
ESX Server 3i 構成ガイド
ESX Server 3i バージョン 3.5 および VirtualCenter 2.5 Update 2 リリース



VMware, Inc. ヴイエムウェア株式会社
3401 Hillview Ave. 105-0013　東京都港区浜松町 1-30-5
Palo Alto, CA 94304 浜松町スクエア 13F
www.vmware.com www.vmware.com/jp

2 VMware, Inc.

ESX Server 3i 構成ガイド

  

最新情報を反映したテクニカル ドキュメントは、ヴイエムウェアWeb サイトにてご覧いただ
けます。 

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

ヴイエムウェアWebサイトでは、最新の製品アップデート情報も提供しています。

本書に関するご意見は、次のアドレスまでお寄せください。

docfeedback@vmware.com 

©2008 VMware, Inc. All rights reserved. 本ソフトウェアは、米国特許 （No. 6,397,242、
6,496,847、6,704,925、6,711,672、6,725,289、6,735,601、6,785,886、6,789,156、6,795,966、
6,880,022、6,944,699、6,961,806、6,961,941、7,069,413、7,082,598、7,089,377、7,111,086、
7,111,145、7,117,481、7,149,843、7,155,558、7,222,221、7,260,815、7,260,820、7,269,683、
7,275,136、7,277,998、7,277,999、7,278,030、7,281,102、および 7,290,253）により保護され
ています。特許出願中。
VMware、VMware ボックスロゴとデザイン、Virtual SMP および VMotion は、VMware,Inc. の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ここに記載されているその他の名称
およびマークは各社の商標です。
配布される VMware VirtualCenter 2.5 には、Tom Sawyer Software からライセンス供与されて
いるサードパーティのテクノロジーが含まれています。
Tom Sawyer Visualization (c) 2004 Tom Sawyer Software, Oakland, California. All Rights 
Reserved.

ESX Server 3i 構成ガイド
リビジョン： 20080725
アイテム： JA-000032-00

http://www.vmware.com/jp/support/
mailto:docfeedback@vmware.com


VMware, Inc. 3  

目次

本書について 9

1 製品の概要 13
ネットワーク 14
ストレージ 14
セキュリティ 15

ネットワーク

2 ネットワーク 19
ネットワークの概念 20
概念の概要 20
仮想スイッチ 21
ポート グループ 24

ネットワーク サービス 24
VI Client でネットワーク情報を表示する 24
仮想マシンに対する仮想ネットワーク構成 26
VMkernel ネットワーク構成 28
VMkernel レベルでの TCP/IP スタック 28

3 高度なネットワーク 31
仮想スイッチの構成 32
仮想スイッチ プロパティ 32
仮想スイッチ プロパティの編集 32
Cisco Discovery Protocol 35

仮想スイッチ ポリシー 36
レイヤー 2セキュリティ ポリシー 37
トラフィック シェーピング ポリシー 38
ロード バランシングおよびフェイルオーバー ポリシー 40

ポート グループの構成 43
DNS とルーティング 44



ESX Server 3i 構成ガイド

4 VMware, Inc.  

TCP セグメンテーション オフロードおよび Jumbo Frame 44
TSOの有効化 45
Jumbo Frame の有効化 46

NetQueue とネットワーク パフォーマンス 48
MAC アドレスの設定 49
MAC アドレスの生成 49
MAC アドレスの設定 50
MAC アドレスの使用 51

ネットワークのヒントとベスト プラクティス 51
ネットワークのベスト プラクティス 51
NFS ボリュームのマウント 52

ネットワークのヒント 52
ネットワークのトラブルシューティング 53
物理スイッチの構成に関するトラブルシューティング 53
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 53

ストレージ

4 ストレージの概要 57
ストレージの概要 58
物理ストレージのタイプ 58
ローカル ストレージ 59
ネットワーク ストレージ 60

サポート対象のストレージ アダプタ 61
データストア 61
VMFS データストア 62
VMFS データストアの作成と拡張 62
VMFS データストアの作成時の注意点 63
ESX Server 3i システム間の VMFS ボリュームの共有 64

NFS データストア 65
仮想マシンからストレージへのアクセス方法 65
ストレージのタイプの比較 67
VMware Infrastructure Client でのストレージ情報の表示 68
データストアの表示 68
ストレージ デバイス名の表記 70
ストレージ アダプタの表示 70

ストレージの構成と管理 71



VMware, Inc. 5

目次

  

5 ストレージの構成 73
ローカル ストレージ 74
ローカル ストレージの追加 74

ファイバ チャネル ストレージ 76
ファイバ チャネル ストレージの追加 77

iSCSI ストレージ 78
iSCSI イニシエータ 79
命名要件 80
検出方法 80
iSCSI セキュリティ 81
ハードウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの構成 81
ハードウェア iSCSI イニシエータのインストールおよび表示 81
ハードウェア iSCSI イニシエータの構成 83
ハードウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加 89

ソフトウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの構成 90
ソフトウェア iSCSI イニシエータの表示 91
ソフトウェア iSCSI イニシエータの構成 92
ソフトウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加 94

再スキャンの実行 96
ネットワーク接続型ストレージ 97
仮想マシンによるNFS の使用方法 97
NFS ボリュームと仮想マシンの委任ユーザー 99
NFS ボリュームにアクセスするための ESX Server 3i の構成 99
NFS ベースのデータストアの作成 99

診断パーティションの作成 100

6 ストレージの管理 103
データストアの管理 104
VMFS データストアの編集 105
データストアのアップグレード 105
データストア名の変更 106
データストアへのエクステントの追加 107

複数のパスの管理 108
ローカル ストレージおよびファイバ チャネル SANを使用したマルチパ
ス 109

iSCSI SAN を使用したマルチパス 111
現在のマルチパス ステータスの表示 112
LUNに対するマルチパス ポリシーの設定 114
パスの無効化 115

vmkfstools コマンド 115



ESX Server 3i 構成ガイド

6 VMware, Inc.  

7 Rawデバイス マッピング 117
Rawデバイス マッピングについて 118
Raw デバイス マッピング 119
Raw デバイス マッピングの制限 122

Raw デバイス マッピングの特性 122
仮想互換モードと物理互換モードの比較 123
動的名前解決 124
仮想マシン クラスタでの Rawデバイス マッピング 126
Raw デバイス マッピングとほかの SCSI デバイス アクセスとの比較 126

マップ済み LUNの管理 127
VMware Infrastructure Client 127
RDMを使用する仮想マシンの作成 127
マップ済みの Raw LUN のパス管理 129

vmkfstools ユーティリティ 130

セキュリティ

8 ESX Server 3i システムのセキュリティ 133
ESX Server 3i アーキテクチャおよびセキュリティ機能 134
セキュリティおよび仮想化レイヤー 134
セキュリティおよび仮想マシン 135
セキュリティおよび仮想ネットワーク レイヤー 137

セキュリティ リソースおよび情報 143

9 ESX Server 3i 構成のセキュリティ強化 145
ファイアウォールによるネットワークのセキュリティ強化 146
VirtualCenter サーバを使用した構成用のファイアウォール 147
VirtualCenter サーバを使用しない構成のファイアウォール 149
管理アクセスの TCP および UDP ポート 151
ファイアウォールを介した VirtualCenter サーバへの接続 152
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 153
ファイアウォールを介した ESX Server 3i ホストの接続 154
サポートされているサービスおよび管理エージェント用のファイアウォール
の構成 155

VLAN を使用した仮想マシンのセキュリティ強化 155
VLAN のセキュリティの考慮事項 159
VLAN を広範囲のセキュリティ実装の一部として扱う 159
VLAN が正しく構成されていることを確認する 159

仮想スイッチ保護および VLAN 160



VMware, Inc. 7

目次

  

MACフラッディング 160
802.1q および ISL タギング攻撃 160
ダブル カプセル化攻撃 161
マルチキャスト総当り攻撃 161
スパニング ツリー攻撃 161
ランダム フレーム攻撃 161

仮想スイッチ ポートのセキュリティ強化 162
MAC アドレスの変更 163
偽装転送 163
無差別モード操作 164

iSCSI ストレージのセキュリティ 164
認証を介した iSCSI デバイスのセキュリティ強化 165
チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP） 165
無効化 166

iSCSI SAN の保護 169
転送データの保護 169
iSCSI ポートのセキュリティ 170

10 認証およびユーザー管理 171
認証および権限による ESX Server 3i の保護 172
ユーザー、グループ、権限、およびロールについて 173
ユーザーについて 174
グループについて 175
権限について 175
ロールについて 178

ESX Server 3i ホストでのユーザーおよびグループの使用 179
ユーザーやグループの情報の表示およびエクスポート 180
ユーザー テーブルの使用 182
グループ テーブルの使用 183

ESX Server 3i の暗号化およびセキュリティ証明書 185
ESX Server 3i Web プロキシ設定の変更 187

NFS ストレージの仮想マシン代行 191

11 セキュリティの導入と推奨事項 195
一般的な ESX Server 3i 導入時のセキュリティ アプローチ 196
単一カスタマーの導入 196
複数顧客の制限付き導入 197
複数顧客のオープンな導入 198

ESX Server 3i のロックダウン モード 200



ESX Server 3i 構成ガイド

8 VMware, Inc.  

仮想マシンに関する推奨事項 201
アンチウイルス ソフトウェアのインストール 201
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 201
不要なハードウェア デバイスの削除 203
ホスト メモリに対するゲストOS の書き込みの制限 204
ゲストOSのロギング レベルの構成 207

インデックス 211



VMware, Inc. 9  

この『ESX Server 3i 構成ガイド』では、ESX Server 3i のネットワークの構成方法につ
いて解説しています。仮想スイッチおよびポートを作成する方法、仮想マシン、
VMotion、および IP ストレージのネットワークを設定する方法などが含まれます。 ま
た、ファイル システムの構成、および iSCSI、ファイバ チャネルなどの各種ストレー
ジの構成についても説明します。 ESX Server 3i を保護するために、ESX Server 3i に組み
込まれたセキュリティ機能、および ESX Server 3i を攻撃から守る方法についてもこの
ガイドで説明します。 さらに、ESX Server 3i テクニカル サポート コマンドと、
VMware Infrastructure Client（VI Client）のそれらのコマンドに相当する操作の一覧、
および vmkfstoolsユーティリティの説明も記載しています。

『ESX Server 3i 構成ガイド』では、ESX Server 3i バージョン 3.5 を取り上げています。 
ESX Server 3.5 については、http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
を参照してください。

わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次の製品名を使用します。

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

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

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

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

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

本書について

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
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対象読者
本書は、ESX Server 3i を使用するすべての人を対象にしています。 本書に記載されて
いる情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経験があり、仮想マ
シン テクノロジーおよびデータ センター操作に詳しい方を対象としています。

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

docfeedback@vmware.com

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

図で使用される略語
本書の図では、表1の略語を使用しています。

表1  略語

略語  説明

データベース VirtualCenter データベース

データストア 管理対象ホスト用のストレージ

dsk# 管理対象ホスト用のストレージ ディスク

ホスト n VirtualCenter 管理対象ホスト

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

tmplt テンプレート

ユーザー # アクセス権限を持つユーザー

VC VirtualCenter

VM# 管理対象ホスト上の仮想マシン

mailto:docfeedback@vmware.com
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本書について

  

テクニカル サポートおよび教育リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。 
本書の最新バージョンおよびその他の文書は、次のWebサイトをご覧ください。

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

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

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

ヴイエムウェア教育サービス
当社が提供する有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボや事例の紹介をいた
します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供していま
す。 詳細はヴイエムウェアWebサイトにある教育サービスのページをご覧ください。 
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm

http://www.vmware.com/jp/support/pubs
http://www.vmware.com/jp/support
http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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『ESX Server 3i 構成ガイド』では、ESX Server 3i 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、概要、推奨事項、および概念について記載しているため、これらのタスクに加
え、ニーズに合わせた ESX Server 3i ホストの導入方法を理解するのに役立ちます。 
『ESX Server 3i 構成ガイド』の説明に従って操作を行う前に、システム アーキテク
チャおよび VMware Infrastructure システムを構成する物理デバイスまたは仮想デバ
イスの概要について『VMware Infrastructure の概要』をご覧ください。

ここでは、必要な情報を見つけやすいように、本書の内容を簡単にまとめて紹介しま
す。 本書の内容は、次のとおりです。 

ESX Server 3i ネットワーク構成

ESX Server 3i ストレージ構成 

ESX Server 3i セキュリティ機能

製品の概要 1
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ネットワーク
ESX Server 3i のネットワークの章では、物理ネットワークおよび仮想ネットワークの
概念、ESX Server 3i 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 3i 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。 

｢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 ルーティングなどの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。

ストレージ
ESX Server 3i のストレージの章では、ストレージの基本概念、ESX Server 3i 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、および 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 3i ホスト用のストレージを構成できるストレー
ジ デバイスのタイプを紹介します。 また、ストレージのニーズを満たすためにデ
プロイできる VMFS および NFS データストアについて説明します。

｢ストレージの構成｣　ローカル ストレージ、ファイバ チャネル ストレージ、
iSCSI ストレージ、およびNAS ストレージの構成方法について説明します。 

｢ストレージの管理｣　既存のデータストアおよびデータストアを構成するファイ
ル システムの管理方法について説明します。

｢ 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。
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第 1章 製品の概要

  

セキュリティ
ESX Server 3i のセキュリティの章では、ESX Server 3i に組み込まれた安全策、および
セキュリティの脅威から ESX Server 3i 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 3i 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 3i 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 3i 構成のセキュリティ強化｣　ESX Server 3i 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隔離する方法、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。

｢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 3i ホストおよび VirtualCenter へのアクセスを制御する方法につい
て説明します。 また、暗号化およびデリゲート ユーザーについて説明します。

｢セキュリティの導入と推奨事項｣　いくつかの導入例を挙げ、ESX Server 3i を独
自に設定するときに検討する必要のある事項についてのヒントを提供します。 ま
た、本章では、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。
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ネットワーク
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2

本章では、ESX Server 3i 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。

VMware Infrastructure（VI）Client を使用して、2つのタイプのネットワーク サービ
スを反映する次の 2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

本章の内容は次のとおりです。

ネットワークの概念 （P.20）

ネットワーク サービス （P.24）

VI Client でネットワーク情報を表示する （P.24）

仮想マシンに対する仮想ネットワーク構成 （P.26）

VMkernel ネットワーク構成 （P.28）

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 3i をはじ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 3i 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過程で作成する、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、1つ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る）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すべてトラフィックが物理ホスト マシン内に制限されます。 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、物理ネットワークにある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、その各ポートは、
ネットワークにある別の 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。

仮想スイッチである vSwitch は、物理イーサネット スイッチとよく似た動作をしま
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。 「仮想スイッチ 
（P.21）」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 タグ付けポリ
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 （P.24）」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およぶ物
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が
できます。あるいはハードウェア障害またはネットワークの機能停止が生じた場合
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、ESX Server 3i ホストのネットワーク接続
を提供し、iSCSI、NFS、および VMotion をサポートします。 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。

TCP セグメンテーション オフロード（TSO）によって、TCP/IP スタックは、インター
フェイスの最大転送ユニット（MTU）が比較的小さい場合でも、非常に大きいフ
レーム（最大 64 k）を発信できます。 ネットワーク アダプタは、大きいフレームを
MTU サイズのフレームに分割し、先頭の TCP/IP ヘッダーを調整したコピーを先頭に
追加します。 「TCP セグメンテーション オフロードおよび Jumbo Frame （P.44）」を
参照してください。

VMotion による移行では、パワーオン状態の仮想マシンをシャットダウンせずに、
ESX Server 3i ホストから別の ESX Server ホストに移行することができます。 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
VMware Infrastructure は、VMware Infrastructure（VI）Client または直接 SDK API を使
用して、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   本章では、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 つのホストに最大 127 個の 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 アダプタのバンド幅を結合し、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 のデフォル
トの論理ポート数は 56個ですが、ESX Server 3i では、最大 1,016 個のポートを備え
た vSwitch を作成できます。 仮想マシンの 1つのネットワーク アダプタを、各ポート
に接続できます。 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、1つのポート 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。 「ポート グループ （P.24）」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、次の手順を実行する
必要があります。

1 vSwitch を作成し、物理ネットワークのホストにある物理アダプタに接続するよ
うに構成します。

2 vSwitch に接続される仮想マシンのポート グループを作成して名前をつけます。
この名前を使用して、仮想マシンの構成時にポート グループを参照します。

2台以上の仮想マシンを同一の vSwitch に接続すると、その間のネットワーク トラ
フィックは局所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

VI Client では、図 2-2 に示すように、選択した vSwitch の詳細が双方向ダイアグラム
で表示されます。 各 vSwitch に関する最も重要な情報は、常に表示されます。
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図2-2  仮想スイッチの双方向ダイアグラム

情報アイコンをクリックして、2次的および 3次的情報を選択して表示します。

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。

図2-3  仮想スイッチ詳細プロパティ

情報アイコン
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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、現在の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。

ネットワーク ラベルを使用すると、仮想マシンの構成をホスト間で移動できます。 同
じネットワークに物理的に接続されているデータ センター内のすべてのポート グ
ループ（つまり、各ポート グループがほかのポート グループからブロードキャスト
を受信できる）には、同じラベルを付けてください。 逆に、2つのポート グループが
互いにブロードキャストを受信できない場合、各ポート グループには異なるラベル
を付けてください。

VLAN ID を使用する場合は、ラベルが適切に接続を表すように、ポート グループのラ
ベルおよび VLAN ID をともに変更する必要があります。

ネットワーク サービス
ESX Server 3i 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

VI Client でネットワーク情報を表示する
VI Client 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 Client で一般的なネットワーク情報を表示するには

1 VMware VI Client 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。 

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

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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図2-4  一般的なネットワーク情報

VI Client でネットワーク アダプタ情報を表示するには

1 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（Configuration）] タブをクリックして、[ネットワーク アダプタ
（Network Adapters）] をクリックします。

ネットワーク アダプタ パネルに、次の情報が表示されます。

[ デバイス（Device）]　ネットワーク アダプタの名前

[ 速度（Speed）]　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（Configured）]　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

[ 実際の IP の範囲（Observed IP ranges）]　ネットワーク アダプタがアクセ
スできる IP アドレス

[Wake on LAN 対応（Wake on LAN supported）]　Wake on LAN をサポート
するネットワーク アダプタ

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 ウィンドウ

ネットワーク アダプタポート グループ
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仮想マシンに対する仮想ネットワーク構成
VI Client のネットワークの追加ウィザードを使用すると、仮想マシンが接続できる仮
想ネットワークを作成する作業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

個々の仮想マシンに対するネットワーク接続の構成については、『基本システム管理
ガイド』を参照してください。

仮想マシン ネットワークを設定する場合、ESX Server 3i 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（同一のレイヤー 2サブネット）に配置します。 

ESX Server 3i 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仮想マシンを
移行すること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で必要なシ
ステムまたはリソースが、異なるネットワークに移動したためにアクセスできなくな
る可能性があるためです。 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わたって仮想マシンのニーズを解決できるインテリジェン
ト 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 トラフィックの再開の際に時間差が生じる可能性があります。

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接続します。 
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。 1 つの 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チームとして、透過的に統合されます。

仮想マシン用の仮想ネットワークを作成または追加するには

1 VMware VI Client 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

仮想スイッチの概要と詳細レイアウトが表示されます。
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3 画面の右側にある、[ネットワークの追加（Add Networking）]をクリックします。

[ネットワークの追加ウィザード（Add Network Wizard）] が表示されます。

4 デフォルト接続タイプ [ 仮想マシン（Virtual Machines）] を使用します。

[ 仮想マシン（Virtual Machines）] を使用すると、ラベル付きネットワークを追
加して、仮想マシンのネットワーク トラフィックを操作できます。

5 [ 次へ（Next）] をクリックします。

6 [ 仮想スイッチの作成（Create a virtual switch）] を選択します。

新規の vSwitch は、イーサネット アダプタ付き、またはイーサネット 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、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ほかのホス
トや、ほかの 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。

