびその他の設

定を構成します。ホスト プロファイル ポリシーでは、データ センター全体が標準のホ
スト構成設定に準拠しているかどうかも監視できます。ホスト プロファイルを使用す
ることで、手動でホストを構成する手順が減り、データ センター全体で整合性と正確
性を維持しやすくなります。

プラグ可能ストレージ アーキ

テクチャ （PSA）

アレイ認定の柔軟性を高め、アレイの最適化によってパフォーマンスを向上させるスト

レージ パートナー プラグイン フレームワークです。PSA はマルチパスの I/O フレー
ムワークであり、ストレージ パートナーは ESX のリリース スケジュールと同時ではな
くてもアレイが提供できるようになります。また、VMware のパートナーはパフォー
マンスを高くするマルチパス ロードバランシング動作を実現して、その動作をアレイ
ごとに最適化できます。

VMware vSphere について
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vSphere データ センターの物理トポロジ

一般的な VMware vSphere データ センターは、基本的な物理要素 （x86 仮想化サーバ、ストレージ ネットワークおよ
びアレイ、IP ネットワーク、管理サーバ、デスクトップ クライアントなど） で構成されます。

vSphere データ センターのこの物理トポロジを 図 2 に示します。

図 2.  VMware vSphere データ センターの物理トポロジ

サーバ
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サーバ
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サーバ
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vSphere データ センターのトポロジを構成するコンポーネントは次のとおりです。

コンピューティング サーバ 業界標準の x86 サーバで、ベア メタルで ESX/ESXi を実行します。ESX/ESXi ソフト
ウェアは仮想マシンにリソースを提供し、仮想マシンを実行します。仮想環境では、各

コンピューティング サーバはスタンドアロン ホストと呼ばれます。同様に構成された
複数の x86 サーバを同一のネットワークおよびストレージ サブシステムに接続してグ
ループ化し、クラスタと呼ばれる仮想環境内のリソースの統合セットを構築できます。

ストレージ ネットワークおよ

びアレイ

ファイバ チャネル SAN アレイ、iSCSI SAN アレイ、および NAS アレイは、広く使用
されているストレージ テクノロジーで、データ センター ストレージのさまざまなニー
ズに対応できるように VMware vSphere によってサポートされています。ストレージ
アレイは、ストレージ エリア ネットワークを介してサーバのグループに接続され、共
有されます。この配置によってストレージ リソースの集約が可能となるため、仮想マ
シンへプロビジョニングする場合に高い柔軟性が実現します。

IP ネットワーク 各コンピューティング サーバに複数の NIC を装備すれば、広域バンド幅が実現し、
VMware vSphere データ センター全体で信頼性の高いネットワークを利用できます。

VMware vSphere の概要
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vCenter Server vCenter Server はデータ センターにとっての単一制御ポイントです。アクセス コン
トロール、パフォーマンス監視、構成など、データ センターの基幹サービスを提供し
ます。個々のコンピューティング サーバのリソースを統合し、データ センター全体の
仮想マシン間でそのリソースを共有できるようになります。これは、システム管理者が

設定するポリシーに基づき、コンピューティング サーバへの仮想マシン割り当てを管
理したり、コンピューティング サーバにある仮想マシンへのリソース割り当てを管理
したりすることにより実現されています。

コンピューティング サーバは、たとえばネットワークが切断されて vCenter Server
がアクセス不能になるという予想外のイベントが発生しても、引き続き機能します。こ

の場合、サーバは個別に管理でき、最後に設定されたリソース割り当てに基づいて割り

当てられた仮想マシンを継続して実行します。vCenter Server への接続がリストアさ
れると、vCenter Server でデータ センター全体を再び管理できます。

管理クライアント VMware vSphere には、データ センター管理用と仮想マシン アクセス用のインター
フェイスが複数用意されています。これらのインターフェイスには、VMware vSphere
Client （vSphere Client）、Web ブラウザを介した Web アクセス、vSphere
Command-Line Interface （vSphere CLI）、または vSphere Management
Assistant （vMA） が含まれます。

仮想データ センター アーキテクチャ

VMware vSphere は、サーバ、ストレージ、およびネットワークを含む IT インフラストラクチャ全体を仮想化します。

VMware vSphere は、これらの異種リソースを統合し、均一化された構成要素のセットとして仮想環境に提供します。
VMware vSphere を使用すれば、IT リソースを共有ユーティリティのように管理でき、さまざまなビジネス ユニットや
プロジェクトにリソースを動的にプロビジョニングできます。