変更内容が、[ プレビュー（Preview）] ペインに表示されます。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

8 [ ポート グループのプロパティ（Port Group Properties）] 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な、移行に対応する接
続を識別します。

9 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。

注意   [ ネットワークの追加ウィザード（Add Network Wizard）] は、新規ポート
およびポート グループで再び使用されます。
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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ではない）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。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

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

VMkernel ネットワーク構成
ESX Server 3i では、VMkernel のネットワーク インターフェイスによって、
ESX Server 3i ホストのネットワーク接続と、VMotion および IP ストレージの処理が
提供されます。

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、パ
ワーオン状態の仮想マシンを移行することを VMotion と呼びます。 VMotion で移行す
る場合は、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 に対応できるように、適切に設定する必要があります。

IP ストレージは、ESX Server 3i 対応の iSCSI や NFS 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です。 これらのストレージ 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 VMkernel インターフェ
イス 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。

VMkernel 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 .ISOファイルの直接マウント用として使用。iSCSIは仮想マシンにCD-ROM
として認識される。

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 チーミングでは、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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NFS を仮想マシン データストアとして使用。

NFSを .ISOファイルの直接マウント用として使用。NFSは仮想マシンにCD-ROM
として認識される。

VMotion による移行。

VMkernel を設定するには

1 VMware VI Client 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 [ ネットワークの追加（Add Networking）] 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（Add Network Wizard）] が表示されます。

4 [VMkernel] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

[ ネットワーク アクセス（Network Access）] 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（Create a virtual switch）]
をクリックして、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 ボックスを選択します。

[ プレビュー（Preview）] ペインに選択した内容が表示されます。

アダプタ経由で接続する仮想マシンまたはほか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（Create a new virtual switch）]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 アダプタは既存のvSwitchに
よって使用されます。 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.33）｣を参照してください。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[接続設定（Connection Settings）] ページが表示されます。

注意   ESX Server 3i は、NFS Version 3 over TCP/IP のみをサポートします。



ESX Server 3i 構成ガイド

30 VMware, Inc.  

8 [ ポート グループのプロパティ（Port Group Properties）] 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（Network Label）]　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 [ このポートグループを VMotion で使用（Use this port group for VMotion）]
チェック ボックスを選択してそのポート グループを有効にし、そのポート グ
ループ自体が、VMotion トラフィックを送信するネットワーク接続先であること
を、もう一方の ESX Server 3i に対して通知します。

このプロパティは、ESX Server 3i ホストごとに1つの VMotionと 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 グループでも有効でない場合、このホストへのVMotionによる移行はでき
ません。

10 [IP アドレス（IP Address）] および [ サブネット マスク（Subnet Mask）] を入力
するか、IP アドレスおよびサブネット マスクの [IP 設定を自動的に取得（Obtain 
IP setting automatically）] を選択します。

11 [ 編集（Edit）] をクリックして、[VMkernel デフォルト ゲートウェイ（VMkernel 
Default Gateway）] を設定します。

[DNS およびルーティング構成（DNS and Routing Configuration）] ダイアログ
ボックスが表示されます。 [DNS 構成（DNS Configuration）] タブでは、名前
フィールドに、デフォルトで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（Routing）] タブで、VMkernel のゲートウェイ情報を入力しま
す。 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 設定がデフォルトです。

12 [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（DNS 
Configuration and Routing）] ダイアログ ボックスを閉じます。

13 [ 次へ（Next）] をクリックします。

14 変更するには、[戻る（Back）] ボタンを使用します。

15 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページで変更内容を確認し、[終了
（Finish）] をクリックします。
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本章では、ESX Server 3i 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。

本章の内容は次のとおりです。

仮想スイッチの構成 （P.32）

ポート グループの構成 （P.43）

DNS とルーティング （P.44）

TCP セグメンテーション オフロードおよび Jumbo Frame （P.44）

仮想マシンに対して Jumbo Frame のサポートを有効にするには （P.47）

NetQueue とネットワーク パフォーマンス （P.48）

MAC アドレスの設定 （P.49）

ネットワークのヒントとベスト プラクティス （P.51）

ネットワークのトラブルシューティング （P.53）

高度なネットワーク 3



ESX Server 3i 構成ガイド

32 VMware, Inc.  

仮想スイッチの構成
このセクションでは、仮想スイッチのプロパティおよび仮想スイッチ レベルで設定
するネットワーク ポリシーの構成について説明します。

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オーバーライド
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

vSwitch のポート数を編集するには

1 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 ウィンドウの右側から、編集する vSwitch を見つけ、その vSwitch の [ プロパ
ティ（Properties）] をクリックします。 

4 [ ポート（Ports）] タブをクリックします。

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

6 [ 全般（General）] タブをクリックして、ポートの数を設定します。

7 ドロップダウン メニューから、使用するポートの数を選択します。

8 [OK] をクリックします。

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 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 
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3 vSwitch を選択し、[ プロパティ（Properties）] をクリックします。

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

5 構成されているネットワーク アダプタの速度およびデュプレックス値を変更す
るには、ネットワークアダプタを選択して [ 編集（Edit）] をクリックします。

[ステータス（Status）]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（Autonegotiate）]であり、通常はこの選択で問題ありません。

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。 

ネットワーク アダプタ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は、バンド幅が狭くなったり、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/auto、またはND/NDを設定する必要があります。NDは一定の速度とデュ
プレックスであり、auto/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 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 vSwitch を選択し、[ プロパティ（Properties）] をクリックします。

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

5 [ 追加（Add）] をクリックして、[ アダプタの追加ウィザード（Add Adapter 
Wizard）] 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。

注意   構成を誤ると、VI Client がホストに接続できなくなる場合があります。
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6 リストから 1台または複数のアダプタを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

7 ネットワーク アダプタを整理するには、特定のネットワーク アダプタを選択し、
ボタンをクリックして上下に移動して、希望するカテゴリ（有効またはスタンバ
イ）に入れます。

有効なアダプタ　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　有効なアダプタのいずれかに障害が発生したときに、
有効になるアダプタ。

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。

9 情報を確認し、[戻る（Back）] ボタンを使用して入力を変更するか、[ 終了
（Finish）] をクリックして [ アダプタの追加ウィザード（Add Adapter Wizard）]
を終了します。

ネットワーク アダプタ リストが再表示され、現在 vSwitch が要求しているアダ
プタを示します。

10 [ 閉じる（Close）] をクリックします。
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[ 構成（Configuration）] タブの [ ネットワーク（Networking）] 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。

Cisco Discovery Protocol

CDP（Cisco Discovery Protocol）を使用すると、ESX Serve 3i のシステム管理者は、特
定の vSwitch に接続されている Cisco スイッチ ポートを確定できます。 特定の
vSwitch に対して CDP が有効になっている場合は、VI Client から Cisco スイッチのプ
ロパティ（デバイス ID、ソフトウェア バージョン、タイムアウトなど）を表示でき
ます。

ESX Server 3i では、CDP が検出を行うように設定されています。すなわち、ESX 
Server 3i は、関連付けられている Cisco スイッチ ポートに関する情報を検出して表示
しますが、Cisco スイッチの管理者は vSwitch に関する情報を使用できません。

VI Client で Cisco スイッチ情報を表示するには

1 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。
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3 vSwitch の右側にある情報アイコンをクリックします。

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（Ports）] タブの最上部で
vSwitch を選択し、[ 編集（Edit）] 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オーバーライドするには、対象
のポート グループを選択して、[編集（Edit）] をクリックします。 ポート グループ別
にオーバーライド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。
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vSwitch ポリシーは、次のポリシーで構成されます。

レイヤー 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

レイヤー 2セキュリティ ポリシー
レイヤー 2は、データ リンク レイヤーです。 レイヤー 2セキュリティ ポリシーの構
成要素は、[無差別モード（Promiscuous Mode）]、[MAC アドレス変更（MAC 
Address Changes）]、および [ 偽装転送（Forged Transmits）] の 3 つです。

無差別モード以外では、ゲスト アダプタは、自身のMACアドレスのトラフィックの
みを検出します。 無差別モードでは、すべてのパケットを検出できます。 デフォルト
では、ゲスト アダプタは無差別モード以外に設定されます。 

「仮想スイッチ ポートのセキュリティ強化 （P.162）」を参照してください。 

レイヤー 2セキュリティ ポリシーを編集するには

1 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

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

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

5 vSwitch アイテムを選択し、[ 編集（Edit）] をクリックします。

6 vSwitch の [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスで、[ セキュリティ
（Security）] タブをクリックします。

デフォルトでは、[無差別モード（Promiscuous Mode）] が [ 拒否（Reject）] に
設定され、[MACアドレス変更（MAC Address Changes）] と [ 偽装転送（Forced 
Transmits）] が [ 承諾（Accept）] 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。
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7 [ ポリシー例外（Policy Exceptions）] ペインで、次に示すレイヤー 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（Reject）]　アダプタが受信するフレームに影響を与えません。

[ 承諾（Accept）]　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そのアダプタ
によって検出されます。

MACアドレスの変更

[ 拒否（Reject）]　[拒否（Reject）] に設定し、ゲストOSでアダプタの
MACアドレスを .vmx configurationファイル内に設定されたMAC
アドレス以外に変更すると、すべての受信フレームが破棄されます。

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（Accept）]　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。

偽装転送

[ 拒否（Reject）]　アダプタに設定されているアドレスと異なる発信元
MACアドレスのすべての送信フレームが破棄されます。 

[ 承諾（Accept）]　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 3i では、3つの送信トラフィック特性、すなわち [ 平均バンド幅（Average 
Bandwidth）]、[ バースト サイズ（Burst Size）]、および [ ピーク バンド幅（Peak 
Bandwidth）] 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 Client を通じてこれらの特性値を設定し、各ポート グループのトラフィッ
ク シェーピング ポリシーを確立することができます。 

[ 平均バンド幅（Average Bandwidth）]では、長期間にわたって平均化された、
vSwitch上で可能な毎秒ビット数、すなわち許容される平均的な負荷を設定します。
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[ バースト サイズ（Burst Size）] では、バースト転送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
はあと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
トは破棄されます。 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
ような処理を vSwitch に期待するかを指示します。

[ ピーク バンド幅（Peak Bandwidth）] は、パケットを破棄せずに vSwitch が耐え
ることができる最大バンド幅です。 トラフィックが設定したピーク バンド幅を超
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、パケットは破棄されます。 接続がアイドル状態に
なったために予備のバンド幅が確保された場合でも、ピーク バンド幅パラメー
タにより、トラフィックが許容される平均的な負荷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 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 vSwitch を選択し、[ プロパティ（Properties）] をクリックします。

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

5 vSwitch を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックします。

選択した vSwitch に対する [ プロパティ（Properties）] 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（Traffic Shaping）] タブをクリックします。

[ ポリシー例外（Policy Exceptions）] ペインが表示されます。 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オーバーライド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。
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[ ステータス（Status）]　[ ステータス（Status）] 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 バンド幅の制限を設定します。 ポリシーを無効に
すると、デフォルトで、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。

[ 平均バンド幅（Average Bandwidth）]　一定の期間で測定された値。

[ ピーク バンド幅（Peak Bandwidth）]　許容される最大バンド幅。平均バ
ンド幅より必ず大きい値。 このパラメータは、バースト時の最大バンド幅を
制限します。

[ バースト サイズ（Burst Size）]　可能なバースト転送のサイズを指定する
キロバイト（KB）単位の値。 このパラメータは、平均レートを超えている場
合に、1度のバースト転送で送信できるデータの量を制御します。 

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
再度経路設定する方法を決定できます。それには、次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

ロード バランシング 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 （リンク状態 /ビーコンの検知）

ネットワーク アダプタの順番（有効 /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 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] を
クリックします。 

3 vSwitch を選択し、[ 編集（Edit）] をクリックします。

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

注意   受信トラフィックは、物理スイッチのロード バランシング ポリシーによっ
て制御されます。
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5 vSwitch に対する [ フェイルオーバーとロード バランシング（Failover and Load 
Balancing）] の値を編集するには、vSwitch アイテムを選択して、[ プロパティ
（Properties）] をクリックします。

vSwitch の [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスが表示されます。

6 [NIC チーミング（NIC Teaming）] タブをクリックします。

[ ポリシー例外（Policy Exceptions）] 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オーバーライド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（Policy Exceptions）] ペインに次の内容が表示されます。

[ ロード バランシング（Load Balancing）]　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（Route based on the originating 
port ID）]　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 ハッシュに基づいたルート（Route based on ip hash）]　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、すべてそれらのオフセットを
使用してハッシュを計算します。

[ 発信元MACハッシュに基づいたルート（Route based on source MAC 
hash）]　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順を使用（Use explicit failover order）]　
有効な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出（Network Failover Detection）]　
フェイルオーバーの検出に使用する方法を指定します。

[ リンク状態のみ（Link Status only）]　ネットワーク アダプタが提供す
るリンク状態のみに依存します。 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出されますが、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
ラーは検出されません。

注意   IP ベースのチーミングには、イーサチャネルで物理スイッチを構成す
る必要があります。 その他のすべてのオプションでは、イーサチャネルを無
効にする必要があります。
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[ ビーコンの検知（Beacon Probing）]　チーム内のすべてのネットワー
ク アダプタ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 ステータスを使用してリンク故障を確認します。 この方法では、
[ リンク状態のみ（link status alone）] では検出できない、前述の障害の
多くを検出できます。

[ スイッチへの通知（Notify Switches）]　[あり（Yes）]または [なし（No）]を
選択して、フェイルオーバーの場合にスイッチに通知するかどうかを指定し
ます。

[ あり（Yes）] を選択すると、フェイルオーバー イベントによって、仮想
ネットワーク アダプタが vSwitch に接続される場合、または、その仮想
ネットワーク アダプタのトラフィックがチーム内の別の物理ネットワーク 
アダプタを経由する場合には、ネットワークを介して通知が送信され、物理
スイッチの検索テーブルを更新します。 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イテンシーを最小限に抑え
るのに、この機能が役立ちます。

[ フェイルバック（Failback）]　[ あり（Yes）] または [ なし（No）] を選択し
て、フェイルバックを有効または無効にします。

このオプションは、障害から復旧したあとで、物理アダプタをどのように有
効なモードに戻すかを決定します。 フェイルバックを [ あり（Yes）]（デ
フォルト）に設定すると、アダプタは復旧後すぐに有効なモードに戻り、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。 
フェイルバックを [ なし（No）] に設定すると、障害のあるアダプタは、復
旧後も、現在アクティブな別のアダプタに障害が発生して交換が必要になる
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（Failover Order）]　アダプタのワークロードの分散
方法を指定します。 複数のアダプタを使用し、使用中のアダプタに障害が発
生した場合にほかのアダプタも確保するには、ドロップダウン メニューを
使用してこの条件を設定し、アダプタを次の 2つのグループに分けます。

[ 有効なアダプタ（Active Adapters）]　ネットワーク アダプタ接続が開
始され、有効である場合に継続的に使用します。

[ スタンバイ アダプタ（Standby Adapters）]　有効なアダプタのいずれ
かの接続が切断した場合に、このアダプタを使用します。

[ 未使用のアダプタ（Unused Adapters）]　使用されていません。

注意   ポート グループを使用する仮想マシンが、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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ポート グループの構成
次のポート 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 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（Configuration）] タブをクリックし、[ネットワーク（Networking）] 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（Properties）] をクリックし
ます。 

[vSwitchのプロパティ（vSwitch Properties）]ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ ポート（Ports）] タブをクリックします。

5 ポート グループを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

6 ポート グループの [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスで、[ 全般
（General）] 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（Network Label）]　作成中のポート グループを識別
します。 このポート グループに接続する仮想アダプタを構成する場合（仮想
マシン、または VMotion や IP ストレージなどの VMkernel サービスを構
成）、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。

7 [OK] をクリックして、[vSwitch のプロパティ（vSwitch Properties）] ダイアログ 
ボックスを終了します。

ラベル付きネットワーク ポリシーをオーバーライドするには

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オー
バーライドするには、ネットワークを選択します。

2 [ 編集（Edit）] をクリックします。 

3 [ セキュリティ（Security）] タブをクリックします。

4 オーバーライド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。
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5 [ トラフィック シェーピング（Traffic Shaping）] タブをクリックします。

6 チェック ボックスを選択して、[ステータス（Status）] を有効または無効にオー
バーライドします。

7 [NIC チーミング（NIC Teaming）] タブをクリックします。

8 関連するチェック ボックスを選択して、ロード バランシング ポリシーまたは
フェイルオーバー順序ポリシーをオーバーライドします。

9 [OK] をクリックします。

DNS とルーティング
VI Client を通じて、DNS とルーティングを構成します。

DNS とルーティング構成を変更するには

1 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（Configuration）] タブをクリックし、[DNS およびルーティング（DNS 
and Routing）] 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（Properties）] をクリックします。

4 [DNS 構成（DNS Configuration）] タブで、[ 名前（Name）] フィールドと [ ドメ
イン（Domain）] フィールドの値を入力します。

5 DNS サーバ アドレスを取得するか、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。

7 必要に応じて、[ ルーティング（Routing）] タブでデフォルト ゲートウェイ情報
を変更します。

8 [OK] をクリックします。

TCP セグメンテーション オフロードおよび Jumbo Frame
TCP セグメンテーション オフロード（TSO）および Jumbo Frame のサポートが、
ESX Server 3i に追加されました。 Jumbo Frame は、リモート CLI を使用して各
vSwitch の MTU サイズを構成し、サーバ レベルで有効にする必要があります。 TSO
は、VMkernel インターフェイスではデフォルトで有効になっていますが、仮想マシ
ン レベルで有効にする必要があります。
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TSO の有効化
拡張 vmxnet ネットワーク アダプタを使用する TSOは、次のゲストOSを実行してい
る仮想マシンでサポートされています。

Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition with Service Pack 2（32 ビットおよび 64
ビット）

Red Hat Enterprise Linux 4（64 ビット）

Red Hat Enterprise Linux 5（32 ビットおよび 64 ビット）

SUSE Linux Enterprise Server 10（32 ビットおよび 64 ビット）

TSOを仮想マシン レベルで有効にするには、既存の vmxnet 仮想ネットワーク アダ
プタまたはフレキシブル仮想ネットワーク アダプタを拡張vmxnet仮想ネットワーク 
アダプタに置き換える必要があります。 これによって、仮想ネットワーク アダプタの
MACアドレスが変わることがあります。

仮想マシンに対して TSOのサポートを有効にするには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。 

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 [ 概要（Summary）] タブをクリックし、[ 設定の編集（Edit Settings）] をクリッ
クします。

3 [ ハードウェア（Hardware）] リストから、ネットワーク アダプタを選択します。

4 ネットワーク アダプタが使用しているネットワーク設定およびMACアドレスを
記録します。

5 [ 削除（Remove）] をクリックして、仮想マシンからネットワーク アダプタを削
除します。

6 [ 追加（Add）] をクリックします。

7 [ イーサネット アダプタ（Ethernet Adapter）] を選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

8 [ アダプタ タイプ（Adapter Type）] グループで、[ 拡張 vmxnet（Enhanced 
vmxnet）] を選択します。

9 古いネットワーク アダプタが使用していたネットワーク設定およびMACアドレ
スを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

10 [ 終了（Finish）] をクリックします。
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11 [OK] をクリックします。

12 仮想マシンが、パワーオンするたびに VMware Tools をアップグレードするよう
に設定されていない場合は、手動で VMware Tools をアップグレードする必要が
あります。 『基本システム管理ガイド』を参照してください。

TSOは、デフォルトで、VMkernel インターフェイスで有効です。 特定の VMkernel イ
ンターフェイスに対して TSOが無効になっている場合、TSOを有効にする唯一の方
法は、VMkernel インターフェイスを削除してから、TSOを有効にして VMkernel イン
ターフェイスを再作成することです。 「VMkernel ネットワーク構成 （P.28）」を参照
してください。