図 3 は、仮想データ センターの主な構成要素を示しています。

図 3.  仮想データ センター アーキテクチャ
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vSphere を使用すると、これらの主な構成要素を表示、構成、および管理できます。次は主な要素の一覧です。

n コンピューティング リソースとメモリ リソース （ホスト、クラスタ、リソース プール）

n ストレージ リソース （データストア）

VMware vSphere について
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n ネットワーク リソース （ネットワーク）

n 仮想マシン

ホストとは、ESX/ESXi を実行する物理マシンのコンピューティング リソースとメモリ リソースを仮想化したものです。2
台以上の物理マシンをグループ化し、まとめて管理できるようにした場合、統合されたコンピューティング リソースおよ
びメモリ リソースからクラスタが構成されます。マシンを動的にクラスタに追加したり、クラスタから削除できます。ホ
ストとクラスタのコンピューティング リソースとメモリ リソースは、リソース プールの階層に細かく分割できます。

データストアは、データ センター内の基盤となる物理ストレージ リソースの組み合わせを仮想化したものです。これら
の物理ストレージ リソースは、次のソースから取得できます。

n サーバのローカル SCSI ディスク、SAS ディスク、または SATA ディスク

n ファイバ チャネル SAN ディスク アレイ

n iSCSI SAN ディスク アレイ

n NAS （ネットワーク接続型ストレージ） アレイ

仮想環境内のネットワークは、仮想マシンを相互に接続するか、仮想データ センター外部の物理ネットワークに接続します。

仮想マシンの作成時に、仮想マシンが対応する特定のホスト、クラスタまたはリソース プール、およびデータストアを指
定できます。仮想マシンのパワーオン後、リソースは、ワークロードが増加すると動的に消費され、ワークロードが減少

すると動的に解放されます。

仮想マシンのプロビジョニングは、物理マシンの場合よりも迅速で簡単です。新しい仮想マシンは数秒で作成できます。

仮想マシンをプロビジョニングすると、適切なオペレーティング システムおよびアプリケーションに変更を加えず仮想マ
シンにインストールでき、物理マシンにインストールした場合と同様に特定のワークロードを処理できます。さらに仮想

マシンは、オペレーティング システムとアプリケーションがインストールおよび構成された場合でもプロビジョニングで
きます。

リソースは、リソースを所有するシステム管理者が設定したポリシーに基づいて仮想マシンにプロビジョニングされます。

これらのポリシーにより、パフォーマンスを保証するために、特定の仮想マシン用にリソース一式を確保できます。また、

リソース全体の可変部分に優先順位を付けて、各仮想マシンに設定することもできます。ある仮想マシンをパワーオンし

た結果リソース割り当てポリシーに違反してしまう場合、その仮想マシンはパワーオンされたり、リソースを消費したり

しません。リソースおよび電力管理の詳細については、『リソース管理ガイド』 を参照してください。

ホスト、クラスタ、およびリソース プール

ホスト、クラスタ、およびリソース プールを使用すると、仮想環境内で統合されるコンピューティング リソースとメモリ
リソースの整理、および基盤となる物理リソースへのそれらのリソースの再関連付けを、柔軟かつ動的に行うことができます。

ホストは、物理 x86 サーバの統合されたコンピューティング リソースとメモリ リソースを表します。たとえば、物理 x86
サーバにそれぞれ 4GHz で動作する 4 個のデュアルコア CPU と 32GB のシステム メモリが搭載されている場合、そのホ
ストに割り当てられている仮想マシンの実行に、32GHz のコンピューティング能力と 32GB のメモリを使用できます。

クラスタは単一のエンティティのように機能し、またそれを扱うように管理できます。クラスタは、同一のネットワーク

とストレージ アレイを共有する物理 x86 サーバ グループの、コンピューティング リソースおよびメモリ リソースを統合
したものとみなされます。たとえば、グループの中に 4GHz で動作する 4 個のデュアルコア CPU と 32GB のメモリが搭
載されているサーバが 8 台にある場合、そのクラスタで仮想マシンの実行に使用できるのは、合計 256GHz のコンピュー
ティング能力と 256GB のメモリです。

リソース プールは、単一のホストまたはクラスタのコンピューティング リソースとメモリ リソースのパーティションです。
リソース プールは階層化し、入れ子にできます。すべてのリソース プールは、より小さなリソース プールに分割できます。
その後、グループ別または目的別にリソースを分割して割り当てることができます。

VMware vSphere の概要
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図 4 は、リソース プールの使用例を示しています。それぞれに 4GHz のコンピューティング能力を備え 16GB のメモリ
が搭載されている 3 台の x86 サーバを統合して、12GHz のコンピューティング能力と 48GB のメモリを備えたクラスタ
を構成しています。「経理部」 のリソース プールは、8GHz のコンピューティング能力と 32GB のメモリをクラスタで予
約しています。残り 4GHz のコンピューティング能力と 16GB のメモリは、それ以外の仮想マシン用に予約されます。そ
れより小さいリソース プール 「会計」 は、「経理部」 のリソース プールから、会計課の仮想マシン用に 4GHz のコン
ピューティング能力と 16GB のメモリを予約しています。残り 4GHz のコンピューティング能力と 16GB のメモリは、
「給与計算」 と呼ばれる仮想マシン用です。