Jumbo Frame の有効化
Jumbo Frame を使用すると、ESX Server 3i でより大きなフレームを物理ネットワーク
に送信できます。 Jumbo Frame を有効にするには、ネットワークが Jumbo Frame エ
ンド ツー エンドをサポートしている必要があります。 9 KB（9000 バイト）までの
Jumbo Frame がサポートされます。 ESX Server 3i の VMkernel ネットワーク インター
フェイスでは、Jumbo Frame はサポートされません。

ESX Server 3i ホストでリモート CLI を使用して vSwitch ごとに、また VI Client で拡張
vmxnet 仮想ネットワーク アダプタを選択して仮想マシンごとに、Jumbo Frame を有
効にする必要があります。 Jumbo Frame を有効にする前に、物理ネットワーク アダ
プタが Jumbo Frame をサポートしていることをハードウェア ベンダーに確認してく
ださい。

Jumbo Frame が有効な vSwitch を作成するには

1 ESX Server 3i のリモート CLI にログインします。

RCLI では、各コマンドの使用時にログイン検証が必要です。 『リモート コマンド
ライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス』を参照してくだ
さい。

2 esxcfg-vswitch -m <MTU> <vSwitch>コマンドを使用して、vSwitch の MTU
サイズを設定します。

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

3 esxcfg-vswitch -lコマンドを使用して、ホスト上の vSwitch のリストを表示
し、vSwitch の構成が正しいことを確認します。

注意   ESX Server 3 は、最大で 9000 の MTUサイズをサポートしています。
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仮想マシンに対して Jumbo Frame のサポートを有効にするには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。 

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 [ 概要（Summary）] タブをクリックし、[ 設定の編集（Edit Settings）] をクリッ
クします。

3 [ ハードウェア（Hardware）] リストから、ネットワーク アダプタを選択します。

4 ネットワーク アダプタが使用しているネットワークおよびMACアドレスを記録
します。

5 [ 削除（Remove）] をクリックして、仮想マシンからネットワーク アダプタを削
除します。

6 [ 追加（Add）] をクリックします。

7 [ イーサネット アダプタ（Ethernet Adapter）] を選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

8 [ アダプタ タイプ（Adapter Type）] グループで、[ 拡張 vmxnet（Enhanced 
vmxnet）] を選択します。

9 古いネットワーク アダプタが使用していたネットワークを選択し、[次へ（Next）]
をクリックします。

10 [ 終了（Finish）] をクリックします。

11 [ ハードウェア（Hardware）] リストから、新しいネットワーク アダプタを選択
します。

12 [MAC アドレス（MAC Address）] の下の [ 手動（Manual）] を選択し、元のネッ
トワーク アダプタが使用していたMACアドレスを入力します。

13 [OK] をクリックします。

14 ゲストOS内で、ネットワーク アダプタが Jumbo Frame を使用できるように構
成します。 詳細については、ゲストOS のドキュメントを参照してください。

15 仮想マシンが接続するすべての物理スイッチ、および物理マシンまたは仮想マシ
ンで、Jumbo Frame をサポートするように構成します。
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NetQueue とネットワーク パフォーマンス
ESX Server 3i の NetQueue は、いくつかのネットワークアダプタの機能を利用して、
個別に処理できる複数の受信キュー内のシステムにネットワーク トラフィックを配
信します。 これによって、処理をマルチ CPU に拡張し、受信サイズのネットワーク 
パフォーマンスを向上させることができます。

ESX Server 3i ホストで NetQueue を有効にするには

1 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。 

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

3 [VMkernel] を選択します。

4 [VMkernel.Boot.netNetQueueEnable] を選択し、[OK] をクリックします。

5 リモート コマンドライン インターフェイスを使用して、NetQueue を使用する
ようにNIC ドライバを構成します。

RCLI では、各コマンドの使用時にログイン検証が必要です。 『リモート コマンド
ライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス』を参照してくだ
さい。

s2io NIC ドライバを使用している場合は、vicfg-module -s "intr_type=2 
rx_ring_num=8" s2ioコマンドを使用して、s2io モジュールで適切なパラ
メータを設定します。

ixgbe NIC ドライバを使用している場合は、vicfg-module -s 
"InterruptType=2 MQ=1 VMDQ=16" ixgbeコマンドを使用して、ixgbe モ
ジュールで適切なパラメータを設定します。

サード パーティのドライバについては、サード パーティのベンダーに適切
な構成を問い合わせてください。

6 ESX Server 3i ホストを再起動します。

ESX Server 3i ホストで NetQueue を無効にするには

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

3 [VMkernel.Boot.netNetQueueEnable] を選択解除し、[OK] をクリックします。
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4 リモート コマンドライン インターフェイスを使用して、NIC ドライバの
NetQueue を無効にします。

RCLI では、各コマンドの使用時にログイン検証が必要です。 『リモート コマンド
ライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス』を参照してくだ
さい。

5 vicfg-module -s "" [module name]コマンドを使用します。

たとえば、s2io NIC ドライバを使用している場合は、vicfg-module -s "" 
s2ioを使用します。

6 ESX Server 3i ホストを再起動します。

MACアドレスの設定
MACアドレスは、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。

次のセクションでは、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。

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バイトの固有なプ
リフィックスが割り当てられています。このプリフィックスを使用して、固有な
MACアドレスを生成することができます。 

ヴイエムウェアには、次の 3つの OUI があります。

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

ESX 3 以前の仮想マシンで使用されていたが、ESX Server 3i では使用されなくなっ
たOUI
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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、すべての競合の有無が確
認済みの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 3i 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あとは、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。 仮想マシ
ンの構成ファイルにあるMACアドレスは、確保されます。 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。

パワーオフ状態の仮想マシンの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。 再びパワー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あります。 別のMACアドレスの取得
は、この仮想マシンがパワーオフだったときに、パワーオンだった仮想マシンとの競
合を避けるためです。

MACアドレスの設定 
物理マシンあたり仮想ネットワーク アダプタは 256 個までという制限、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。 VMware 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 <数値 >.address = 00:50:56:XX:YY:ZZ

ここで、<数値 >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 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。
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ethernet<数値 >.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<数値 >.addressType="static" 

VMware ESX Server 3i 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、前述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に固有の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発生することはありません。

MACアドレスの使用
VI Client を使用して固定で割り当てられたMACアドレスを使用するように、パワー
オフ状態の仮想マシンの仮想NIC を変更できます。

MACアドレスを設定するには

1 VI Client にログインして、インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

2 [ 概要（Summary）] タブをクリックし、[ 設定の編集（Edit Settings）] をクリッ
クします。

3 [ ハードウェア（Hardware）] リストから、ネットワーク アダプタを選択します。

4 [MAC アドレス（MAC Address）] グループで、[ 手動（Manual）] を選択します。

5 目的の固定MACアドレスを入力し、[OK] をクリックします。

ネットワークのヒントとベスト プラクティス
このセクションには、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。

特定の仮想マシン一式を最高のパフォーマンス レベルで機能させる場合は、そ
れらのマシンを個別の物理ネットワーク アダプタに配置します。 この分離によっ
て、ネットワーク ワークロードの一部を複数の CPU間でより均等に分散させる
ことができます。 たとえば、分離された仮想マシンは、Web Client 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。
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VMotion 接続は、VMotion 専用ネットワークを個別に保持してください。 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で転送され
ます。 これは、VLANを使用して 1つの物理ネットワークをセグメント化するか、
個別の物理ネットワークを使用することにより実現できます（後者の方法をお勧
めします）。

NFS ボリュームのマウント
ESX Server 3i では、仮想マシンの仮想 CD-ROMとして使用される ISO イメージの
NFS ストレージに ESX Server 3i からアクセスする方法を示すモデルが、ESX Server 2.x
で使用されているモデルと異なります。

ESX Server 3i 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 Client 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、仮想 CD-ROM
デバイスとして使用される ISO イメージ用の ESX Server 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
ビス専用に特定のネットワーク アダプタ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、1つの
vSwitch にあるネットワーク 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、環境内のほかの部分と
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 の内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 のネットワーク アダプタ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、仮想マシン同士は互い
に通信することができます。 さらに、1つのネットワーク アダプタを残しておく
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、有効なア
ダプタのセットが異なるポート グループを使用します。 これらのグループは、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。
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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。

ネットワークのトラブルシューティング
このセクションでは、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。

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。

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
仮想マシンがすで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大きく再構成することには
なりません。 すで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す
でに確立しているため、パワーオフされるまで引き続き機能します。

もっとも良いのは、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リモート CLI
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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「ストレージ」の節では、ESX Server 3i で使用できるストレージ オプションに関する
概要情報を示し、様々なタイプのストレージを使用および管理できるように ESX 
Server 3i を構成する方法について説明します。 

ストレージ管理者がストレージ側で実行する必要がある特定のアクティビティについ
ては、『ファイバ チャネル SAN構成ガイド』および『iSCSI SAN 構成ガイド』を参照
してください。

本章の内容は次のとおりです。

ストレージの概要 （P.58）

物理ストレージのタイプ （P.58）

サポート対象のストレージ アダプタ （P.61）

データストア （P.61）

仮想マシンからストレージへのアクセス方法 （P.65）

ストレージのタイプの比較 （P.67）

VMware Infrastructure Client でのストレージ情報の表示 （P.68）

ストレージの構成と管理 （P.71）

ストレージの概要 4
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ストレージの概要
ESX Server 3i 仮想マシンは仮想ハード ディスクを使用して、オペレーティング シス
テム、プログラム ファイル、およびアクティビティに関連するその他のデータを格
納します。 仮想ディスクは、サイズの大きな物理ファイルまたはファイルのセットで
あり、ほかのファイル同様、容易にコピー、移動、アーカイブ、バックアップできま
す。 仮想ディスク ファイルを格納してファイルを操作するために、ESX Server 3i は専
用ストレージ領域を必要とします。 

ESX Server 3i は、ホストの内部および外部のストレージ デバイス、またはネットワー
ク ストレージ デバイスなど、さまざまな物理ストレージ デバイス上のストレージ領
域を使用します。 ストレージ デバイスとは、特定のタスク（データの格納および保
護）専用の物理ディスクまたはディスク アレイです。

ESX Server 3i は、アクセス権があるストレージ デバイスを検出して、データストアと
してフォーマットできます。 データストアとは、論理ボリューム上のファイル システ
ムに類似している特殊な論理コンテナで、ここに、ESX Server 3i が、仮想マシンの必
須コンポーネントをカプセル化した仮想ディスク ファイルおよびその他のファイル
を配置します。 異なるデバイスにデプロイされたデータストアは、各ストレージ製品
の仕様を隠し、仮想マシン ファイルを格納するための統一モデルを提供します。 

VI Client を使用すると、ESX Server 3i が検出するあらゆるストレージ デバイス上に、
データストアをあらかじめ設定することができます。 

ストレージ デバイスへのアクセスおよび構成方法、およびデータストアの作成およ
び管理方法については、次の章を参照してください。

ストレージの構成 （P.73）

ストレージの管理 （P.103）

データストアを作成したあとは、そ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。 仮想マシンの作成については、『基本システム管理』を参照して
ください。

物理ストレージのタイプ
ESX Server 3i ストレージの管理プロセスは、ストレージ管理者が、各種のストレージ 
デバイスにストレージ領域を事前に割り当てることから始まります。 

ESX Server 3i 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　直接接続によって ESX Server 3i ホストに接続する内部または外部のス
トレージ デバイスまたはアレイ上に仮想マシン ファイルを格納します。 
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ネットワーク　ESX Server 3i ホスト外にある外部の共有ストレージ デバイスまた
はアレイ上に仮想マシン ファイルを格納します。 ホストは、高速ネットワークを
介してネットワーク デバイスと通信します。

ローカル ストレージ
ローカル ストレージ デバイスは、ESX Server 3i ホスト内にある内部ハード ディスク、
またはホスト外にあり、ホストに直接接続する外部ストレージ システムにすること
ができます。 

ローカル ストレージ デバイスには、ESX Server 3i と通信するストレージ ネットワー
クが必要ありません。 ストレージ デバイスに接続するケーブルと、必要に応じて ESX 
Server 3i ホスト内の互換性のあるHBAのみが必要です。 

一般に、複数の ESX Server 3i ホストを単一のローカル ストレージ システムに接続で
きます。 接続するホストの実際の数は、使用するストレージ デバイスとトポロジのタ
イプによって異なります。

多くのストレージ システムは、フォルト トレランスを実現するために、冗長接続パ
スをサポートしています。 マルチパスの詳細については、｢複数のパスの管理 
（P.108）｣を参照してください。

複数の ESX Server 3i ホストがローカル ストレージ ユニットに接続する場合は、非共
有モードでストレージ LUNにアクセスします。 非共有モードでは、複数の ESX Server 
3i ホストが同じ VMFS データストアに同時にアクセスできません。 ただし、一部の
SAS ストレージ システムでは、複数の ESX Server 3i ホストへのアクセスが共有できま
す。 このタイプのアクセスでは、複数の ESX Server 3i ホストが、LUN上の同じ VMFS
データストアにアクセスできます。 「ESX Server 3i システム間の VMFS ボリュームの
共有 （P.64）」を参照してください。

ESX Server 3i は、SCSI、IDE、SATA、および SAS ストレージ システムなど、様々な内
部または外部のローカル ストレージ デバイスをサポートしています。 使用するスト
レージのタイプにかかわらず、ESX Server 3i によって、仮想マシンは物理ストレージ 
レイヤーを認識しません。 

ローカル ストレージを設定する場合は、次の内容を考慮してください。

IDE/ATA ドライブを使用して仮想マシンを格納できません。 

内部と外部の両方のローカル SATA ストレージは、非共有モードでのみ使用して
ください。 SATA ストレージは、複数の ESX Server 3i ホスト間での同じ LUN（つ
まり同じ VMFS データストア）の共有をサポートしていません。 

SATA ストレージを使用する場合は、SATA ドライブが、サポート対象のデュア
ル SATA/SAS コントローラを介して接続していることを確認します。 
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一部の SAS ストレージ システムでは、複数の ESX Server 3i ホスト間での同じ LUN
（つまり同じ VMFS データストア）へのアクセスを共有できます。 詳細について
は、http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.htmlの『ESX Server 3.x スト
レージ /SAN互換性ガイド』を参照してください。

サポート対象のローカル ストレージ デバイスについては、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.htmlの『I/O 互換性ガイド』を参照して
ください。

ネットワーク ストレージ
ネットワーク ストレージ デバイスとは、ESX Server 3i が仮想マシン ファイルをリ
モートに格納するために使用する外部ストレージ デバイスまたはアレイです。 ESX 
Server 3i ホストは、高速ネットワークを介してデバイスにアクセスします。 

ESX Server 3i では、次のネットワーク ストレージ テクノロジをサポートしています。

ファイバ チャネル（FC）SAN　FC SAN（ストレージ エリア ネットワーク）にリ
モートに仮想マシン ファイルを格納します。 FC SAN は、ESX Server 3i ホストを高
性能なストレージ デバイスに接続する特別な高速ネットワークです。 このネット
ワークは、ファイバ チャネル プロトコルを使用して、仮想マシンから FC SAN
デバイスに SCSI トラフィックを転送します。 

FC SANに接続するには、ESX Server 3i ホストに、ファイバ チャネルのホスト バス 
アダプタ（HBA）を取り付ける必要があります。 さらに、ホストには、ストレージ 
トラフィックのルーティングに役立つファイバ チャネル スイッチが必要です。 

インターネット SCSI（iSCSI）SAN　リモート iSCSI ストレージ デバイスに仮想マ
シン ファイルを格納します。iSCSI は、TCP/IP プロトコルに SCSI ストレージ ト
ラフィックをパッケージ化することにより、専用 FCネットワークではなく、標
準 TCP/IP ネットワークを介して送信できるようにします。 iSCSI 接続により、ESX 
Server 3i ホストは、リモート iSCSI ストレージ システムに配置されているター
ゲットと通信するイニシエータの役割を果たします。

ESX Server 3i は、次のタイプの iSCSI 接続をサポートしています。

ハードウェア起動 iSCSI　ESX Server 3i ホストは、iSCSI over TCP/IP 機能を備え
た特殊なサード パーティのHBAを介してストレージに接続します。

ソフトウェア起動 iSCSI　ESX Server 3i は、VMkernel のソフトウェアベース
iSCSI コードを使用してストレージに接続します。 このタイプの iSCSI 接続で
は、ホストはネットワーク接続のために標準ネットワーク アダプタのみを
必要とします。

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
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NAS（ネットワーク接続型ストレージ）　標準 TCP/IP ネットワークを介してアク
セスするリモート ファイル サーバ上に仮想マシン ファイルを格納します。 ESX 
Server 3i に組み込まれたNFS クライアントは、NFS （Network File System） プ
ロトコル バージョン 3を使用してNAS/NFS サーバと通信します。 ネットワーク
接続のため、ESX Server 3i ホストには、標準ネットワーク アダプタが必要です。 

サポート対象のネットワーク ストレージ デバイスについては、
http://www.vmware.com/pdf/vi3_san_guide.pdfにある『ストレージ /SAN互換性ガイド）』
を参照してください。

サポート対象のストレージ アダプタ
利用できるストレージのタイプによっては、特定のストレージ デバイスまたはネッ
トワークに接続するために、ESX Server 3i システムにアダプタが必要な場合がありま
す。 ESX Server 3i は、SCSI、iSCSI、RAID、ファイバ チャネル、イーサネットなど、さ
まざまなクラスのアダプタをサポートしています。 ESX Server 3i は、VMkernel のデバ
イス ドライバを介してアダプタに直接アクセスします。

ESX Server 3i がサポートするアダプタのタイプの詳細については、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.htmlにある『I/O 互換性ガイド』を参照
してください。

データストア
VI Client を使用して、ESX Server 3i ホストが検出した様々なタイプのストレージ デバ
イスにアクセスし、そのデバイス上にデータストアをデプロイします。 データストア
とは、ファイル システムに似た特殊な論理コンテナで、各ストレージ デバイスの仕
様を隠し、仮想マシン ファイルの格納用の統一モデルを提供します。 

データストアは、ISOイメージ、仮想マシン テンプレート、およびフロッピー イメージ
の格納用にも使用できます。 詳細については、http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
にある『基本システム管理』を参照してください。

使用するストレージのタイプによって、ESX Server 3i データストアは次のシステム 
フォーマットをサポートできます。

VMFS（Virtual Machine File System）　ESX Server 3i 仮想マシンの格納用に最適化
された特殊な高性能ファイル システム。 ESX Server 3i は、ファイバ チャネルや
iSCSI SAN 装置など、SCSI ベースのローカルまたはネットワークの任意のスト
レージ デバイス上に VMFS を配置できます。 

VMFS 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
シとして使用して、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.117）」を参照し
てください。

http://www.vmware.com/pdf/vi3_san_guide.pdf
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/


ESX Server 3i 構成ガイド

62 VMware, Inc.  

NFS（Network File System）　NAS ストレージ デバイス上のファイル システム。 
ESX Server 3i では、NFS Version 3 over TCP/IP をサポートします。 ESX Server 3i は、
NFS サーバにある、指定したNFS ボリュームにアクセスできます。 ESX Server 3i
は、NFS ボリュームをマウントし、ストレージの必要性に応じてNFS ボリュー
ムを使用します。

VMFS データストア
ESX Server 3i ホストが SCSI、iSCSI、または FC SAN などの SCSI ベースのストレージ 
デバイスにアクセスする場合、ストレージ領域は ESX Server 3i で LUN として表示さ
れます。 LUNとは、単一の物理ディスクまたはディスク アレイ内に統合される複数の
ディスク上のストレージ領域を表す論理ボリュームです。 単一の LUNは、ストレー
ジ ディスクまたはアレイ上の領域全体から、またはパーティションと呼ばれる領域
の一部から作成できます。 複数の物理ディスクまたはパーティション上のディスク領
域を使用する LUNも、ESX Server 3i で単一の論理ボリュームとして表示されます。

ESX Server 3i は、VMFS データストアとして LUNをフォーマットできます。 VMFS
データストアは、主に仮想マシンのリポジトリとして機能します。 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、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、
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
な動作やデータの整合性が保障されます。

また、VMFS データストアを使用して、仮想マシン テンプレートおよび ISO イメージ
など、その他のファイルを格納できます。

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、仮想マシンは、データベース、ERP、CRMなど大量のデータ処理が必要なア
プリケーションを実行できます。 

仮想ディスクの最大サイズ： 2 TB
ファイルの最大サイズ： 2 TB 
ブロック サイズ： 1 MB ～ 8 MB

VMFS データストアの作成と拡張

VI Client を使用して、ESX Server 3i が検出する任意の SCSI ベースのストレージ デバイ
ス上に、VMFS データストアをあらかじめ設定します。 ESX Server 3i では、システムあ
たり最大 256 の VMFS データストア、1.2 GB 以上のボリューム サイズがサポートさ
れています。

注意   LUN あたり VMFS データストアは 1つのみです。
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SCSI ベースのストレージ デバイスへの VMFS データストアの作成については、次の
節を参照してください。

ローカル ストレージの追加 （P.74）

ファイバ チャネル ストレージの追加 （P.77）

ハードウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加 （P.89）

ソフトウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加 （P.94）

VMFS データストアの作成後、そのプロパティを編集できます。 詳細については、
「VMFS データストアの編集 （P.105）」を参照してください。

VMFS データストアがより多くの領域を必要とする場合は、エクステントを追加する
ことにより、最大 64 TB まで、VMFS ボリュームを動的に増加させることができます。 
エクステントとは、既存の VMFS データストアに動的に追加できる物理ストレージ 
デバイス上の LUNです。 データストアは、複数のエクステントに拡張できますが、
単一のボリュームとして扱われます。

VMFS データストアの作成時の注意点

VMFS データストアを使用してストレージ デバイスをフォーマットする場合は、まず
ESX Server 3i システムのストレージのセットアップ方法を検討する必要があります。 

サイズの大きなVMFSボリュームを少数構成すると、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。 

管理する VMFS データストアの数が少なくなります。

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

ロックや SCSI 予約で、各 VMFS データストア間での競合が少なくなります。 

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 構成に対応できる。

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

注意   リモート ESX Server 3i ホストによって使用されている VMFS ボリュームを再
フォーマットすることはできません。 再フォーマットしようとすると警告が表示さ
れ、使用中のボリュームと、そのボリュームを使用しているホストNIC の MACアド
レスが示されます。 この警告は、VMkernel と VMkwarning のログ ファイルにも書き
込まれます。 
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各クラスタ ディスク リソースが専用LUNにあるというMicrosoft Cluster Serviceの
要件を満たします。 

一部のサーバではサイズの大きな VMFS ボリュームを少数構成し、ほかのサーバでは
小さい VMFS ボリュームを多数構成することもできます。 

ESX Server 3i システム間の 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 3i ホストが同じ
VMFS データストア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 のホストが接続できます。 

図4-1  ESX Server 3i ホスト間の 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ために、VMFS にはオン
ディスク ロック機能があります。

複数の ESX Server 3i ホスト間で同じ VMFS ボリュームを共有すると、次のようなメ
リットがあります。

VMware DRS と VMware HA を使用できます。 

仮想マシンを複数の物理サーバに分散できます。 つまり、各指定サーバ上で複数
の仮想マシンを実行できるため、同時に同じ箇所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。
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VMware DRS と VMware HA の詳細については、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/の『リソース管理ガイド』を参照してく
ださい。

VMotionを使用して、稼働中の仮想マシンを物理サーバ間でライブ移行できます。

VMotion の詳細については、http://www.vmware.com/jp/support/pubs/の『基本シ
ステム管理』を参照してください。

VMware Consolidated Backup を使用できます。VMware Consolidated Backup によ
り、VCB プロキシと呼ばれるプロキシ サーバは、仮想マシンがパワーオン中や
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。

Consolidated Backup の詳細については、http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
の『仮想マシン バックアップ ガイド』を参照してください。

NFS データストア
ESX Server 3i は、NAS サーバに配置された指定のNFS ボリュームにアクセスし、この
ボリュームをマウントして、ストレージの必要に応じてこのボリュームを使用できま
す。 NFS ボリュームを使用して、VMFS データストアと同様に仮想マシンの格納およ
び起動が可能です。 

ESX Server 3i は、NFSボリューム上の次の共有ストレージ機能をサポートしています。 

VMotion を使用する。

VMware DRS と VMware HA を使用する。 

仮想マシンに CD-ROMとして提供される ISO イメージをマウントする。

仮想マシン スナップショットを作成する。 スナップショットの詳細については、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/の『基本システム管理』を参照してくだ
さい。

仮想マシンからストレージへのアクセス方法
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、様々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 3i ホストがストレージ デバイスへの接続に使用
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 3i 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。

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
http://www.vmware.com/jp/support/pubs/
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ESX Server 3i で使用するストレージ デバイスのタイプにかかわらず、仮想ディスク
は、仮想マシンでは常にマウントされた SCSI デバイスとして表示されます。 仮想
ディスク環境では、仮想マシンのオペレーティング システムは物理ストレージ レイ
ヤーを認識しません。 これにより、SANなどの特定のストレージ装置で認定されてい
ないオペレーティング システムでも、仮想マシン内で実行できます。

図4-2 では、異なるタイプのストレージを使用する 5台の仮想マシンをから、各タイ
プの違いを示します。

図4-2  さまざまなタイプのストレージにアクセスする仮想マシン

注意   この図は、概念を示す目的で使用します。 推奨する構成ではありません。
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ストレージのタイプの比較
表4-1 に、ESX Server 3i でサポートされる、様々なネットワーク ストレージ テクノロ
ジの比較を示します。

表4-2 に、異なるタイプのストレージでサポートされる ESX Server 3i 機能の比較を示
します。

表4-1  ESX Server 3i でサポートされるネットワーク ストレージ

テクノロジ プロトコル 転送 Interface

ファイバ チャ
ネル

FC/SCSI データ /LUNのブロッ
ク アクセス

FC HBA

iSCSI IP/SCSI データ /LUNのブロッ
ク アクセス

iSCSI HBA（ハードウェア起動
iSCSI）
NIC（ソフトウェア起動 iSCSI）

NAS IP/NFS ファイル（直接 LUN
アクセスなし）

NIC

表4-2  ストレージでサポートされる ESX Server 3i 機能

ストレージ タ
イプ

起動 
VM VMotion

データス
トア RDM

仮想マシ
ン クラ
スタ

VMware 
HA およ
び DRS VCB

SCSI 可 不可 VMFS 不可 不可 不可 はい1

ファイバ チャ
ネル

可 可 VMFS 可 可 可 可

iSCSI 可 可 VMFS 可 不可 可 可

NAS over NFS 可 可 NFS 不可 不可 可 はい1

1. ファイバ チャネルまたは iSCSI SAN で VCB 実行の負荷軽減機能を提供しません。
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VMware Infrastructure Client でのストレージ情報の表示
VI Client 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ついての詳細情報が表示されます。 

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 Client に追加します。 

ESX Server 3i ホストが最初に起動されたときに、デフォルトで作成：ESX Server 3i
ホストを最初にパワーオンしたときに、データストア上に仮想マシンを作成でき
るように、ソフトウェアが、参照可能なすべての空のローカル ディスク、また
は VMFS データストアがあるパーティションをフォーマットします。 

このデフォルト動作は、たとえば、ローカル ストレージではなく共有ストレー
ジ デバイスを使用するようにポリシーを設定して、変更できます。 ディスクの自
動フォーマットを行わないようにするには、最初にホストをパワーオンする前
に、ローカル ストレージ デバイスをホストから切断します。 すでにディスクの
自動フォーマットが発生しているときに、VMFS フォーマットをオーバーライド
するには、データストアを削除します。

ホストがインベントリに追加されたときに検出：ホストをインベントリに追加す
ると、ホストに作成されているデータストアが VI Client に表示されます。 

使用可能なストレージ デバイスに作成：[ストレージの追加（Add Storage）] オ
プションを使用して、新規データストアの作成および構成が可能です。 詳細につ
いては、「ストレージの構成 （P.73）」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できます。 

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

各データストアの [ ストレージ（Storage）] セクションに、次の内容を含む概要情報
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。 「ストレージ 
デバイス名の表記 （P.70）」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。 「データストア （P.61）」
を参照してください。

データストアのフォーマット済み合計容量と、使用可能な領域。 

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（Details）] セクションに、次の情報が表示されます。
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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（VMFS データストア）

ストレージ デバイスへのアクセスに使用するパス（VMFS データストア）

図4-3 では、使用可能なデータストアのリストから symm_07 データストアが選択さ
れています。 [ 詳細（Details）] パネルに、パス ポリシー、パス数、および使用可能な
エクステントに関する情報が表示されます。 

図4-3  データストアの情報

各エクステントの詳細を表示するには、[プロパティ（Properties）]をクリックし、[エ
クステント（Extents）]パネルで選択します。

既存のデータストアを更新および削除し、VMFS データストアのプロパティを変更で
きます。 VMFS 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、アッ
プグレード、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。 詳細に
ついては、「ストレージの管理 （P.103）」を参照してください。

構成済みのデータスト データストアの詳細
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ストレージ デバイス名の表記
VI Client では、ESX Server 3i ホストに提供されるストレージ デバイスの名前は、
vmhba0:0:49のように、コロンで区切った 3つの数字があとに続く形式で表示され
ます。 この形式には、次のような意味があります。

<HBA>:<SCSIターゲット >:<SCSI LUN>

vmhbaは省略形式であり、ESX Server 3i システム上の物理HBAを指します。 ESX 
Server 3i が VMkernel ネットワーク スタックを使って実装するソフトウェア iSCSI イ
ニシエータを指すこともあります。 

vmhba0:0:49の例は、ESX Server 3i ホストが HBA0 を介して、SCSI ターゲット 0に
アクセスでき、LUN49 を VMFS でフォーマットできることを意味します。 

ストレージ デバイス上にデータストアを作成すると、デバイス名は次の形式になり
ます。

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

4 番目の数字は、VMFS データストアによって使用される LUN上のパーティションを
示します。

3番目と 4番目の数字が変更されることはありませんが、1番目と 2番目の数字が変
更される場合があります。 たとえば、ESX Server 3i システムを再起動したあと、
vmhba1:1:3:1が vmhba3:2:3:1に変更される可能性がありますが、名前は同じ物
理デバイスを示しています。 1 番目と 2番目の数字は、次の理由により変更される可
能性があります。

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、数字が変更される可能性があります。 この場合、ESX Server 
3i システムは、別のHBAを使用してストレージ デバイスにアクセスします。 

2 番目の数字は、SCSI ターゲットを示します。したがって、ESX Server 3i 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
字が変更される可能性があります。

ストレージ アダプタの表示
VI Client には、システムに使用できるストレージ アダプタがすべて表示されます。 

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

ストレージ アダプタに関する次のような情報を表示できます。

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
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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（Storage 
Adapters）] リストからアダプタを選択します。 

図 4-4 では、iSCSI ストレージ アダプタ「vmhba0」が選択されています。 [ 詳細
（Details）] ビューに、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てパスを右クリックし、[ 管理
パス（Manage Paths）] をクリックします。クリックすると、[管理パス（Manage 
Paths）] ダイアログ ボックスが開きます。 パスの管理については、「複数のパスの管
理 （P.108）」を参照してください。

図4-4  ストレージ アダプタの情報

ストレージの構成と管理
このガイドの「ストレージの構成と管理」の章では、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なタスクについて説明しています。 

SAN の構成の詳細については、『ファイバ チャネル SAN構成ガイド』および『iSCSI 
SAN 構成ガイド』を参照してください。

特定のストレージ構成の詳細については、次のリンクを参照してください。

ローカル ストレージ構成タスク：

ローカル SCSI ディスクにデータストアを作成するには （P.75）
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ファイバ チャネル SANストレージ構成タスク：

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.77）

ハードウェア起動 iSCSI ストレージ構成タスク：

ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには （P.82）

ハードウェア イニシエータの iSCSI 名、エイリアス、および IP アドレスを設
定するには （P.84）

動的検出を使用してターゲット検出アドレスを設定するには （P.85）

ハードウェア イニシエータ用に CHAP パラメータを設定するには （P.88）

ハードウェア iSCSI デバイスにデータストアを作成するには （P.89）

ソフトウェア起動 iSCSI ストレージ構成タスク：

ソフトウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには （P.91）

ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にするには （P.93）

ソフトウェア イニシエータのターゲットの検出アドレスを設定するには 
（P.93）

ソフトウェア イニシエータ用に CHAP パラメータを設定するには （P.94）

ソフトウェア イニシエータでアクセスする iSCSI デバイスにデータストアを
作成するには （P.94）

NAS ストレージ構成タスク：

NFS ボリュームをマウントするには （P.99）

ストレージ管理タスク：

VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードするには （P.106）

データストアの名前を編集するには （P.106）

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.107）

データストアを削除するには （P.105）

パス管理タスク：

マルチパス ポリシーを設定するには （P.114）

パスを無効にするには （P.115）

優先パスを設定する方法（固定マルチパス ポリシーの場合） （P.115）
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本章では、ローカル ストレージ デバイス、ファイバ チャネル SANストレージ、iSCSI
ストレージ、およびNAS ストレージの構成に関する情報を示します。

本章の内容は次のとおりです。

ローカル ストレージ （P.74）

ファイバ チャネル ストレージ （P.76）

iSCSI ストレージ （P.78）

再スキャンの実行 （P.96）

ネットワーク接続型ストレージ （P.97）

診断パーティションの作成 （P.100）

ストレージの構成 5
注意   SAN の構成の詳細については、『ファイバ チャネル SAN構成ガイド』および
『iSCSI SAN 構成ガイド』を参照してください。
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ローカル ストレージ
ローカル ストレージでは、ESX Server 3i ホストのハード ディスク、または ESX Server 
3i ホストに直接接続する外部の専用ストレージ システムなどの SCSI ベースのデバイ
スが使用されます。 外部ストレージ システムは、直接接続ストレージ（DAS）と呼ば
れます。

図5-1 に、ローカル ストレージを使用する仮想マシンを示します。

図5-1  ローカル SCSI ベースのストレージ

この例のローカル ストレージ トポロジでは、ESX Server 3i ホストは単一接続を使用
して、ストレージ ディスクに接続されます。 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 VMFS データストアを作成できます。 

このストレージ構成は可能ですが、推奨するトポロジではありません。 ストレージ ア
レイと ESX Server 3i ホスト間で単一の接続を使用すると、接続の信頼性が低下したり接
続に障害が発生したりした場合に、単一点障害 （SPOF） が発生し、動作が中断され
ることがあります。 フォルト トレランスを実現するために、多くのローカル ストレー
ジ システムは冗長接続パスをサポートしています。 ESX Server 3i で複数のパスを使用す
る場合の詳細については、「複数のパスの管理 （P.108）」を参照してください。

ローカル ストレージの追加
ストレージ アダプタのドライバをロードすると、ESX Server 3i は、使用可能な SCSI
ストレージ デバイスを検出します。 SCSI デバイスに新規データストアを作成する前
に、再スキャンを実行する必要がある場合があります。 「再スキャンの実行 （P.96）」
を参照してください。
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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
ザードを使用して構成手順を実行します。 

ローカル SCSI ディスクにデータストアを作成するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] をクリックします。 

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。 

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

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

[現在のディスク レイアウト（Current Disk Layout）] ページが開きます。 フォー
マットするディスクが空の場合は、ディスク領域全体がストレージ構成用として
自動的に表示されます。 

6 ディスクがブランクでない場合は、[現在のディスク レイアウト（Current Disk 
Layout）] ページの上部のパネルに表示される現在のディスク レイアウトを確認
し、下部のパネルから構成オプションを選択します。

[ デバイス全体の使用（Use the entire device）]　ディスクまたは LUN全体を
単一 VMFS データストア専用にする場合は、このオプションを選択します。 
このオプションの選択をお勧めします。 

[ 空き領域を使用（Use free space）]　ディスクの残り空き領域に VMFS デー
タストアをデプロイするには、このオプションを選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

8 [ ディスク /LUN - プロパティ（Disk/LUN - Properties）] ページでデータストア名
を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

[ディスク /LUN - フォーマット（Disk/LUN - Formatting）]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、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[設定が完了しました（Ready to Complete）] ページが表示されます。

警告   このオプションを選択すると、このデバイスに保存されているファイル システ
ムまたはデータは破棄されます。
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11 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページでデータストアの構成情報
を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。 

このプロセスにより、ESX Server 3i ホスト上のローカル SCSI ベースのディスク
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 3i 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 3i システムを SANに接続し、SANのディスク アレイを
確認できます。 

図 5-2 に、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ます。

図5-2  ファイバ チャネル ストレージ
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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 3i システムを接続しま
す。 ESX Server 3i システムで、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、ストレージの必要に応じて使用するデータスト
アを作成できます。 データストアには、VMFS フォーマットを使用します。

追加情報については、次を参照してください。

SANの構成については、『ファイバ チャネル SAN構成ガイド』を参照してください。

ESX Server 3i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、
「複数のパスの管理 （P.108）」を参照してください。

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を検出します。 「再スキャンの
実行 （P.96）」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を使用して構成手順を実行します。 

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 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] をクリックします。 

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。 

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

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（Next）]
をクリックします。

[現在のディスク レイアウト（Current Disk Layout）] ページが開きます。 フォー
マットするディスクが空の場合は、ディスク領域全体がストレージ構成用として
自動的に表示されます。

6 ディスクがブランクでない場合は、[現在のディスク レイアウト（Current Disk 
Layout）] ページの上部のパネルに表示される現在のディスク レイアウトを確認
し、下部のパネルから構成オプションを選択します。
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[ デバイス全体の使用（Use the entire device）]　ディスクまたは LUN全体を
単一 VMFS データストア専用にする場合は、このオプションを選択します。 
このオプションの選択をお勧めします。 

[ 空き領域を使用（Use free space）]　ディスクの残り空き領域に VMFS デー
タストアをデプロイするには、このオプションを選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

8 [ ディスク /LUN - プロパティ（Disk/LUN - Properties）] ページでデータストア名
を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

[ディスク /LUN - フォーマット（Disk/LUN - Formatting）]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、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

11 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページでデータストアの構成情報
を確認し、[終了（Finish）] 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 3i ホスト用の
データストアが作成されます。 

12 [ 更新（Refresh）] をクリックします。 

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、『ファイ
バ チャネル SAN構成ガイド』を参照してください。 

iSCSI ストレージ
ESX Server 3i では iSCSI テクノロジをサポートしているため、ESX Server 3i システムで
リモート ストレージにアクセスする際に IP ネットワークを利用できます。 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
ドライブと認識されます。

警告   このオプションを選択すると、このデバイスに保存されているファイル システ
ムまたはデータは破棄されます。
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iSCSI イニシエータ
リモート ターゲットにアクセスするには、ESX Server 3i ホストで iSCSI イニシエータ
を使用します。 イニシエータは、ESX Server 3i システムと、IP ネットワーク上のター
ゲット ストレージ デバイスとの間の SCSI 要求および応答を送信します。

ESX Server 3i 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）。 この専用 iSCSI アダプタは、iSCSI のすべての処
理と管理を担当します。 

ソフトウェアiSCSIイニシエータ　VMkernelに組み込まれたコードで、ESX Server 
3i 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
への接続を可能にします。 ソフトウェア イニシエータは、ネットワーク スタッ
クを介してネットワーク アダプタと通信しながら、iSCSI 処理を行います。 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
テクノロジーを使用できます。