図 4.  ホスト、クラスタ、およびリソース プール
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リソース割り当てポリシーは動的に変更できます。たとえば、年末に 「会計」 のワークロードが増加したので、「会計」
リソース プール用に予約したコンピューティング能力を 4GHz から 6GHz に増やすとします。リソース プールの変更は、
関連する仮想マシンを停止することなく、動的に行うことができます。

予約リソースがリソース プールまたは仮想マシンによって使用されていない場合、リソースは共有できます。この例で、
「会計」 用に予約された 4GHz のリソースが使用されていない場合、「給与計算」 仮想マシンがそのリソースをピーク時
に利用できます。「会計」 でリソースの需要が増加した場合、「給与計算」 は使用していたリソースを動的に返還します。
リソースはさまざまなリソース プール用に予約されていますが、所有者が使用していない場合でも、無駄にはなっていま
せん。この機能はリソース使用率を高くすると同時に、予約量を満たしてリソース ポリシーを徹底します。

この例で示したように、リソース プールを入れ子にしたり、階層に編成したり、動的に再構成したりすることで、IT 環境
を企業の組織に対応させることができます。個々のビジネス ユニットは、リソース プーリングの効率性のメリットを享
受しながら、専用のリソースを確保できます。

ESX/ESXi はメモリ圧縮によるキャッシュ機能を備えているため、メモリのオーバーコミットメントの使用時に仮想マシ
ンのパフォーマンスを向上させます。メモリ圧縮はデフォルトで有効になっています。ホストのメモリがオーバーコミッ

ト状態になると、ESX/ESXi は仮想ページを圧縮し、メモリに保存します。

圧縮メモリへのアクセスは、ディスクにスワップされたメモリへのアクセスよりも早いため、ESX/ESXi でメモリ圧縮を
使用すると、パフォーマンスに影響を与えることなくメモリをオーバーコミットできます。仮想ページでスワップが必要

な場合、ESX/ESXi はまずページを圧縮しようとします。2KB 以下に圧縮できたページは仮想マシンの圧縮用キャッシュ
に保存されるため、ホストの容量が増加します。
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VMware vSphere 分散サービス

VMware vMotion、VMware Storage vMotion、VMware DRS、ストレージ I/O コントロール、VMware HA、および
VMware フォールト トレランスは、効率的で自動化されたリソース管理と仮想マシンの高可用性を実現する分散サービ
スです。

仮想マシンは ESX/ESXi 上で実行され、ESX/ESXi のリソースを消費します。vMotion を使用すると、図 5 に示すように、
サービスを停止せずに実行中の仮想マシンを別の物理サーバに移行できます。結果的に、リソース割り当ての効率が高ま

ります。vMotion を使用すると、物理サーバ間で、仮想マシンにリソースを動的に再割り当てできます。

図 5.  vMotion での移行
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Storage vMotion を使用すると、サービスを停止せずに実行中の仮想マシンをデータストア間で移行できます。これに
よって、たとえばネットワーク管理者は、ストレージ アレイ間で仮想マシンの負荷を解放して、保守、LUN の再構成、
容量不足問題の解消、および VMFS ボリュームのアップグレードを行うことができます。システム管理者は Storage
vMotion を使用して、仮想マシンのディスクをシームレスに移行することで、ストレージ環境を最適化してパフォーマン
スを改善できます。

VMware DRS により、物理ホストのクラスタを単一のコンピューティング リソースとして管理できます。仮想マシンを
クラスタに割り当てると、仮想マシンを実行するのに適したホストを DRS が検出します。DRS は、クラスタ内で負荷が
分散されるよう仮想マシンを配置すると同時に、クラスタ全体にリソース割り当てポリシー （予約、優先順位、制限など）
が実施されるようにします。仮想マシンがパワーオンされると、DRS はホスト上に仮想マシンの初期配置を実行します。
クラスタの状態変化 （負荷や使用可能なリソースなど） に伴い、DRS が必要に応じて （vMotion で） 仮想マシンを別
のホストに移行します。

図 6.  VMware DRS
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新しい物理サーバがクラスタに追加されると、DRS は実行中の仮想マシンを分散できるため、仮想マシンは新しいリソー
スを即座に利用できます。
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DPM を有効にすると、クラスタ レベルおよびホスト レベルでの容量と、クラスタ内で稼働している仮想マシンの需要が
比較されます。実行中の仮想マシンが要求しているリソースがクラスタ内のホストのサブセットで満たすことができる場合、