図5-3 に、異なるタイプの iSCSI イニシエータを使用する2個の仮想マシンを示します。 

図5-3  iSCSI ストレージ

注意   仮想マシンのゲストOS は、iSCSI ストレージを直接認識できません。 ゲストOS
には、ESX Server 3i システムに接続する iSCSI ストレージが SCSI HBA を介して利用で
きるよう認識されます。 
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iSCSI ストレージ構成の最初の例では、ESX Server 3i システムはハードウェア 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 3i システムはソフトウェア iSCSI イニシエータを使用し
て構成されています。 ESX Server 3i 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 カードを介して LANに接続します。 

命名要件
iSCSI ネットワークを使用するすべての iSCSI イニシエータとターゲットは、固有かつ
永続的な iSCSI 名を持ち、アクセス用のアドレスが割り当てられています。 iSCSI 名に
より、物理的な場所に関わらず、特定の iSCSI デバイス、イニシエータ、またはター
ゲットが識別されます。 

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 修飾名）　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、サーバ名などの任意の名
前を示します。 

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

EUI（拡張された一意識別子）　eui.プリフィックスとそれに続く 16 文字の名前
を表します。 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ビットの一意な ID が含まれます。 

たとえば、eui.0123456789ABCDEFです。 

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
に、ESX Server 3i システムは、次の検出方法を使用します。

動的検出　この方法は、ターゲットの送信検出とも呼ばれ、イニシエータが特定
の iSCSI サーバに接続するたびに、ターゲットの送信要求をサーバに送信しま
す。 サーバは、使用可能なターゲットのリストをイニシエータに提供することで
応答します。

静的検出　この方法では、イニシエータが検出を実行する必要はありません。 イ
ニシエータは、接続するすべてのターゲットを事前に認識しており、IP アドレ
スおよびドメイン名を使用して通信します。

静的検出方法は、ハードウェア イニシエータを使用して iSCSI ストレージにアク
セスする場合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た
め、接続のセキュリティを確保する必要があります。 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 3i では、iSCSI イニシエータが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（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 シークレットを確認します。 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 3i システムの iSCSI イニシエータを構成するときは、iSCSI ストレージが
CHAP をサポートしているかどうかを確認し、サポートしている場合は、イニシエー
タで有効にしてください。

「iSCSI ストレージのセキュリティ （P.164）」を参照してください。

ハードウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの構成
ESX Server 3i ホストが、ハードウェア イニシエータを使用して iSCSI ストレージにア
クセスする場合は、TCP/IP で iSCSI ストレージにアクセスできるサード パーティの特
殊なアダプタ ケーブルを使用します。 この iSCSI アダプタは、ESX Server 3i システム
のためにすべての iSCSI プロセスと管理を処理します。

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、ハードウェア
iSCSI アダプタをインストールして構成してください。 

ハードウェア iSCSI イニシエータのインストールおよび表示

サポート対象のアダプタについては、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。 

ハードウェア iSCSI イニシエータの構成を始める前に、iSCSI HBA が正常にインストー
ルされており、構成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。

http://www.vmware.com
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ハードウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ アダプタ（Storage Adapters）] をクリックします。 

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

3 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、検出されたあらゆ
るターゲットなど、イニシエータの詳細が表示されます。

4 [ プロパティ（Properties）] をクリックします。 

[iSCSI イニシエータのプロパティ（iSCSI Initiator Properties）]ダイアログ ボックスが
開きます。 [ 全般（General）]タブにイニシエータの追加特性が表示されます。
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この時点で、ハードウェア イニシエータを構成したり、デフォルト特性を変更した
りすることができます。

ハードウェア iSCSI イニシエータの構成

ハードウェア iSCSI イニシエータを構成するときに、イニシエータの iSCSI 名、IP ア
ドレス、検出アドレスを設定します。 さらに、CHAP パラメータを設定することをお
勧めします。 

ハードウェア iSCSI イニシエータを構成したあと、再スキャンを実行し、ストレージ 
デバイスのリストにイニシエータからアクセスできるすべての LUNが表示されるよ
うにします。 「再スキャンの実行 （P.96）」を参照してください。
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命名パラメータの設定

ハードウェア iSCSI イニシエータを構成する際は、ハードウェア iSCSI 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。 

「命名要件 （P.80）」を参照してください。

ハードウェア イニシエータの iSCSI名、エイリアス、および IPアドレスを設定するには

1 [iSCSI イニシエータのプロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボック
スで、[ 構成（Configure）] をクリックします。

2 イニシエータのデフォルト iSCSI 名を変更するには、新しい名前を入力します。 

ベンダーが提供するデフォルト名を使用できます。 デフォルト名を変更する場合
は、入力した新しい名前の形式が正しいことを確認します。 正しくない場合は、
ストレージ デバイスがハードウェア iSCSI イニシエータを認識できないことがあ
ります。 

3 iSCSI エイリアスを入力します。 

エイリアスは、ハードウェア iSCSI イニシエータの識別に使用する名前です。

4 必要なすべての値を [ ハードウェア イニシエータのプロパティ（Hardware 
Initiator Properties）] グループに入力します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

6 サーバを再起動して、変更を有効にします。

ハードウェア イニシエータの検出アドレスの設定

ハードウェア イニシエータがネットワーク上のアクセス可能なストレージ リソース
を特定できるように、ターゲット検出アドレスを設定します。 これは、動的検出でも
静的検出でも行うことができます。 

「検出方法 （P.80）」を参照してください。

動的検出の場合は、特定の iSCSI サーバが ESX Server 3i ホストにターゲットのリスト
を提供します。
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動的検出を使用してターゲット検出アドレスを設定するには

1 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
で、[ 動的検出（Dynamic Discovery）] タブをクリックします。

2 ESX Server 3i ホストで動的検出セッションに使用できる新規 iSCSI サーバを追加
するには、[追加（Add）] をクリックします。 

3 [ 送信ターゲットサーバの追加（Add Send Targets Server）] ダイアログ ボックス
で、iSCSI サーバの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。 

ESX Server 3i ホストが、このサーバとの動的検出セッションを確立すると、サー
バは ESX Server 3i ホストで使用できるターゲットのリストを提供することで応答
します。 これらのターゲットの名前および IP アドレスは、[ 静的検出（Static 
Discovery）] タブに表示されます。
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4 iSCSI サーバの IP アドレスの変更またはサーバの削除を行うには、IP アドレスを
選択し、[編集（Edit）] または [ 削除（Remove）] をクリックします。 

ハードウェア イニシエータを使用する場合は、動的検出のほかに、接続するター
ゲットの IP アドレスおよび iSCSI 名を手動で入力する静的検出も使用できます。

静的検出を使用してターゲット検出アドレスを設定するには

1 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
の [ 静的検出（Static Discovery）] タブをクリックします。

以前に動的検出を使用していた場合、このタブには iSCSI サーバから ESX Server 
3i ホストに提供されたターゲットが表示されます。 
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2 ターゲットを追加するには、[追加（Add）] をクリックして、ターゲットの IP
アドレスおよび完全修飾名を入力します。

3 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
（Edit）] または [ 削除（Remove）] 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

ハードウェア iSCSI イニシエータを構成するときは、iSCSI ストレージで CHAP が有効
かどうかを確認してください。 有効になっている場合、イニシエータ用に有効にし
て、CHAP 認証証明書が iSCSI ストレージと一致することを確認する必要があります。

「iSCSI セキュリティ （P.81）」を参照してください。

注意   動的検出で追加された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 イニシエータ用に CHAP パラメータを設定するには

1 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
で、[CHAP 認証（CHAP Authentication）] タブをクリックします。 

タブに、デフォルトの CHAP パラメータが表示されます（CHAP パラメータがあ
る場合）。 

2 既存のCHAPパラメータを変更するには、[構成（Configure）]をクリックします。 

3 CHAP を有効な状態のままにするには、[ 次の CHAP 証明書を使用（Use the 
following CHAP credentials）] を選択します。

4 新しい CHAP 名を入力するか、[ イニシエータ名の使用（Use initiator name）] を
選択します。
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5 必要に応じて、CHAP シークレットを指定します。 

今後新しいターゲットはすべて、CHAP シークレットを使用してイニシエータの
認証を行います。 

6 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。 

ハードウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加

ハードウェア イニシエータを使用してアクセスできる 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を使用して構成手順を
実行します。

ハードウェア iSCSI デバイスにデータストアを作成するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] をクリックします。

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。 

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

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

[現在のディスク レイアウト（Current Disk Layout）] ページが開きます。 フォー
マットするディスクが空の場合は、ディスク領域全体がストレージ構成用として
自動的に表示されます。 

6 ディスクがブランクでない場合は、[現在のディスク レイアウト（Current Disk 
Layout）] ページの上部のパネルに表示される現在のディスク レイアウトを確認
し、下部のパネルから構成オプションを選択します。

[ デバイス全体の使用（Use the entire device）]　ディスクまたは LUN全体を
単一 VMFS データストア専用にする場合は、このオプションを選択します。 
このオプションの選択をお勧めします。 

注意   CHAP を無効にすると、ESX Server 3i ホストが再起動されるまで、またはス
トレージ システムが強制ログアウトするまで、既存のセッションは維持されま
す。 その後、CHAP を要求するターゲットには接続できなくなります。

警告   このオプションを選択すると、このデバイスに保存されているファイル システ
ムまたはデータは破棄されます。
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[ 空き領域を使用（Use free space）]　ディスクの残り空き領域に VMFS デー
タストアをデプロイするには、このオプションを選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

8 [ ディスク /LUN - プロパティ（Disk/LUN - Properties）] ページでデータストア名
を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

[ディスク /LUN - フォーマット（Disk/LUN - Formatting）]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、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

11 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページでデータストアの構成情報
を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

これでハードウェア起動 iSCSI デバイスにデータストアが作成されます。

12 [ 更新（Refresh）] をクリックします。 

ソフトウェア iSCSI イニシエータおよびストレージの構成
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 3i システムを IP ネットワーク上のリモート iSCSI ターゲットに接続で
きます。 VMkernel に組み込まれた ESX Server 3i のソフトウェア iSCSI イニシエータは、
ネットワーク スタックを介してネットワーク アダプタと通信することにより、この
ような接続を単純化します。 

ソフトウェア イニシエータを使用して iSCSI ストレージにアクセスするデータストア
を構成する前に、ネットワーク接続を有効にして、ソフトウェア iSCSI イニシエータ
をインストールし、構成します。

ソフトウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの設定

ソフトウェア イニシエータを使用して iSCSI ストレージ デバイスにアクセスするデー
タストアを準備および設定する際は、次のタスクを実行します。

1 iSCSI ネットワークを処理する VMkernel ポートを作成します。 

「VMkernel ネットワーク構成 （P.28）」を参照してください。

2 ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成します。 

「ソフトウェア iSCSI イニシエータの構成 （P.92）」を参照してください。

3 新しい iSCSI LUN を再スキャンします。 

「再スキャンの実行 （P.96）」を参照してください。

4 データストアを設定します。 
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「ソフトウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加 （P.94）」
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 3i システムが 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 アダプタが、使用可能なアダプタのリストに表示されます。 VI Client を使
用して、そのプロパティを確認できます。

ソフトウェア iSCSI イニシエータのプロパティを表示するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ アダプタ（Storage Adapters）] をクリックします。 

利用可能なストレージ アダプタのリストが表示されます。 

3 [iSCSI ソフトウェア アダプタ（iSCSI Software Adapter）] 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。 

イニシエータが有効になっている場合は、[詳細（Details）] パネルに、イニシ
エータのモデル、IP アドレス、iSCSI 名、検出方法、iSCSI エイリアス、検出され
たターゲットが表示されます。
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4 [ プロパティ（Properties）] をクリックします。 

[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
が開きます。 [ 全般（General）] タブにソフトウェア イニシエータの追加特性が
表示されます。

これで、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ができます。

ソフトウェア iSCSI イニシエータの構成

ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成するときは、イニシエータを有効にして、
ターゲット アドレスを設定します。 さらに、CHAP パラメータを設定することをお勧
めします。 
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ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成したあと、再スキャンを実行し、ESX Server 
3i で使用可能なストレージ デバイスのリストにイニシエータからアクセス可能なす
べての LUNが表示されるようにします。 「再スキャンの実行 （P.96）」を参照してく
ださい。

ソフトウェア iSCSI イニシエータの有効化

ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にして、ESX Server 3i で使用できるようにし
ます。

ソフトウェア iSCSI イニシエータを有効にするには

1 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
で、[ 構成（Configure）] をクリックします。 

2 イニシエータを有効にするには、[有効（Enabled）] を選択します。

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

入力する名前の形式が適切であることを確認します。 正しくない場合は、スト
レージ デバイスがイニシエータを認識できないことがあります。 「命名要件 
（P.80）」を参照してください。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ソフトウェア イニシエータの検出アドレスの設定

ソフトウェア イニシエータがネットワーク上のアクセス可能なストレージ リソース
を特定できるように、ターゲット検出アドレスを設定します。

「検出方法 （P.80）」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の検出アドレスを設定するには

1 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
で、[ 動的検出（Dynamic Discovery）] タブをクリックします。

2 ESX Server 3i ホストで動的検出セッションに使用できる新規 iSCSI サーバを追加
するには、[追加（Add）] をクリックします。 

3 SendTargets で使用するサーバの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。 

4 SendTargets サーバを変更または削除するには、サーバを選択して [編集（Edit）]
または [削除（Remove）]をクリックします。 

注意   ソフトウェア イニシエータでは、動的検出方式だけが使用可能です。
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ソフトウェア イニシエータの CHAP パラメータの設定

ソフトウェア iSCSI イニシエータを構成するときは、iSCSI ストレージでCHAPが有効
になっているかどうかを確認します。 有効になっている場合、イニシエータ用に有効に
して、CHAP認証証明書が iSCSI ストレージと一致することを確認する必要があります。

「iSCSI セキュリティ （P.81）」を参照してください。

ソフトウェア イニシエータ用に CHAP パラメータを設定するには

1 [iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
で、[CHAP 認証（CHAP Authentication）] タブをクリックします。 

2 CHAP パラメータを指定するには、[ 構成（Configure）] をクリックします。

3 CHAP を有効な状態のままにするには、[ 次の CHAP 証明書を使用（Use the 
following CHAP credentials）] を選択します。

4 CHAP 名を入力するか、[ イニシエータ名の使用（Use initiator name）] を選択し
ます。

5 必要に応じて、CHAP シークレットを指定します。 

今後新しいターゲットはすべて、CHAP シークレットを使用してイニシエータの
認証を行います。 

6 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ソフトウェア イニシエータでアクセス可能な iSCSI ストレージの追加
ソフトウェア イニシエータを使用してアクセスできる 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を使用して構成手順を
実行します。

ソフトウェア イニシエータでアクセスする iSCSI デバイスにデータストアを作成する
には

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] をクリックします。 

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。 

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

注意   CHAP を無効にすると、ESX Server 3i ホストが再起動されるまで、またはス
トレージ システムが強制ログアウトするまで、既存のセッションは維持されま
す。 その後、CHAP を要求するターゲットには接続できなくなります。 
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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（Next）] をクリックし
ます。

[現在のディスク レイアウト（Current Disk Layout）] ページが表示されます。 
フォーマットするディスクが空の場合は、ディスク領域全体がストレージ構成用
として自動的に表示されます。 

6 ディスクがブランクでない場合は、[現在のディスク レイアウト（Current Disk 
Layout）] ページの上部のパネルに表示される現在のディスク レイアウトを確認
し、下部のパネルから構成オプションを選択します。

[ デバイス全体の使用（Use the entire device）]　ディスクまたは LUN全体を
単一 VMFS データストア専用にする場合は、このオプションを選択します。 
このオプションの選択をお勧めします。 

[ 空き領域を使用（Use free space）]　ディスクの残り空き領域に VMFS デー
タストアをデプロイするには、このオプションを選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

8 [ ディスク /LUN - プロパティ（Disk/LUN - Properties）] ページでデータストア名
を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

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、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

11 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページでデータストアの構成情報
を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。 

これにより、ソフトウェア イニシエータでアクセスする 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 [ 更新（Refresh）] をクリックします。 

警告   このオプションを選択すると、このデバイスに保存されているファイル システ
ムまたはデータは破棄されます。
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再スキャンの実行
次の場合は、再スキャンを実行します。

ESX Server 3iシステムで使用できるストレージ ディスクまたはLUNに変更を加え
た場合

ストレージ アダプタを変更した場合

新しいデータストアを作成した場合、または既存のデータストアを削除した場合

既存のデータストアを再構成した場合（新しいエクステントを追加したなど）

再スキャンを実行するには

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

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

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（Scan for New Storage Devices）] を選択します。 

新規 LUN が検出されると、ディスク /LUN リストに表示されます。 

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

新しいデータストアが検出されると、データストア リストに表示されます。 

注意   LUN へのすべてのパスをマスクしたあと、構成を更新するために LUNへのパ
スを使用してすべてのアダプタを再スキャンします。

注意   アダプタを個別に右クリックし、[再スキャン（Rescan）] をクリックし
て、選択したアダプタのみを再スキャンすることもできます。 
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ネットワーク接続型ストレージ
ここでは、NAS（ネットワーク接続型ストレージ）について説明します。

ESX Server 3i では、NFS プロトコルを介したNAS の使用をサポートしています。 

仮想マシンによるNFS の使用方法
ESX Server 3i 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。 クライアントは、結果を返すサーバからの情報を
要求します。 

ESX Server 3i に組み込まれた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 3i では、
NFS Version 3 over TCP のみをサポートします。 

VI Client 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 Client 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に作成する仮想ディスクでは、NFS サーバが指示するディ
スクの形式が使用されます。通常、オン デマンドの領域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領域が不
足すると、VI Client から、さらに領域が必要であることを伝える旨の通知が届きま
す。 次のオプションがあります。

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、ボリューム上の追加領
域を解放する。 

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て仮想マシンをシャッ
トダウンする。
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図5-4 に、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ます。 

図5-4  NFS ストレージ

この構成では、ESX Server 3i は、仮想ディスク ファイルを格納するNFS サーバに接
続しています。 

警告   ESX Server 3i 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 ファイルが存在するディレクトリと同じ
ディレクトリに、.lck-XXXという特別なロック ファイルが生成され、この仮想ディ
スク ファイルに、ほかの ESX Server 3i ホストからアクセスされないようにします。 
.lck-XXXロック ファイルを削除しないでください。削除すると、実行中の仮想マシ
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委任ユーザー
NFS ベースのデータストアで仮想マシンの作成、構成、管理を行う場合は、NFS アク
セス権を特別なユーザー（デリゲート ユーザーと呼ばれる）に割り当てます。

デフォルトで、ESX Server 3i ホストのデリゲート ユーザーは rootです。 ただし、一
部のNFS ボリュームでは、rootをデリゲート ユーザーとして使用できません。 場合
によっては、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オプションを有効にしてNFS ボリュームをエクスポートする
場合もあります。 root squashが有効な場合、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 3i 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 3i 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
しない場合は ESX Server 3i 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。 

「NFS ストレージの仮想マシン代行 （P.191）」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 3i 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が
必要です。 NFS を構成するには、まず、VMotion と IP ストレージにネットワークを構
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 ネットワーク構成 （P.28）」を参照して
ください。

NFS ベースの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を使
用して構成手順を実行します。 

NFS ボリュームをマウントするには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] をクリックします。 

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。

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（Network File 
System）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

警告   ESX Server 3i ホストのデリゲート ユーザーの変更は実験的な機能であり、現在、
この機能のサポートには制限があります。 
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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（Next）] をクリックします。

7 [ ネットワーク ファイル システムの概要（Network File System Summary）] ペー
ジで、構成オプションを確認し、[終了（Finish）] をクリックします。 

診断パーティションの作成
ESX Server 3i を実行するには、診断パーティション（ダンプ パーティション）を構成
して、デバッグおよびテクニカル サポート用にコア ダンプを保存する必要がありま
す。 診断パーティションは、ローカル ディスク、プライベート SAN LUN または共有
SAN LUN 上に作成できます。

診断パーティションは、ソフトウェア イニシエータを介してアクセスする iSCSI LUN
には配置できません。

各 ESX Server 3i ホストには 100 MB の診断パーティションが必要です。 複数の ESX 
Server 3i ホストで SANを共有する場合は、各ホストに 100 MB の診断パーティション
を構成します。

診断パーティションを作成するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] をクリックします。 

3 [ ストレージの追加（Add Storage）] をクリックします。
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[ ストレージ タイプの選択（Select Storage Type）] ページが表示されます。

4 [ 診断（Diagnostic）] を選択して [ 次へ（Next）] をクリックします。

[診断（Diagnostic）] オプションが表示されない場合は、ESX Server 3i ホストに
すでに診断パーティションがあります。 コマンドライン インターフェイスで
vicfg-dumppartコマンドを使用すると、ホストの診断パーティションのクエ
リおよびスキャンを実行できます。 「“Managing Diagnostic Partitions with 
vicfg‐dumppart” on page 227」を参照してください。

5 診断パーティションのタイプを指定します。

[ プライベート ローカル（Private Local）]　ローカル ディスクに診断パー
ティションを作成します。 このパーティションは、ESX Server 3i ホストのみ
に関する障害情報を格納します。

[ プライベート SANストレージ（Private SAN Storage）]　SANを共有しない
LUNに診断パーティションを作成します。 このパーティションは、ESX 
Server 3i ホストのみに関する障害情報を格納します。
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[ 共有 SANストレージ（Shared SAN Storage）]　SANを共有する LUNに診断
パーティションを作成します。 このパーティションは複数のホストによって
アクセスされ、複数のホストに関する障害情報を格納することができます。

[次へ（Next）] をクリックします。 

6 診断パーティションに使用する iSCSI デバイスを選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

7 パーティションの構成情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。
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本章では、既存のデータストアおよびデータストアを構成するファイル システムに
ついて説明します。 本章の内容は次のとおりです。

データストアの管理 （P.104）

VMFS データストアの編集 （P.105）

複数のパスの管理 （P.108）

vmkfstools コマンド （P.115）

ストレージの管理 6
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データストアの管理
ESX Server 3i 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、NAS など、さまざまなタイプの物理ストレージに配置できます。 

データストアの詳細については、「データストア （P.61）」を参照してください。

データストアは、次の 2つのうちいずれかの方法で VI Client に追加します。 

ESX Server 3i ホストが最初に起動されたときに、デフォルトで作成：ESX Server 3i
ホストを最初にパワーオンしたときに、データストア上に仮想マシンを作成でき
るように、ソフトウ ェアが、参照可能なすべての空のローカル ディスク、また
は VMFS データストアがあるパーティションをフォーマットします。

ホストがインベントリに追加されたときに検出：ホストをインベントリに追加す
ると、VI Client に、ホストが認識できるデータストアが表示されます。 

使用可能なストレージ デバイスに作成：[ストレージの追加（Add Storage）] コ
マンドを使用して、新規データストアの作成および構成が可能です。 

データストアを作成したあとは、そ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。 

使用しないデータストアは、削除できます。 

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
て使用して、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.117）」を参照してください。

注意   ESX Server 3i システムからデータストアを削除すると、データストアのあるス
トレージ デバイスとシステムの接続が切断され、ストレージ デバイスの機能がすべ
て停止します。 

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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データストアを削除するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ストレージ（Storage）] 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（Remove）] 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。

5 データストアを参照するすべてのサーバで再スキャンを実行します。

VMFS 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あとは、そのデータストアの名前を変えたり
拡張したりすることで、変更できます。 VMFS-2 データストアを使用している場合は、
VMFS-3 形式にアップグレードできます。

データストアのアップグレード
ESX Server 3i には、VMFS バージョン 3（VMFS-3）が含まれます。 データストアを
VMFS-2 でフォーマットした場合、VMFS-2 に格納されたファイルの読み取りはでき
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。 

VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードする際は、ESX Server 3i のファイル ロック メ
カニズムにより、リモート 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 3i はデータストアに
すべてのファイルを保存します。 

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
て実行するか、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。

パワーオン中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。

ほかの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。
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VMFS-2 から VMFS-3 にアップグレードするには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ストレージ（Storage）] 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 にアップグレード（Upgrade to VMFS-3）] をクリックします。

5 データストアを参照するすべてのホストで再スキャンを実行します。

データストア名の変更
既存の VMFS ベース データストアの名前を変更できます。

データストアの名前を編集するには

1 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。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ストレージ（Storage）] 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（Properties）] をクリック
します。 

4 [ 全般（General）] パネルで [ 変更（Change）] をクリックします。

[プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスが開きます。

5 新規データストア名を入力し、[OK] をクリックします。

注意   VMFS-2 から VMFS-3 へ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 に変換したあとは、VMFS-2 に戻すことはできません。

VMFS-2 ファイル システムをアップグレードするには、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。 

データストアに新しい仮想マシンを作成する必要がある場合、またはデータストアで
実行中の仮想マシンにより多くの領域が必要な場合、その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 Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[ストレージ（Storage）] 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（Properties）] をクリックします。 

4 [ エクステント（Extents）] パネルで [ エクステントの追加（Add Extent）] をク
リックします。 

5 新規エクステントとして追加するディスクを選択し、[ 次へ（Next）] をクリッ
クします。 

6 エクステントに使用している現在のディスク レイアウトを確認して、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 エクステントの容量を設定します。 

デフォルトで、ストレージ デバイスの空き領域がすべて設定されます。 

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

9 提案されるエクステント レイアウトと、新規データストア構成を確認して、[終
了（Finish）] をクリックします。

10 データストアを参照するすべてのサーバで再スキャンを実行します。

注意   追加するディスクまたはパーティションが以前フォーマットされている場合は、
再フォーマットされて、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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複数のパスの管理
ESX Server 3i ホストと、ホストからの直接接続ストレージまたはネットワーク ストレー
ジとの間の常時接続を維持するために、ESX Server 3i は、マルチパスをサポートしてい
ます。 マルチパスとは、パス上の複数の物理要素を使用可能にするテクニックであり、
ESX Server 3i ホストと外部ストレージ デバイス間のデータ送信を行います。 HBA、ス
イッチ、ストレージ プロセッサ（SP）、またはケーブルなど、パス上の要素に障害が発
生した場合、ESX Server 3i は冗長パスを使用できます。 障害が発生したパスを検出し、
別のパスに切り替えるプロセスは、パスのフェイルオーバーと呼ばれます。 このフェ
イルオーバー パスを使用すると、ESX Server 3i システムとストレージ デバイス間での
トラフィックが中断するのを防ぐことが可能です。 ESX Server 3i には、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。

デフォルトで、ESX Server 3i ホストは、有効なパスと呼ばれる 1つのパスのみを使用
し、いつでも特定のストレージ デバイスと通信できるようにします。

有効なパスを選択する場合、ESX Server 3i は次のマルチパス ポリシーに従います。

[ 最近の使用（Most Recently Used）]　有効なパスとして、ESX Server 3i ホストは
最近使用したパスを選択します。 このパスが利用できなくなった場合、ホストは
代替パスに切り替えて、有効なパスとして新しいパスの使用を続行します。 

[ 最近の使用（Most Recently Used）] ポリシーは、一方のストレージ プロセッサ
が他方の障害に備えてパッシブ状態を保持する、アクティブ /パッシブ スト
レージ アレイに必要です。

[ 固定（Fixed）]　ESX Server 3i ホストは、有効なパスとして指定した、ストレー
ジ デバイスへの優先パスを常に使用します。 ESX Server 3i ホストが優先パスを介
してストレージにアクセスできない場合は、代替パスが試され、そのパスが有効
なパスになります。 ホストは、優先パスが利用可能になると、優先パスに自動的
に戻ります。 

[ 固定（Fixed）] ポリシーは、すべてのストレージ プロセッサがストレージ トラ
フィックを転送でき、パスに障害が発生しない限り、すべてのパスをいつでも有
効にできる、アクティブ /アクティブ ストレージ アレイで推奨されます。 ほとん
どの iSCSI ストレージ システムは、アクティブ /アクティブです。

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

注意   [ 最近の使用（Most Recently Used）] を [ 固定（Fixed）] に手動で変更する
ことはお勧めしません。 このポリシーは、システムによって、ポリシーを必要と
するアレイに自動的に設定されているためです。 
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[ ラウンド ロビン（Round Robin）]　ESX Server 3 ホストは、使用可能なすべての
パスを順に回る自動パス選択を使用します。 ラウンド ロビンはパスのフェイル
オーバーに加え、パス間のロード バランシングをサポートしています。 

このリリースでは、ラウンド ロビン ロード バランシングは試験的な機能で、本
番環境での使用はサポートされません。 ホワイト ペーパー『Round-Robin Load 
Balancing』を参照してください。

ローカル ストレージおよびファイバ チャネル SANを使用したマル
チパス
最も単純なマルチパス ローカル ストレージ トポロジでは、2つの HBAを装備した 1
台の ESX Server 3i ホストを使用できます。 ESX Server 3i ホストは、2本のケーブルを
介してデュアルポート ローカル ストレージ システムに接続します。 この構成を使用
すると、ESX Server 3i ホストとローカル ストレージ システム システム間の接続要素
の 1つに障害が発生した場合、フォルト トレランスを実現できます。 

FC SAN でのパスの切り替えをサポートするために、通常、ESX Server 3i ホストには、
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る、
2つ以上の使用可能なHBAが装備されています。 または、1台の HBAと 2個のスト
レージ プロセッサを設定し、HBAが異なるパスを使用してディスク アレイにアクセ
スできるようにします。

図6-1 では、複数のパスで、各サーバとストレージ デバイスを接続しています。 たと
えば、HBA1、またはHBA1 とスイッチ間のリンクに障害が発生すると、サーバとス
イッチ間の接続がHBA2 に引き継がれて実行されます。 別の HBA に引き継ぐプロセス
は、HBAフェイルオーバーと呼ばれます。
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図6-1  ファイバ チャネル マルチパス 

同様に、SP1、または SP1 とスイッチ間のリンクに障害が発生すると、スイッチとス
トレージ デバイスの接続が SP2 に引き継がれて実行されます。 このプロセスは SP
フェイルオーバーと呼ばれます。 ESX Server 3i 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。 

ファイバ チャネル ストレージを使用したマルチパスの詳細については、『ファイバ 
チャネル SAN構成ガイド』を参照してください。
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iSCSI SAN を使用したマルチパス
iSCSI ストレージでは、ESX Server 3i は、IP ネットワークに組み込まれたマルチパス 
サポートを利用します。これにより、図 6-2 に示すように、ネットワークはルーティ
ングを実行できます。 動的検出を使用して、iSCSI イニシエータは、フェイルオー
バー用に iSCSI LUN へのマルチパスとして使用できるターゲット アドレスのリストを
取得します。

図6-2  iSCSI マルチパス

さらに、ソフトウェア起動 iSCSI では、マルチパスが VMkernel のネットワーク レイ
ヤーを介して実行されるように、NIC チーミングを使用できます。 詳細については、
「ネットワーク （P.17）」を参照してください。

iSCSI を使用したマルチパスの詳細については、『iSCSI SAN 構成ガイド』を参照して
ください。

ESX
Server

ESX
Server

SP

iSCSIストレージ

SP

HBA2 HBA1 ソフトウェア 
イニシエータ

IPネットワーク
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現在のマルチパス ステータスの表示
VI Client 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 Client にログインして、インベントリ パネルからサーバを選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[ハードウェア（Hardware）] パ
ネルの [ ストレージ（Storage）] 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
を選択します。

[詳細（Details）] パネルに、データストアのアクセスに使用されているパスの
合計数と、障害が発生しているか、または無効化されているかどうかが表示され
ます。

4 [ プロパティ（Properties）] をクリックします。

選択したデータストアの [ ボリュームのプロパティ（Volume Properties）] ダイ
アログ ボックスが開きます。

[エクステント デバイス（Extent Device）] パネルには、データストアにアクセ
スするために ESX Server 3i ホストが使用するマルチパス ポリシー、および各パ
スのステータスに関する情報が表示されます。 次のパス情報が表示されます。



VMware, Inc. 113

第 6章 ストレージの管理

  

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

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

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

[破損（Broken）]　ソフトウェアはこのパス経由でディスクに接続できません。

5 [ 管理パス（Manage Paths）] をクリックして、[管理パス（Manage Paths）] ダイ
アログ ボックスを開きます。

[固定（Fixed）] パス ポリシーを使用している場合、優先パスであるパスを確認
できます。 優先パスには、4番目の列がアスタリスク（*）でマークされます。

[管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスを使用して、パスの有効化または
無効化、マルチパス ポリシーの設定、および優先パスの指定ができます。 
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LUNに対するマルチパス ポリシーの設定
[ 管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスを使用して、マルチパス ポリシー
の設定、および [ 固定（Fixed）] ポリシーで優先するパスの指定を行います。 

[ 管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスには、ディスクへの複数のパスが、
そのディスクのマルチパス ポリシーおよびパスごとの接続ステータスと共にリスト
表示されます。 また、ディスクへの優先パスも表示されます。 

マルチパス ポリシーを設定するには

1 [ ポリシー（Policy）] パネルで [ 変更（Change）] をクリックします。 

2 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
ラウンド ロビン

3 [OK] をクリックして、[ 閉じる（Close）] をクリックすることにより、設定を保
存してから [ 構成（Configuration）] ページに戻ります。

パス ポリシーを [ 固定（Fixed）] に設定した場合は、利用可能なときにホストが使用
する優先パスを指定します。 

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（Most 
Recently Used）] を設定することをお勧めします。 
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優先パスを設定する方法（固定マルチパス ポリシーの場合）

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

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

[ 優先（Preferred）] がオプションとして表示されない場合は、[ パス ポリシー
（Path Policy）] が [ 固定（Fixed）] に設定されていることを確認します。 

3 [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。

パスの無効化
メンテナンスなどの理由で、パスを一時的に無効にするには、VI Client を使用します。 

パスを無効にするには

1 [ パス（Paths）] パネルで、無効にするパスを選択し、[ 変更（Change）] をク
リックします。

2 [ 無効（Disabled）] を選択して、パスを無効にします。

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

vmkfstools コマンド
VI Client のほかに、vmkfstoolsプログラムを使用して、物理ストレージ デバイスを
管理し、ESX Server 3i ホスト上で VMFS データストアおよびボリュームを作成して操
作できます。 サポート対象の vmkfstoolsコマンドのリストについては、『リモート 
コマンドライン インターフェイスのインストールおよびリファレンス ガイド』を参
照してください。
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7

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。 本章では、RDMについて説明します。 

本章の内容は次のとおりです。

Rawデバイス マッピングについて （P.118）

Rawデバイス マッピングの特性 （P.122）

マップ済み LUNの管理 （P.127）

Rawデバイス マッピング 7
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Rawデバイス マッピングについて
RDMとは、Raw物理デバイス（仮想マシンが直接使用する SCSI デバイス）のプロキ
シとして機能する、VMFS ボリューム内のマッピング 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。

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」などで表す
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。 

図7-1  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 データストアが推奨されます
が、ある特定の状況においては Raw LUN（SAN内にある論理ディスク）を使用する
必要があります。 

たとえば、次の場合に RDMで Raw 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ー 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します。

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 クラスタリングの場合。 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として構成する必
要があります。
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RDMは、VMFS ボリュームから Raw LUN へのシンボル リンクとして考えます
（図7-1 を参照）。 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。 Raw LUN ではない RDMは、仮想マシン構成で参照されます。 
RDMには、Raw LUN への参照が含まれています。 

RDMを使用すると、次の処理を実行できます。

VMotion を使用して、Raw LUN で仮想マシンを移行する。

VI Client を使用して、Raw LUN を仮想マシンに追加する。

分散ファイル 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、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が機能します。 

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です。

Rawデバイス マッピング
RDMには多くのメリットがありますが、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の主なメ
リットは、次のとおりです。

分かりやすい通常の名前　RDMでは、マップ済みのデバイスに分かりやすい名
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、次のように、マッピング ファイルの名前で示します。

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

動的名前解決　RDMは、マップ済みの各デバイスの一意の 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に変更が発生しても、現在の SCSI デバ
イスと各 RDMを関連付けます。

分散ファイル ロック　RDMでは、Raw SCSI デバイスのVMFS分散ロックを使用で
きます。 RDMで分散ロックを使用することにより、別のサーバにある 2個の仮
想マシンが同じ LUNにアクセしようとしても、データを消失することなく、共
有の Raw 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
権限は、マップ済みの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。 
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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 ユーティリティをマップ済みのボリュームで
使用できます。 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、マッピング済みの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。 
「図 7-2」を参照してください。

図7-2  Raw デバイス マッピングを使用した仮想マシンの VMotion

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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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。

N-Port ID 仮想化（NPIV）　RDMによって、複数のWorldwide ポート名（WWPN）
を使用して 1つのファイバ チャネル HBAポートをファイバ チャネル ファブリッ
クに登録できるNPIV テクノロジを使用できます。 これによって、それぞれが独
自の ID と仮想ポート名を持つ複数の仮想ポートとして、単一のHBA ポート アダ
プタを使用できます。 仮想マシンは、各仮想ポートを要求し、すべての RDMト
ラフィックに使用できます。

『ファイバ チャネル SAN構成ガイド』を参照してください。

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 
3i を含む環境でのソフトウェアの正常な動作を実現しています。 このようなアプリ
ケーションのいくつかを次に示します。

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。 

一部の管理製品は一元的に実行するとき（ESX Server 3i マシン上ではなく）に最高の
性能を発揮しますが、また別の製品は仮想マシン上で実行すると最高の性能を発揮し
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 3i 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 プロバイダに
問い合わせてください。

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。

注意   NPIVは、RDM対応の仮想マシンでのみ使用できます。
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Rawデバイス マッピングの制限
RDMを使用する場合、次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　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 3i は、VMFS-3 ファイル システムを
使用します。 VMFS-2 を使用している場合は、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処理を管理できます。 

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の比較 （P.123）」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。

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ーにより、マップ済みのデバイスが
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主な内容には、マップ済みのデバイスの場所
（名前解決）、およびマップ済みのデバイスのロック状態が含まれます。
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図7-3  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の比較
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 ファイルと完全に同様に見えます。 
実際のハードウェア特性は表示されません。 仮想モードでは、Rawディスクを使用し
て、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 のメリットを利用できます。 また、仮想モードは、スト
レージ ハードウェアでは物理モード比べてよりポータブルなため、仮想ディスク 
ファイルとも同じ動作を行います。

RDMの物理モードは、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ほかの 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
効率および可用性の高い、仮想と物理間のクラスタリングが可能になります。
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図7-4  仮想および物理互換モード

動的名前解決
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7-5 の例に、3つの LUNを示します。 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、/vmfsサブツリーの固定パス名でアクセスされます。
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図7-5  名前解決の例

マップされた LUNはすべて、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。 動的名前解決は、データ構造を調整して LUNのターゲットを新しいデ
バイス名に変更することで、これらの変更を補正します。
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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 Raw LUN にアクセスする必要がある仮想
マシン クラスタに、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 クラスタの場合と似ていますが、RDMでは仮想
ディスク ファイルを置き換えます。

図7-6  クラスタ化された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。

Rawデバイス マッピングとほかの 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 7-1 に示します。 

表7-1  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 3i機能
仮想ディスク 
ファイル

仮想モード
RDM

物理モード
RDM

パス スルー対象のSCSIコマンド 不可 不可 はい1

VirtualCenterサポート 可 可 可

スナップショット 可 可 不可

分散ロック 可 可 可
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マップ済み LUNの管理
マップ済み LUNと、その RDM（マッピング ファイル）の管理に使用できるツールに
は、VI Client や vmkfstoolsユーティリティなどがあります。

VMware Infrastructure Client 
VI Client を使用すると、SAN LUN をデータストアにマップし、マップした LUNへの
パスを管理できます。 