DPM は仮想マシンをこのサブセットに移行し、必要ないホストをパワーオフします。リソース要求が増大すると、DPM
はこのようなホストを再度パワーオンし、仮想マシンをそこに移行します。DPM が実行するこの動的なクラスタ サイズ
調整により、仮想マシンのパフォーマンスや可用性を犠牲にすることなく、クラスタの電力消費を削減できます。

DRS を構成すると、仮想マシンの配置、仮想マシンの移行、およびホストの電源操作を実行されるようにしたり、データ
センター管理者に推奨設定を提供して手動操作を可能にしたりできます。

ストレージ I/O コントロールの輻輳管理機能によってクラスタ全体でストレージ I/O の優先順位付けが可能となり、管理者は
I/O 共有で輻輳のしきい値を設定できます。

VMware HA を使用すると、ホストで障害が発生した場合に、クラスタ内の別の物理サーバ上で仮想マシンを迅速かつ自
動的に再起動できます。仮想マシン内のすべてのアプリケーションは高可用性のメリットを得ることができます。

HA はクラスタ内のすべての物理ホストを監視し、ホスト障害を検出します。各物理ホストに配置されたエージェントが、
リソース プール内のほかのホストとの間でハートビートを維持します。ハートビートが失われると、障害の影響が及ぶす
べての仮想マシンの再起動プロセスがほかのホスト上で開始されます。VMware HA の例は 図 7 を参照してください。HA
の管理制御機能によって、ホスト障害時に別の物理ホストで仮想マシンを再起動するのに必要なリソースが、常にクラス

タ内に確保されます。

図 7.  VMware HA
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HA は、HA クラスタ内の仮想マシンのステータスを監視する、仮想マシン監視機能も備えています。仮想マシンで一定
時間内にハートビートが生成されなかった場合、仮想マシン監視機能によって障害が発生したとみなされ、仮想マシンが

再起動されます。再起動が発生する場合、ポリシーで再起動数を制御できます。

HA は、vCenter Server を使用して中央で構成されます。HA は構成されると、vCenter Server がなくても、各 ESX ホ
スト上で分散された状態で動作し続けます。vCenter Server で障害が発生した場合でも、HA のフェイルオーバー機能は
正常に仮想マシンを再起動できます。

VMware vLockstep テクノロジーを使用して、ESX/ESXi ホスト プラットフォーム上の VMware フォールト トレランス
（FT） は、別々のホストで仮想ロックステップ方式で動作するシャドウ コピー （セカンダリ仮想マシン） により仮想マシン
（プライマリ仮想マシン） を保護することで、可用性を維持します。プライマリ仮想マシンで実行される入力およびイベ
ントが記録され、セカンダリ仮想マシンで再生されるため、両方の仮想マシンは常に同じ状態になります。たとえば、マ

ウスのクリック操作やキーストロークがプライマリ仮想マシンで記録され、セカンダリ仮想マシンで再生されます。セカ

ンダリ仮想マシンは仮想ロックステップ方式でプライマリ仮想マシンとともに動作するため、サービスを停止したりデー

タを消失することなく、いつでも実行を引き継ぐことができます。
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ネットワーク アーキテクチャ

VMware vSphere には仮想マシン ネットワーク構成要素のセットがあり、これによってデータ センター内の仮想マシン
を物理環境のようにネットワーク接続できます。

図 8.  vNetwork 標準スイッチによるネットワーク
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図 8 は、vSwitch の仮想環境内外のネットワークの関係を示しています。仮想環境には、物理環境と同様のネットワーク
構成要素があります。それは仮想ネットワーク インターフェイス カード （vNIC）、vNetwork 標準スイッチ （vSwitch）、
vNetwork 分散スイッチ （vDS）、およびポート グループです。vDS のネットワークが 図 9 に示されています。

物理マシンと同様に、各仮想マシンには 1 つ以上の vNIC があります。ゲスト OS およびアプリケーション プログラムは、
共通に使用できるデバイス ドライバ、または仮想環境に最適化した VMware デバイスドライバで vNIC と通信します。
どちらの場合も、ゲスト OS での通信は物理デバイスで行なうのと同様に行えます。仮想マシンの外部では、vNIC は独自の
MAC アドレスと 1 つ以上の IP アドレスを持ちます。物理 NIC と同様、標準的なイーサネット プロトコルに応答します。
外部エージェントは仮想マシンと通信していることを認識しません。

仮想スイッチは、レイヤー 2 の物理スイッチと同様に機能します。各サーバには、独自の仮想スイッチがあります。仮想
スイッチの一方は、仮想マシンに接続するポート グループです。もう一方は、仮想スイッチが配置されているサーバの物
理イーサネット アダプタへのアップリンク接続です。仮想マシンは、仮想スイッチのアップリンクに接続している物理
イーサネット アダプタを経由して外部に接続します。

仮想スイッチは、そのアップリンクを 1 つ以上の物理イーサネット アダプタに接続して NIC チーミングを実現できます。NIC
チーミングにより、2 つ以上の物理アダプタを使用してトラフィック負荷を分散でき、また、物理アダプタ ハードウェア
障害やネットワーク障害の発生時にパッシブ フェイルオーバーを実行できます。NIC チーミングに関する情報は、『ESX
構成ガイド』 または 『ESXi 構成ガイド』 を参照してください。

ポート グループは、仮想環境独自の概念です。ポート グループは、接続しているネットワークを制御するポリシー設定
用メカニズムです。vSwitch には、複数のポート グループを設定できます。仮想マシンは、vNIC を vSwitch の特定の
ポートに接続するのではなく、ポート グループに接続します。同一のポート グループに接続する仮想マシンは、別々の
物理サーバに配置されている場合でも、仮想環境内の同一のネットワークに属します。

ポート グループは、ネットワーク セキュリティの強化、ネットワーク セグメンテーション、パフォーマンスの向上、可
用性の向上、トラフィック管理を実現するポリシーを実施するように構成できます。
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vNetwork 分散スイッチ （vDS） は、関連するすべてのホストにおいて単一の仮想スイッチとして機能します。この機
能により、仮想マシンは、複数のホスト間を移動するときに、一貫したネットワーク構成を維持できます。vSwitch と同様、
各 vDS は、仮想マシンが使用できるネットワーク ハブです。vDS を使用すると、仮想マシン間のトラフィックを内部的
に経路選択したり、物理イーサネット アダプタに接続することで、外部ネットワークにリンクしたりすることができます。各
vDS に、1 つ以上の dvPort グループを割り当てることもできます。dvPort 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。

図 9.  vNetwork 分散スイッチによるネットワーク
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ネットワーク リソース プールは、1 つの vDS 上に複数のネットワーク トラフィック タイプがある場合、その優先順位を
判断します。ネットワーク リソース管理が有効になっている場合、vDS のトラフィックは 6 つのネットワーク リソース
プールに分けられます。FT トラフィック、iSCSI トラフィック、vMotion トラフィック、管理トラフィック、NFS トラ
フィック、および仮想マシン トラフィックがあります。各ネットワーク リソース プールに物理アダプタの共有とホスト
の制限を設定することにより、各ネットワーク リソース プールからのトラフィックの優先順位を管理できます。

レイヤー 2 セキュリティ オプ

ション

無差別モード、MAC アドレス変更、および偽装転送の機能を制御することにより、仮
想マシンのポート グループに付加された vNIC が実行可能なアクションを実施します。

VLAN サポート 仮想ネットワークと物理ネットワークの VLAN を統合します。

プライベート VLAN VLAN ID の制限をなくして、特定の導入シナリオで VLAN ID を使い果たす状況を回避
します。

トラフィック シェーピング 平均バンド幅、ピーク バンド幅、およびバースト サイズについて QOS ポリシーを定
義します。トラフィック管理の質を高くするには、ポリシーを設定します。

NIC チーミング 個々のポート グループまたはネットワークの NIC チーミング ポリシーを設定し、トラ
フィック負荷の共有やハードウェア障害時のフェイルオーバーを実現します。

ストレージ アーキテクチャ

VMware vSphere ストレージ アーキテクチャは、物理ストレージ サブシステム間の複雑性と相違を隠して管理する抽象
化レイヤーで構成されています。

このストレージ アーキテクチャを 図 10 に示します。

VMware vSphere について
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図 10.  ストレージ アーキテクチャ
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各仮想マシン内のアプリケーションおよびゲスト OS にとって、ストレージ サブシステムは、1 つ以上の仮想 SCSI ディ
スクに接続されている仮想 SCSI コントローラのように見えます。これらのコントローラは、仮想マシンが参照およびア
クセスできる唯一の SCSI コントローラ タイプです。これらのコントローラには BusLogic パラレル、LSI Logic パラレル、
LSI Logic SAS、および VMware 準仮想化が含まれます。

仮想 SCSI ディスクは、データ センター内のデータストア構成要素からプロビジョニングされます。データストアは、複
数の物理ホスト上に存在する仮想マシンにストレージ容量を提供するストレージ アプライアンスに似ています。

データストアの抽象化は、基礎部分の複雑な物理ストレージ テクノロジーからゲストを切り離しながら、ストレージ領域
を仮想マシンに割り当てるモデルです。ゲスト仮想マシンは Fibre Channel SAN、iSCSI SAN、直接接続ストレージ、および
NAS に直接的に触れません。

各データストアは、ストレージ デバイス上の物理 VMFS ボリュームです。NAS データストアは VMFS という特徴を持つ NFS
ボリュームです。データストアは、複数の物理ストレージ サブシステムに展開できます。単一の VMFS ボリュームには、
物理ホスト、ファイバ チャネル SAN ディスク ファーム、または iSCSI SAN ディスク ファーム上のローカル SCSI ディスク
アレイから、1 つ以上の LUN を含めることができます。任意の物理ストレージ サブシステムに追加された新しい LUN
が検出され、既存の、または新しいすべてのデータストアで使用できるようになります。作成済みのデータストア上にあ