RDMを使用する仮想マシンの作成
仮想マシンが Raw SAN LUN に直接アクセスできるようにするには、VMFS データス
トアに常駐するマッピング ファイル（RDM）を作成し、LUNを指すようにします。 
マッピング ファイルの拡張子は、通常の仮想ディスク ファイルと同じ .vmdkです
が、RDMファイルにはマッピング情報だけが含まれています。 実際の仮想ディスク 
データは、マッピングされた LUNに直接格納されます。

RDMは、新規仮想マシンの初期ディスクとして作成することも、既存の仮想マシン
に追加することもできます。 RDMを作成するときに、マッピングする LUNと、RDM
を保存するデータストアを指定します。

RDMを使用して仮想マシンを作成するには

1 カスタム仮想マシンの作成に必要な手順すべてを実行します。

『基本システム管理』を参照してください。

クラスタリング CIB2のみ CIB、CAB3、4 CABおよび
N+15

SCSIターゲット ベース ソフトウェア なし なし あり

1. REPORT LUNはパス スルーされません
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 = 物理と仮想間のクラスタリング

表7-1  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 3i機能
仮想ディスク 
ファイル

仮想モード
RDM

物理モード
RDM
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2 [ ディスクの選択（Select a Disk）] ページで、[Rawデバイスのマッピング（Raw 
Device Mapping）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 SANディスクまたは LUNのリストから、仮想マシンが直接アクセスする Raw 
LUN を選択します。

SANストレージの構成の詳細については、『ファイバ チャネル SAN構成ガイド』
または『iSCSI SAN 構成ガイド』を参照してください。

4 RDMマッピング ファイルのデータストアを選択します。 

RDMファイルは、仮想マシンの構成ファイルと同じデータストアに配置するか、
異なるデータストアを選択することができます。

5 物理または仮想、どちらかの互換モードを選択します。

物理互換モードでは、ゲストOSがハードウェアに直接アクセスできます。 物
理互換は、仮想マシンで SAN対応のアプリケーションを使用している場合
に便利です。 ただし、物理互換 RDMを使用する仮想マシンでは、クローン
作成、テンプレート作成、または移行（移行にそのディスクのコピーが含ま
れる場合）はできません。

仮想互換モードは、RDMが仮想ディスクのように動作できるようにするの
で、スナップショット作成、クローン作成などの機能を使用できます。

6 仮想デバイス ノードを選択します。

7 独立モードを選択した場合、次のいずれかのオプションを選択します。

[ 通常（Persistent）]　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに書
き込まれます。

[ 読み取り専用（Nonpersistent）]　ディスクへの変更は、仮想マシンをパ
ワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。

9 [ 新規仮想マシンの設定完了（Ready to Complete New Virtual Machine）] ページ
で、選択内容を確認します。

10 [ 終了（Finish）] をクリックして仮想マシンの設定を完了します。

RDMを既存の仮想マシンに追加することもできます。

注意   NPIVを有効にした仮想マシンでVMotionを使用するには、仮想マシンの
RDMファイルが同じデータストアにあることを確認してください。 NPIVが有効に
なっている場合、データストア間でStorage VMotionまたはVMotionを実行する
ことはできません。 
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仮想マシンに RDMを追加するには

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

2 インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

3 [ 概要（Summary）] タブの [ 設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。 

4 [ 追加（Add）] をクリックします。

5 ハードウェアの追加ウィザードで、追加するデバイスのタイプに [ ハード ディス
ク（Hard Disk）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

6 [Raw デバイスのマッピング（Raw Device Mapping）] を選択し、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

7 前の手順の手順3に進み、RDM作成を完了します。

マップ済みの Raw LUN のパス管理

[ 管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスを使用して、マッピング ファイル
およびマップ済みの Raw LUN のパスを管理します。 

パスを管理するには

1 システム管理者、またはマップ済みのディスクが属する仮想マシンの所有者とし
てログインします。

2 インベントリ パネルから仮想マシンを選択します。

3 [ 概要（Summary）] タブの [ 設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。 

[ 仮想マシン プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [ ハードウェア（Hardware）] タブで、[ ハード ディスク（Hard Disk）] を選択し
て、[ 管理パス（Manage Paths）] をクリックします。

[管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスが開きます。

5 [ 管理パス（Manage Paths）] ダイアログ ボックスを使用して、パスの有効化ま
たは無効化、マルチパス ポリシーの設定、および優先パスの指定を行います。 

次の手順を実行します。

マルチパス ポリシーを設定するには （P.114）

優先パスを設定する方法（固定マルチパス ポリシーの場合） （P.115）

パスを無効にするには （P.115）
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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、VI Client から使用できる操作と同じ
操作の多くを実行できます。 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。 

詳細については、「“Using the vmkfstools Remote CLI” on page 191」を参照してくだ
さい。
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セキュリティ
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8

ESX Server 3i 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。 ここでは、
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 3i 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。

本章の内容は次のとおりです。

ESX Server 3i アーキテクチャおよびセキュリティ機能 （P.134）

セキュリティ リソースおよび情報 （P.143）

ESX Server 3i システムのセ
キュリティ 8
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ESX Server 3i 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 3i は、仮想化レイヤー、仮想マシン、
および仮想ネットワーク レイヤーの 3つの主要コンポーネントで構成されています。 
図 8-1 は、これらのコンポーネントの概要を示しています。

図8-1  ESX Server 3i 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 3i 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ー
仮想化レイヤー、または VMkernel は、仮想マシンを実行するように、ヴイエムウェ
アが最初から設計したカーネルです。 これは、ESX Server 3i ホストが使用するハード
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、ほかの目的では使用
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。 
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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。 設計上、す
べての VMware 仮想マシンはそれぞれ分離されています。 仮想マシンのゲストOSで
システム管理者権限を持つユーザーでも、ESX Server 3i 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、この分離レイヤーに違反して、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、仮想マシンで実行しているゲストOSがクラッシュしても、同じ ESX Server 3i ホ
ストのほかの仮想マシンは継続して実行します。 ゲストOS がクラッシュしても、次
のことには影響しません。

ユーザーがほかの仮想マシンにアクセスする機能

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機能

ほか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ほか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する
一方、図8-2 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
バイスを使用できるかどうかを検出できません。

図8-2  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 を介して行われるため、仮想マシンはこの分離レベルを回避できません。
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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ほかのマシンと通信
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 3i ホストで実
行しているほかの仮想マシンと通信できます。 さらに、仮想マシンは図8-3 に示すよ
うに、物理ネットワーク アダプタを介してのみ、ほかの ESX Server 3i 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。 

図8-3  仮想スイッチを介した仮想ネットワーク

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、次のルールを適用
できます。

仮想マシンがほか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 3i 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 3i 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 3i 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。 
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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
消費した場合に生じるような、仮想マシンのパフォーマンス低下が発生しないように
します。 たとえば、ESX Server 3i ホストのいずれかの仮想マシンが、サービス拒絶
（DOS）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、ほか
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、ほかのすべての仮
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 3i はリソースの一定割合をその他のシステム コンポーネ
ントで使用するように確保しながら、使用可能なホスト リソースを仮想マシンに均
等に配分する分散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
構成ごとに配分を変えるようにデフォルト動作をカスタマイズする場合は、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仮想ネットワーク レイヤー
仮想ネットワーク レイヤーは、仮想マシンがネットワークのほかの部分と連動する
ときに使用する、仮想ネットワーク デバイスから構成されています。 ESX Server 3i
は、仮想ネットワーク レイヤーに依存し、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 3i ホストは、仮想ネットワーク レイヤーを使用し
て、iSCSI SAN、NAS ストレージなどと通信します。 仮想ネットワーク レイヤーには、
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 ネットワークのセキュリティを強化するのに使用する方法は、インストー
ルされているゲストOSの種類、仮想マシンを信頼できる環境で操作するかどうか、ま
た、その他の様々な要因によって異なります。 仮想スイッチは、ファイアウォールのイ
ンストールなど、ほかの一般的なセキュリティと一緒に使用すると、十分な防御を提
供します。 ESX Server 3i は、IEEE 802.1q VLANもサポートしています。これは、仮想マシ
ン ネットワークまたは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上の2台のマシンが同じVLAN上にない限り、相互にパ
ケットを送受信できないように物理ネットワークをセグメント化できます。 

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 3i ホスト内の異なるネットワーク上にある仮想マシンを構成する方法
については、次の例を参考にしてください。

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、また、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強化 （P.155）」を参照してください。
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例： シングル ESX Server 3i ホスト内でのネットワークDMZの作成 

ESX Server 3i の隔離および仮想ネットワークの機能を利用して安全な環境を構成する
方法の 1つの例として、図 8-4 に示すように、シングル ESX Server 3i ホスト上にネッ
トワーク非武装地帯（DMZ）を作成することがあります。

図8-4  シングル ESX Server 3i ホスト内で構成された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
想マシンが含まれています。 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、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 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
しています。 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って外部トラフィックから隔離されています。

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を経由）を介して、仮想マシン 1に入り、この
マシン上にインストールされているファイアウォールによって検査されます。 ファイ
アウォールがトラフィックを許可すると、DMZ内の仮想スイッチ、仮想スイッチ 2
を経由します。 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、外部要求に対応できます。 
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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と企
業の内部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リングし
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 
アダプタ 2に経由されます。 ハードウェア ネットワーク アダプタ 2は、企業の内部
ネットワークに接続されています。

シングル ESX Server 3i 内に DMZを作成すると、非常に軽い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
にアクセスしたりできませんが、すべての仮想マシンが仮想ネットワークを介して接
続されるために、このネットワークはウイルスの伝播に利用されたり、ほかの脅威の
ターゲットにされる可能性があります。 DMZ内の仮想マシンは、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か、それ以下のセキュリティ レベルであ
ると考えることができます。

例： シングル ESX Server 3i ホスト内での複数のネットワークの作成

ESX Server 3i システムは、仮想マシンの一部のグループを内部ネットワークに接続し
て、別のグループを外部ネットワークに接続し、さらに別のグループを両方に接続し
たりして、これらのすべてが同じ ESX Server 3i ホスト内でできるように設計されてい
ます。 この機能は、図 8-5 に示すように、効率的な計画による仮想ネットワーク機能
の使用を加味した、基本的な仮想マシン隔離の結果です。
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図8-5  シングル ESX Server 3i 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果たす、3つの異なる仮想マシン
のゾーンに ESX Server 3i 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。 
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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
介して外部で使用可能な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 3i 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 アダプタをホスト内の
どの仮想マシンとも共有しないので、ほか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、スニフィング攻撃を防ぎ
ます。 さらに重要なことに、攻撃者は、ホストのほかの仮想マシンにアクセスす
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、内部での使用のため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レベルを最高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、調停人など、人事課による内部使用のために予約されています。

仮想マシン 2～ 5は、仮想スイッチを介して相互に通信したり、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の任意の内部仮想マシンと通信し
たりできます。 これらの仮想マシンは、外部と接してい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、ほかの仮想マシンの
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、ホストのほかの仮
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、マーケティン
グおよび財務部が企業Webサイトや外部ユーザーに提供するその他のWeb機
能をホスティングするために使用する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サイトに公開した
り、ダウンロードを掲載したり、ユーザー フォーラムなどのサービスを保守し
たりするときに使用するルートです。
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これらのネットワークは外部ネットワーク 1および内部ネットワーク 2から分
離されていて、仮想マシンが接続点（スイッチやアダプタ）を共有していないた
め、FTP サーバまたは内部の仮想マシン グループとの間での攻撃リスクがありま
せん。 

仮想マシンを使用してDMZを構成する例については、｢例： シングル ESX Server 
3i ホスト内でのネットワークDMZの作成 （P.138）｣を参照してください。

仮想マシンの隔離を利用して、仮想スイッチを正しく構成し、ネットワーク分離を保
持すると、システム管理者は同じ ESX Server 3i ホスト内に 3つの仮想マシンのゾーン
をすべて収容でき、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 アダプタをほかのグループのものと完全に分離することで、仮想
マシン グループの分離を強化できます。 

仮想スイッチが仮想マシンのゾーンにまたがることはないので、システム管理者は、
ゾーン間でのパケット漏洩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漏洩することはできません。 パケットが仮想スイッチ
間で送受信されるのは、次の場合だけです。

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発生しません。 システム管理者が共通の仮想
スイッチ パスが存在しないことを検証する場合は、VI Client のネットワーク スイッ
チ レイアウトを確認すると、可能性のある共有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.21）｣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、仮想マシンごとにリソー
ス予約および制限を構成し、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の前後にソフトウェア ファイアウォールをインストールし、ESX 
Server 3i ホストを物理ファイアウォールの内側にして、それぞれが独自の仮想スイッ
チを持つようにネットワーク ストレージ リソースを構成することで、ESX Server 3i
ホストおよび仮想マシンをさらに保護します。 
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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、次のリソースから参照できます。

表8-1  Web 上の VMware セキュリティ リソース

トピック リソース

ヴイエムウェアのセキュリティ 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

企業セキュリティ対策ポリシー http://www.vmware.com/jp/support/policies/security_resp
onse.html 
ヴイエムウェアは、お客様がセキュアな環境を維持す
るために尽力します。 このヴイエムウェア セキュリ
ティ対策ポリシーでは、ヴイエムウェア製品において
起こりうる脆弱性を解決するための、ヴイエムウェア
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。

VMware 製品の認証 http://www.vmware.com/security/ 
このサイトで「VMware」という単語を検索すると、
特定の VMware 製品の認証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/jp/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 3i 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、http://www.vmware.com/vmtn/resourcesで、
ESX Server 3i 互換性ガイドを参照してください。 
業界には、ヴイエムウェアが検証しきれない多くの製
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、その
製品または構成が使用可能かどうかは保証できませ
ん。 常に、サポートされていない製品や構成のセキュ
リティ リスクについては注意して評価してください。

http://www.vmware.com/vmtn
http://www.vmware.com/jp/support/policies/security_response.html
http://www.vmware.com/jp/support/policies/security_response.html
http://www.vmware.com/security/
http://www.vmware.com/jp/support/policies
http://www.vmware.com/vmtn/resources
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本章では、ESX Server 3i ホスト、仮想マシン、および iSCSI SAN のセキュア環境を促
進するためにできる対策について説明します。 主に、セキュリティの観点から見た
ネットワーク構成計画、および構成内のコンポーネントを攻撃から保護するためにで
きる対策の手順について説明します。

本章の内容は次のとおりです。

ファイアウォールによるネットワークのセキュリティ強化 （P.146）

VLANを使用した仮想マシンのセキュリティ強化 （P.155）

仮想スイッチ ポートのセキュリティ強化 （P.162）

iSCSI ストレージのセキュリティ （P.164）

ESX Server 3i 構成のセキュリ
ティ強化 9
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ファイアウォールによるネットワークのセキュリティ強化
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、条件のセットに基づいて、メッセージの通過を許可または拒否することで、
ネットワーク トラフィックを規制します。 たとえば、一部のファイアウォールでは、
指定されたポートのセットを通過するトラフィックのみを許可します。 ファイア
ウォールは、特に、多数のサービスを実行し、大量の様々なネットワーク トラ
フィックを送受信するサーバの場合にメリットがあります。 

一部のバージョンの ESX Server にはファイアウォールが含まれていますが、ESX 
Server 3i には含まれていません。 これは、ESX Server 3i は一般的なサービスの限定さ
れたセットを実行し、さらにサービスを追加できないためです。 このような制約があ
るため、ファイアウォールを必要とする要素が大幅に減少しています。

ESX Server 3i にはファイアウォールが搭載されていませんが、ニーズに適したセキュ
リティ テクノロジのセットをデプロイすることをお勧めします。 たとえば、ファイア
ウォールをインストールして、ESX Server 3i をインストールしたネットワーク セグメ
ントを出入りするトラフィックをフィルタリングします。

仮想マシン環境では、次のものの間で、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 3iホストなどの物理マシン。

仮想マシン間（たとえば、外部Webサーバとして機能している仮想マシンと、
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。

ファイアウォールを ESX Server 3i 構成内でどのように使用するかは、ネットワークを
どのように使用するか、または指定コンポーネントのセキュリティをどの程度にする
かによって異なります。 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、構成を設定する必要があります。

この節では、VirtualCenter を使用した構成と使用しない構成での、ファイアウォール
の配置を示します。 また、ESX Server 3i 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。
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VirtualCenter サーバを使用した構成用のファイアウォール
VirtualCenter サーバを使用する場合、図 9-1 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。

図9-1  仮想インフラストラクチャ ネットワークの構成とトラフィック フローのサン
プル

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。
または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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VirtualCenter サーバ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、ホストとのイ
ンターフェイスに SDKを使用するサード パーティ製ネットワーク管理クライアント
があります。 通常の操作中、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待機します。 また、VirtualCenter は、管理されるホストが指
定ポートで VirtualCenter からのデータを受信することを前提としています。 これらの
構成要素のいずれか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ているポートがあることを確認する必要があります。 

VirtualCenter サーバを介して ESX Server 3i 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 サーバを保護します。 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 サーバの間にあるか、または VirtualCenter サーバ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。 ここで確認す
る主なことは、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配置場所は、ネットワーク
構成から特定したセキュリティ リスクに基づいて選択します。 次のリストに、ESX 
Server 3i の実装に共通するファイアウォールの配置場所を示します。 このリストおよ
び図に示す、多くのファイアウォールの場所は、オプションです。 

VI Client またはサード パーティ製ネットワーク管理クライアントと VirtualCenter
サーバとの間。 

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 3i ホストの間。 この接続は、VI Client と VirtualCenter サーバ間の追加接続
で、別のポートが必要になります。 

ライセンス サーバとVirtualCenterサーバまたはESX Server 3iホストのいずれかとの
間。 通常、VirtualCenter サーバを含む構成では、ライセンス サーバは、
VirtualCenter サーバ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 3i ネットワークに接続し、VirtualCenter
サーバ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 サーバ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。 ライセンスについては、『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。 
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VirtualCenter サーバと ESX Server 3i ホストとの間。

ネットワーク上のESX Server 3iホスト間。 ESX Server 3iホスト間のトラフィックは
信頼できるものと通常は考えられますが、マシン間でのセキュリティ違反を考慮
する場合は、ESX Server 3i ホスト間にファイアウォールを追加できます。

ESX Server 3i 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
したり、クローン作成を実行したり、または VMotion を使用したりする場合、
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 3iホストとNFSストレージやiSCSIストレージなどのネットワーク スト
レージ デバイスとの間。 これらのポートは、VMware に固有のものではありませ
ん。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.151）｣を参照してください。

VirtualCenter サーバを使用しない構成のファイアウォール
VirtualCenter サーバを使用する代わりに ESX Server 3i ネットワークに直接クライアン
トを接続する場合、ファイアウォール構成は多少簡単なものになります。 図 9-2 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。
または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9-2  クライアントに直接管理される ESX Server 3i ネットワークのファイアウォー
ル構成

VirtualCenter サーバを使用せずに構成したネットワークでも、VirtualCenter サーバを
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。 すなわち、VI 
Client またはサードパーティ製ネットワーク管理クライアントからです。

VirtualCenter サーバを含む構成と同様に、ESX Server 3i レイヤー、または構成によっ
ては、クライアントと ESX Server 3i レイヤー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 サーバが使用されてい
る場合のものと同じです。

このような構成でのライセンスは、各 ESX Server 3i ホストにインストールする ESX 
Server 3i パッケージの一部です。 ライセンス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 3i ネットワーク間にファイアウォールは必要ありません。

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 3i ホストにライセンス サーバをまとめる
かを選択できます。 これらのいずれかの方法を使用して、仮想マシンのライセンスに
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 3i ネットワークに接続します。これは、VirtualCenter サーバを使用す
る場合とほぼ同じです。 ESX Server 3i 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、追加の手順が必要です。 
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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 サーバ、ESX Server 3i ホスト、およびその他のネットワー
ク コンポーネントへの管理アクセス用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。 