るストレージ容量は、物理ホストやストレージ サブシステムをパワーオフすることなく拡張できます。VMFS ボリューム内の
LUN のいずれかに障害が発生したり利用できなくなったりすると、その LUN を使用する仮想マシンのみが影響を受けます。
例外は、一連のボリュームの最初のエクステントがある LUN です。別の LUN 上に仮想ディスクを持つほかのすべての仮
想マシンは、通常どおり機能し続けます。

VMware vSphere の概要
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各仮想マシンは、ファイルのセットとしてデータストア内のディレクトリに格納されます。各仮想ゲストに関連付けられ

たディスク ストレージは、ゲストのディレクトリ内のファイル セットです。ゲスト ディスク ストレージは通常のファイ
ルとして操作可能です。ディスク ストレージは、コピー、移動、またはバックアップが可能です。新しい仮想ディスクは、
仮想マシンをパワーオフせずに追加できます。この場合、仮想ディスク ファイル （.vmdk） が VMFS 内に作成され、追
加した仮想ディスク用の新しいストレージとなるか、既存の仮想ディスク ファイルが仮想マシンに関連付けられます。

VMFS はクラスタ化されたファイル システムで、共有ストレージを活用し、複数の物理ホストが同一のストレージに対し
て同時に読み書きできるようにします。VMFS にはオンディスク ロック機能があり、同一の仮想マシンが複数のサーバに
よって同時にパワーオンされないようにします。物理ホストで障害が発生すると、各仮想マシンのオンディスク ロックが
解除され、仮想マシンを別の物理ホストで再起動できます。

VMFS は、分散ジャーナル処理、障害時に整合性を確保する仮想マシンの I/O パス、仮想マシン状態のスナップショット
など、障害発生時に整合性を確保してリカバリするためのメカニズムを備えています。これらのメカニズムにより、迅速

に原因を追求でき、仮想マシン、物理ホスト、およびストレージ サブシステムの障害からリカバリできます。

VMFS は、Raw デバイス マッピング （RDM） もサポートします。RDM は、仮想マシンが物理ストレージ サブシステム
（ファイバ チャネルまたは iSCSI のみ） の LUN に直接アクセスするメカニズムを提供します。RDM は、次の代表的な 2
種類のアプリケーションをサポートします。

n SAN スナップショット、または仮想マシン内で実行する階層化されたほかのアプリケーション。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します。

n 複数の物理ホストにまたがる MSCS （Microsoft Clustering Services）。物理-仮想のクラスタに加えて仮想-仮想の
クラスタも使用します。クラスタ データおよびクォーラム ディスクは、共有 VMFS 上のファイルとしてではなく、RDM
としての構成が必要です。

図 11.  Raw デバイス マッピング
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RDM は VMFS ボリュームから Raw LUN へのシンボリック リンクです。マッピングにより、LUN は VMFS ボリューム
内のファイルして認識されるようになります。仮想マシン構成では、Raw LUN ではなく、マッピング ファイルが参照さ
れます。

LUN がアクセス用に公開されると、マッピング ファイルが読み込まれ、Raw LUN への参照が取得されます。それ以降の
読み取りと書き込みは、マッピング ファイルを経由せずに Raw LUN に対して直接行われます。

VMware vCenter Server
VMware vCenter Server はデータ センターの統合管理を可能にします。

vCenter Server は、複数の ESX/ESXi ホストの物理リソースを統合し、システム管理者が仮想環境内の仮想マシンへの
プロビジョニングを行うための、柔軟性の高いリソースの集合を提供します。

vCenter Server のコンポーネントは、ユーザー アクセス コントロール、コア サービス、分散サービス、プラグイン、お
よびさまざまなインターフェイスです。

図 12 は、vCenter Server の主要コンポーネントを示しています。

VMware vSphere の概要
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図 12.  vCenter Server のコンポーネント
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ユーザー アクセス コントロールのコンポーネントを使用すると、システム管理者は異なるクラスのユーザーに対してさ
まざまなレベルの vCenter へのアクセスを作成し、管理できます。

たとえば、あるユーザー クラスで、データ センターの物理仮想サーバ ハードウェアを管理および構成できます。また別
のユーザー クラスでは、仮想マシン クラスタの特定リソース プール内にある仮想リソースを管理できます。
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vCenter Server のコア サービス

コア サービスは、仮想データ センターの基本管理サービスです。

コア サービスには、次のサービスが含まれています。

仮想マシンのプロビジョニン

グ

仮想マシンおよびそのリソースのプロビジョニングを支援および自動化します。

ホストおよび仮想マシンの構

成

ホストおよび仮想マシンを構成できるようにします。

リソースおよび仮想マシン イ
ンベントリの管理

仮想環境内で仮想マシンおよびリソースを編成し、管理できるようにします。

統計およびログ 仮想マシン、ホスト、ストレージ、およびクラスタといったデータ センター内の要素
について、パフォーマンスおよびリソース使用量の統計をログおよびレポートします。

アラームおよびイベント管理 リソースの潜在的な過剰消費やイベント発生の条件について、追跡および警告します。

イベント発生時に作動し、重大なエラー状態の発生をユーザーに通知するアラームを設

定できます。誤作動の回数を最小限にするために、アラームは特定の時間的条件を満た

した場合にのみ作動します。

タスク スケジューラ 特定の時間に起動する vMotion のようなアクションをスケジュール設定します。

統合 データ センターの物理リソースの容量および使用率を分析します。仮想マシンへの変
換および ESX/ESXi への統合が可能な物理システムを検出して、使用率の向上に役立つ
推奨事項を提供します。統合プロセスを自動化しますが、統合用のパラメータを調節で

きるため、ユーザーに柔軟性も提供します。

vApp vApp の基本運用は仮想マシンと同じですが、複数の仮想マシンまたはアプライアンス
を含めることができます。vApp の場合、別々のエンティティとしてマルチティア ア
プリケーションの操作を実行できます （たとえばクローン作成、パワーオンおよびオフ、
および監視）。vApp はこのようなアプリケーションをパッケージ化して管理します。

分散サービスは、VMware vSphere の機能を単一の物理サーバの外まで拡張するソリューションです。このソリューショ
ンに含まれるのは、VMware DRS、VMware HA、および VMware vMotion です。分散サービスを使用すると、vCenter
Server からこれらのソリューションを統合して構成および管理できます。

複数の vCenter Server システムをまとめて、単一の接続グループにすることができます。vCenter Server ホストが接続
グループの一部である場合、そのグループにあるすべての vCenter Server ホストのインベントリを表示および管理できます。

vCenter Server のプラグイン

プラグインは、vCenter Server 上にインストールできるアプリケーションです。プラグインによって機能を追加できます。

vCenter Server には次のプラグインがあります。

VMware vCenter
Converter

物理マシンと、さまざまな形式の仮想マシンを、ESX/ESXi の仮想マシンに変換できま
す。変換後のシステムは、vCenter Server インベントリの任意の場所にインポートで
きます。

VMware Update Manager セキュリティ管理者は、ESX/ESXi ホストと管理下の仮想マシンにセキュリティ標準を
適用できます。このプラグインでは、一連のセキュリティ標準を表すユーザー定義のセ

キュリティ ベースラインを作成できます。セキュリティ管理者は、ホストと仮想マシ
ンをこれらのベースラインと比較し、準拠していない仮想マシンを特定および修正でき

ます。

VMware vSphere の概要
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vCenter Server のインターフェイス

vCenter Server インターフェイスは vCenter Server をサードパーティの製品およびアプリケーションと統合します。

vCenter Server の主要インターフェイスは次のとおりです。

ESX 管理 vCenter Server エージェントとのインターフェイスになり、データ センター内の各物
理サーバを管理します。

VMware vSphere API VMware 管理クライアントとサードパーティ製ソリューションとのインターフェイス
になります。

データベース インターフェイ

ス

Oracle、Microsoft SQL Server、または IBM DB2 に接続し、仮想マシン構成、ホス
ト構成、リソースおよび仮想マシンのインベントリ、パフォーマンス統計、イベント、

アラーム、ユーザー権限、ロールなどの情報を格納します。

Active Directory インター

フェイス

Active Directory に接続し、ユーザーのアクセス管理情報を取得します。

vCenter Server と ESX との間の通信

vCenter Server は、VMware vSphere API を介して ESX/ESXi のホスト エージェントと通信します。

vCenter Server にはじめてホストを追加すると、そのホスト上で実行する vCenter Server エージェントが vCenter Server
から送信されます。図 13 に示すように、このエージェントはホスト エージェントと通信します。

図 13.  ホスト エージェント
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vCenter Server エージェントは、小型の vCenter Server として次の機能を実行します。

n vCenter Server で設定されたリソース割り当て （DRS エンジンによって送信されるリソース割り当ても含む） の
中継および実行

n 仮想マシン プロビジョニング コマンドおよび構成変更コマンドのホスト エージェントへの受け渡し

n ホスト構成変更コマンドのホスト エージェントへの受け渡し

n ホスト エージェントからのパフォーマンス統計、アラーム、およびエラー条件の収集、およびそれらの vCenter Server
への送信

n 異なるリリース バージョンでの ESX/ESXi ホストの管理
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仮想データ センターへのアクセス

VMware vSphere データ センターには、vSphere Client、Web ブラウザを介した Web Access、またはターミナル
サービス （Windows Terminal Services など） を使用してアクセスできます。

ホストへのアクセスは、特別な状況にかぎり、物理ホストのシステム管理者のみが行なってください。ホスト上で実行可

能なすべての関連機能は、vCenter Server サーバでも実行できます。

図 14.  VMware vSphere のアクセスと制御
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vSphere Client は、VMware API を介して vCenter Server にアクセスします。ユーザーが認証されると、vCenter Server
でセッションが開始され、そのユーザーに割り当てられたリソースと仮想マシンが表示されます。仮想マシン コンソール
へアクセスする場合、まず vSphere Client が VMware API を介して vCenter Server から仮想マシンの場所を特定します。
次に、vSphere Client が適切なホストに接続し、仮想マシン コンソールへのアクセスを提供します。

注意   ESXi 4.1 を実行しているホストには、vSphere Web Access を使用してアクセスすることはできません。

はじめて使用する場合

vSphere Client には、仮想化の概念にはじめてふれるユーザーを対象とした、仮想インフラストラクチャを段階的にセッ
トアップするためのアシスタント機能が組み込まれています。この組み込みアシスタント機能は、vSphere Client の GUI
内およびオンライン チュートリアル内のインライン コンテンツとして提供されます。慣れたユーザー向けにアシスタン
ト機能をオフにすることができます。新しいユーザーがシステムに追加されたとき、アシスタント機能をオンにすること

ができます。

VMware vSphere の概要

24  VMware, Inc.



Web Access

vCenter Server には、Web ブラウザからアクセスできます。この場合、まずブラウザで、vCenter Server によってセッ
トアップされた Apache Tomcat サーバを指定します。ブラウザと vCenter との間の通信は、VMware API を通じて
Apache Tomcat サーバによって仲介されます。

Web ブラウザから仮想マシンのコンソールへのアクセスには、VirtualCenter サーバによって作成されたブックマークを
使用できます。ブックマークは、最初は vSphere Web Access にリンクしています。

vSphere Web Access は仮想マシンの物理的な場所を特定し、仮想マシンが配置されている ESX/ESXi に Web ブラウザ
をリダイレクトします。

仮想マシンが実行中で、仮想マシンの IP アドレスがわかっている場合は、Windows Terminal Services などの標準ツー
ルを使用して仮想マシン コンソールにアクセスできます。

注意   ESX ホストの場合、Web Access はデフォルトでオフにされます。

その他の参考資料

仮想インフラストラクチャを設定するには、別途タスクが必要です。各タスクには、そのタスクに関する詳細を説明した

ドキュメントへの参照が含まれています。

表 2 は、VMware vSphere のセットアップに関連するタスクと参考ドキュメントの一覧です。次のトピックについての
ドキュメントも必要に応じて参照してください。

n ドキュメント ロードマップおよびクイック スタート

n 仮想マシン モビリティ プラン

n VMware SDK および API 開発者リソース

n 最大構成およびリリース ノート

表 2.   ドキュメント

タスク ドキュメント

vCenter Server と vSphere Client のインストール ESX および vCenter Server インストール ガイド
ESXi Installable および vCenter Server セットアップ ガイド

ESX 4.1 のインストール
ESXi 4.1 Installable のインストールおよび構成

ESX および vCenter Server インストール ガイド
ESXi Installable および vCenter Server セットアップ ガイド

vCenter Server、vSphere Clients、ESX、または ESXi のアップ
グレード

アップグレード ガイド

ライセンスの取得とインストール データ センター管理ガイド
ESXi Installable および vCenter Server セットアップ ガイド

ストレージの構成 iSCSI SAN 構成ガイド
ファイバ チャネル SAN 構成ガイド
ESX 構成ガイド
ESXi 構成ガイド

ネットワークの構成 ESX 構成ガイド
ESXi 構成ガイド

セキュリティの構成

n ESX のセキュリティ
n ユーザー管理

n 仮想マシンのパッチ管理

ESX 構成ガイド
ESXi 構成ガイド
仮想マシン管理ガイド

仮想マシンのデプロイ 仮想マシン管理ガイド

ゲスト OS インストール ガイド

VMware vSphere について
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表 2.   ドキュメント (続き)

タスク ドキュメント

物理システム、仮想マシン、仮想アプライアンス、またはバック

アップ イメージの仮想インフラストラクチャへのインポート
データ センター管理ガイド
仮想マシン管理ガイド

VMware Converter Enterprise 管理ガイド

分散サービスの構成

n VMware HA およびフォールト トレランス
n VMware DRS

VMware 可用性ガイド
リソース管理ガイド

仮想マシン バックアップ ガイド

VMware vSphere の概要
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