表9-1  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 3i 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。
WS-Management は、ポート 80 を使用します。

着信 TCP

427 CIMクライアントは、サービス ロケーション プロトコル バー
ジョン2（SLPv2）を使用して、CIMサーバを検索します。

着信および発
信 UDP

443 HTTPS アクセス。
デフォルトの SSL Web ポートです。 次の場合、ポート 443 を
使用します。
VI Client から VirtualCenter サーバへのアクセス。
VI Client から ESX Server 3i ホストへの直接アクセス。 
WS-Management。
VMware Update Manager。
VMware Converter。

着信 TCP

902 認証トラフィックおよびリモート コンソール トラフィック。
次の場合、ポート 902 を使用します。
VirtualCenterサーバからESX Server 3iホストへのアクセス。 
VirtualCenter サーバは ESX Server 3i ホストからの UDP
メッセージをポート 902 で送信します。
ESX Server 3i ホストから、移行およびプロビジョニング用
のほかの ESX Server 3i ホストへのアクセス。 ESX Server 3i
は VirtualCenter サーバへのUDP メッセージをポート 902
で送信します。
VI Client から仮想マシン コンソールへのアクセス。

着信および発
信 TCP、発信
UDP

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、VMkernel インターフェイスで使用します。

着信および発
信 TCP
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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、ほかの
ポートを構成することもできます。

VI Client を使用して、インストールされている管理エージェント用、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
エージェント用のファイアウォールの構成 （P.155）｣を参照してください。

ファイアウォールを介した VirtualCenter サーバへの接続
表9-1 に示すように、VirtualCenter サーバがクライアントからのデータ転送の待機に
使用するポートは 443 です。VirtualCenter サーバとそのクライアントとの間にファ
イアウォールがある場合、VirtualCenter サーバ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。 

2050 ～
2250

ESX Server 3i ホスト間の VMware HA（High Availability）およ
び EMC Autostart Manager 用トラフィック。 

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 インターフェイスで使用します。

発信 TCP

5900-5906 VNC などの管理ツールによって使用される RFB プロトコル。 着信および発
信 TCP

5988 HTTPS 経由の CIM XML トランザクション。 着信および発
信 TCP

5989 HTTP 経由の CIM XML トランザクション。 着信および発
信 TCP

8000 VMotion からの着信要求。 着信および発
信 TCP

8042 ～
8045

ESX Server 3i ホスト間の HAおよび EMC Autostart Manager 用
トラフィック。

発信 TCP、着
信および発信
UDP

27000 ESX Server 3i 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（lmgrd.exe）。

発信 TCP

27010 ESX Server 3i 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（vmwarelm.exe）。

発信 TCP

表9-1  TCP および UDPポート ( 続き )

ポート 目的
トラフィック 
タイプ
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VirtualCenter サーバが VI Client からの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 443 を開いて VI Client から VirtualCenter サーバへのデータ転送を
許可します。 ファイアウォールのポート設定に関する詳細情報については、ファイア
ウォールのシステム管理者に問い合わせてください。

VI Client を使用していて、VI Client と VirtualCenter サーバとの通信用ポートとして
ポート 443 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、『基本
システム管理ガイド』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 サーバを介してクライアントを ESX Server 3i ホストに接続するか、ESX 
Server 3i ホストに直接接続するかによって、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 3i 内のレ
イヤー、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。

ポート902　ポート902は、VirtualCenterサーバがESX Server 3iホストからのデー
タ受信時に使用できると認識するポートです。 こ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、VMware Authorization Daemon
（vmware-authd）を介して、VirtualCenter サーバを ESX Server 3i ホストに接続し
ます。 このデーモンは、処理用に、適切な受信者に対してポート 902 データを多
重化します。

VI Client は、このポートを使用して仮想マシンのゲストOSのマウス /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
シンのゲスト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 902 は、VI Client が仮想マシンとの通信に使用できると認識する
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443　VI 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 Client および SDK は、ESX Server 3i 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、クライアントが ESX 
Server 3i ホストへのデータ送信時に使用できると認識するポートです。 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、SDK を介してクライアントを ESX Server 3i ホストに接続します。 
vmware-hostdは、処理用に、適切な受信者に対してポート 443 データを多重
化します。
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図9-3 に、VI Client 機能、ポート、ESX Server 3i プロセスの関係を示します。

図9-3  VI Client と ESX Server 3i との通信でのポートの使用方法

VirtualCenter サーバと VirtualCenter の管理対象ホストと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 443 および 902 を開いて、次に示すデータ転
送を可能にします。 

VirtualCenter サーバから ESX Server 3i ホストへ。

VI Client から直接 ESX Server 3i ホストへ。 

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 3i ホストの接続
ファイアウォールが 2つの ESX Server 3i ホストの間にある場合、ホスト間でのトラン
ザクションを許可するしたり、VirtualCenter を使用して VMwareHA（High 
Availability）トラフィック、移行、クローン作成、VMotion などのソース アクティビ
ティまたはターゲット アクティビティを実行したりするには、管理対象のホストが
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、次の
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）



VMware, Inc. 155

第 9章 ESX Server 3i 構成のセキュリティ強化

  

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.151）｣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用のファイア
ウォールの構成
ESX Server 3i 自体にはファイアウォールがありませんが、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ように、環
境内のその他のファイアウォールを構成する必要があります。 Virtual Infrastructure 環
境に一般的に存在するサービスおよびエージェントのリストを次に示します。

NFS 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

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）

syslog クライアント

VLANを使用した仮想マシンのセキュリティ強化
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、ネットワークのほか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。 

注意   このリストは変更されることがあり、リストに示されていないサービスおよび
エージェントが追加されていることがあります。 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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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、ほかの仮想マシンから不正にアクセスされる可能性が
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、次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 セグメント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 セグメントで分離すると、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。

セグメント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。 次の 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。

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ほか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。 



VMware, Inc. 157

第 9章 ESX Server 3i 構成のセキュリティ強化

  

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、最初に作成したセグメントをあとから
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メリットをハードウェア 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。

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 標準ネットワーク 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セグメント化できます。 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9-4 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。
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図9-4  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。 

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。

次の節では、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。
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VLAN のセキュリティの考慮事項
ESX Server 3i 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定
の方法をお勧めすることはできませんが、次のトピックで、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に考慮する内容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、ネットワーク内で転送するデータの場所および範囲を制御する効果的な方
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あとでの転送お
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 アーキ
テクチャのレイヤー 2（データ リンク レイヤー）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ー、またはその他の任
意のレイヤーは保護されません。 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。

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。
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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
トワークのほか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。

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。 

次に、仮想スイッチおよび VLAN で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

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。

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、トラフィックをほかの
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。
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ダブル カプセル化攻撃

攻撃者が内部タグの VLAN ID と外部タグの VLAN ID とが異なるダブル カプセル化パ
ケットを作成したときに発生します。 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ほかの 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、Spanning-Tree Protocol
（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

ソースとターゲットの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。

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/jp/support/security.html）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。

http://www.vmware.com/jp/support/security.html
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仮想スイッチ ポートのセキュリティ強化
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、ほかのマシンを
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。 
仮想ポートは、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 3i により、その仮想マシンのゲストOS がネットワー
クのほか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、有効なMACアドレスがあります。
これは、ターゲットMACアドレスが有効な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、有効なMACアドレス
の設定に関与し、通常、有効な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 アダプタの有効な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、ターゲット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
のターゲットMACアドレスがその独自の有効なMACアドレスに一致する場合だけ
パケットを受け付けます。 
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作成時、ネットワーク アダプタの有効な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、有効な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 システムが有効な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権限を与えら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 3i ホストで仮想スイッチ プロファイルを使用すると、次の 3つのオプショ
ンを設定してこのタイプの攻撃から保護できます。

MACアドレスの変更

デフォルトで、このオプションは、[承諾（Accept）] に設定されています。ESX 
Server 3i ホストは、有効なMACアドレスを初期MACアドレス以外に変更する要求
を受け付けます。 [MACアドレス変更（MAC Address Changes）] 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（Reject）] に設定します。 
この設定では、ESX Server 3i ホストは、有効な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付けません。 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、有効な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。

MACアドレス変更の設定は、仮想マシンから送信されるトラフィックに影響を与え
ます。 vSwitch または受信側仮想マシンがMACアドレス変更を許可されていなくて
も、送信者が変更を許可されていれば、MACアドレス変更は発生します。

偽装転送
デフォルトで、このオプションは、[承諾（Accept）] に設定されています。この設
定では、ESX Server 3i ホストは、ソースと有効なMACアドレスを比較しません。 [ 偽
装転送（Forged Trasmits）] 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。

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 Network Load Balancing
をユニキャスト モードで使用している場合です。 Microsoft Network Load Balancing 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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MACなりすましを保護するには、このオプションを [拒否（Reject）] に設定します。 
この設定では、ESX Server 3i 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な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 3i 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 3i 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、そのパケットが削除されたとみなす可能性があります。 

無差別モード操作
デフォルトで、このオプションは、[拒否（Reject）] 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 root ユーザーは、ほかの
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.36）｣を参照してく
ださい。

iSCSI ストレージのセキュリティ
ESX Server 3i ホスト用に構成するストレージには、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。iSCSI とは、
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。 

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 パケット 
スニファーを実行している場合です。
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iSCSI SAN 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、ESX Server 3i ホストが動的に共有できるストレージ リソースへのアクセスを提
供します。 iSCSI SAN は、多くのユーザーにサービスを提供する共通のストレージ 
プールに依存した環境に、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 3i 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。

次の節では、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、次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強化 （P.165）

iSCSI SAN の保護 （P.169）

認証を介した iSCSI デバイスのセキュリティ強化
好ましくない侵入者から 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ときに、ESX Server 3i ホスト（イニシ
エータ）を iSCSI デバイス（ターゲット）で認証するように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 3i 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。

注意   iSCSI SAN のセキュリティの必要条件および手順は、ESX Server 3i 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 3i ホストを直接介して構成さ
れた iSCSI の場合と似ています。
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ESX Server 3i は、iSCSI の一方向のCHAP認証をサポートしています。 双方向のCHAPは
サポートされていません。 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。 イニシエータには証明書のセッ
トが1つだけあり、これらの証明書は、すべての iSCSI ターゲットで使用されます。

ESX Server 3i 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
なる証明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。

無効化
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 3i は、iSCSI の Kerberos、SRP（Secure Remote Protocol）、公開鍵認証方法
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を判別し、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。 

2 [ 構成（Confguration）] タブをクリックして、[ ストレージ アダプタ（Storage 
Adapters）] 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（Properties）] をクリックし
ます。[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI　Initiator Properties）] ダイアログ 
ボックスが開きます。 

4 [CHAP 認証（CHAP Authentication）] をクリックします。 

[CHAP 名（CHAP Name）] 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 CHAP 認証を使用します。

注意   [CHAP 名（CHAP Name）] に「指定されていません（Not Specified）」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 [ 閉じる（Close）] 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。 

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

3 iSCSI アダプタを選択して、[ プロパティ（Properties）] をクリックします。
[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
が開きます。 

4 [CHAP 認証（CHAP Authentication）] - [ 構成（Configure）] をクリックします。
[CHAP 認証（CHAP Authentication）] ダイアログ ボックスが開きます。 

5 [ 次の CHAP 証明書を使用（Use the following CHAP credentials）] をクリックし
ます。 

6 次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、[ イニシエータ名の使用（Use 
initiator name）] を選択します。

CHAP名をiSCSIアダプタ名以外の名前に設定するには、[イニシエータ名の使
用（Use initiator name）] を選択解除し、[CHAP 名（CHAP Name）] フィー
ルドに 255 文字以内の英数字で名前を入力します。
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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。 

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

3 iSCSI アダプタを選択して、[ プロパティ（Properties）] をクリックします。
[iSCSI イニシエータ プロパティ（iSCSI Initiator Properties）] ダイアログ ボックス
が開きます。 

4 [CHAP 認証（CHAP Authentication）] - [ 構成（Configure）] をクリックします。
[CHAP 認証（CHAP Authentication）] ダイアログ ボックスが開きます。 

5 [CHAP 認証を無効にする（Disbale CHAP authentication）] を選択します。

6 [OK] をクリックします。

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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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。 

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ることです。 

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ています。 ハードウェア iSCSIアダプタおよびESX Server 
3i 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、データはより傍受攻撃を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 転送を受信できないようにするには、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 アダプタおよび 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
注意に接続されないようにすることで、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 3i ホスト
を直接介して構成されている場合は、図 9-5 に示すように、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 iSCSI ストレージを構成することで、達
成できます。

図9-5  個別の仮想スイッチでの iSCSI ストレージ
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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。 

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 3i ホストはネットワーク接続を待機する
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 3i 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 3i ホスト側で新たなセキュリティ リスクが生じること
がありません。 

実行する任意の iSCSI ターゲットは、iSCSI 接続を待機するために、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 3i 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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本章では、ESX Server 3i がユーザー認証をどのように処理するかを説明し、ユーザー
およびグループの権限を設定する方法を示します。 また、VI Client および SDK への接
続の暗号化と、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。

本章の内容は次のとおりです。

認証および権限による ESX Server 3i の保護 （P.172）

ESX Server 3i の暗号化およびセキュリティ証明書 （P.185）

NFS ストレージの仮想マシン代行 （P.191）

認証およびユーザー管理 10
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認証および権限による ESX Server 3i の保護
ESX Server 3i は、VI Client または SDK を使用して ESX Server 3i ホストにアクセスする
ユーザーを認証します。 ESX Server 3i のデフォルト インストールでは、ローカル パス
ワード データベースを認証に使用します。 VI Client または VirtualCenter のユーザーが
ESX Server 3i ホストに接続するたびに、VMware Host Agent（vmware-hostd）プロセ
スとの接続が確立されます。 vmware-hostdは、ユーザー名およびパスワードを認証
に使用します。 

図 10-1 に、ESX Server 3i が VI Client からのトランザクションを認証する方法を示し
ます。 

図10-1  ESX Server 3i での VI Client 通信の認証

サード パーティ ネットワーク管理クライアントを使用した ESX Server 3i 認証トラン
ザクションは、同様に vmware-hostdプロセスと直接交信します。

サイトで認証が効率的に機能するようにするには、ユーザー、グループ、権限、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決定
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。
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ユーザー、グループ、権限、およびロールについて
ESX Server 3i ホストおよびそのリソースへのアクセス権は、適切な権限を持つ既知の
ユーザーが、そのユーザー用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
ストにログインすると付与されます。 VirtualCenter は、ユーザーにアクセス権を付与
するかどうかを判断するときにも、同様の手段を使用します。 VirtualCenter および
ESX Server 3i ホストは、ユーザーに割り当てられた権限に基づいて、そのユーザーの
アクセス レベルを判別します。 たとえば、あるユーザーはホストで仮想マシンを作成
できる権限を持っており、別のユーザーは仮想マシンをパワーオンできるが作成でき
ないという権限を持っています。 

ユーザー名、パスワード、および権限の組み合わせのメカニズムによって、
VirtualCenter および ESX Server 3i ホストがユーザーのアクセスを認証し、ユーザーの
アクティビティを実行する権限を付与します。 このメカニズムをサポートするため、
VirtualCenter および ESX Server 3i ホストは、権限のあるユーザー、そのパスワード、
および各ユーザーに割り当てられている権限のリストを保持します。 

VirtualCenter および ESX Server 3i ホストは、次の場合に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。 

リストに記載されているのに権限が割り当てられていないユーザーの場合。

ログインに成功したユーザーが、実行する権限がない操作を行おうとした場合。

ESX Server 3i ホストおよび VirtualCenter の管理の一部として、ユーザーおよび権限モ
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扱う方法、およ
び権限を設計する方法に関する基本計画です。 ユーザーおよび権限モデルを開発する
する場合、次のことに注意してください。

ESX Server 3i および VirtualCenter は、権限のセット（ロール）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 3i 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ると、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継承されます。
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ユーザーについて

ユーザーとは、ESX Server 3i ホストまたは VirtualCenter のいずれかにログオンする権
限を持つ個人です。 ESX Server 3i ユーザーは、次の 2つのカテゴリに分類されます。 
VirtualCenter を介して ESX Server 3i にアクセスできる個人と、VI Client、サードパ
ティ製クライアント、またはコマンド シェルからホストに直接ログオンすることで
ESX Server 3i ホストにアクセスできる個人です。 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 の権限があるユーザーは、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、または変更することは
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、ロールの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、権限を構成するために
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 3i ホストで直接作業する権限のあるユーザー
は、システム管理者によって内部ユーザー 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、権限の変更など、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 で保持されるユーザー リストは、ESX Server 3i ホストで保持されるユー
ザー リストとは異なります。 ホストおよび VirtualCenter により保持されるリストに
共通のユーザー（たとえば、devuser というユーザー）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。 権限、パ
スワードなどを含む、VirtualCenter の devuser の属性は、ESX Server 3i ホストでの
devuser の属性とは異なります。 VirtualCenter に devuser としてログオンした場合に、
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 3i ホストに
devuser としてログオンした場合は、これらの権限がないことがあります。

名前の重複による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 3i 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。 グループと
は、ルールや権限の共通のセットにより管理する、ユーザーのセットです。 権限をグ
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それらの権限が継承され、
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、権限モデルの設定にか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人のパートタイムのセールス 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するようにしますが、セールス マネージャに
属する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 グループ権限を割り
当てます。 Mary、John、Tomは、これらの権限を継承して、Virtual Machine A のパ
ワーオン、Virtual Machine A でのコンソール セッションの起動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 3i ホストのグループ リストは、個々のユーザー リス
トと同じソースを利用します。 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 3i ホストに直接ログインする場合、グループ リ
ストは、ホストが保守す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
関する推奨事項は、ユーザー リストの場合と同じです。

権限について

ESX Server 3i および VirtualCenter では、権限は、ユーザーおよび仮想マシンや ESX 
Server 3i ホストなどのオブジェクト用にユーザーに割り当てられたロールで構成され
る、アクセス ロールとして定義されています。 権限は、特定のアクティビティを実行
して、ESX Server 3i 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 3i ホストのメモリを構成するには、ホストの構成権
限が付与されている必要があります。

ほとんどの VirtualCenter および ESX Server 3i 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、システム管理者ロールのユー
ザーは、データストア、ホスト、仮想マシン、およびリソース プールなど、あらゆ
る仮想オブジェクトに関する完全なアクセス権と権限を有します。 デフォルトでは、
システム管理者ロールは root ユーザーに付与されます。ホストが VirtualCenter に
よって管理されている場合は、vpxuser も Administrator ユーザーです。 システム管理
者ユーザーは、次のトピックで説明する権限を有します。
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root

root ユーザーは、権限の操作、グループおよびユーザーの作成、イベントの使用な
ど、ログインする特定の ESX Server 3i ホストでの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 3i ホストにログインした root ユーザーは、よ
り広い範囲の ESX Server 3i のデプロイで、ほか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。

セキュリティ上の理由から、システム管理者ロールの root ユーザーを使用しない場
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、
権限、ロールの管理」の章に記載されているように、インストール後に権限を変更し
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権限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、システム管理者ロールに割り当てられたユーザーがほかにもいる root レベルで
最初に別の権限を作成する必要があります。 

システム管理者ロールをほか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 はシステム管理者ロール 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記録し、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、複数の権限を（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。

代理のシステム管理者ユーザーを作成したあとであれば、安全に root ユーザーの権
限を削除したり、そのロールを変更して、root ユーザーの権限を制限したりするこ
とができます。 root ユーザーの権限を削除または変更する場合は、ホストを
VirtualCenter の管理下に置く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。

vpxuser

ESX Server 3i ホストで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 
3i ホストが VirtualCenter に接続されるときに作成されます。 これは、ホストが
VirtualCenter により管理されていない限り、ESX Server 3i ホスト上に表示されません。

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（vicfgコマ
ンド）は、アクセス チェックを実行しません。 そのため、root ユーザーの権限を制限
しても、ユーザーがコマンド ライン インターフェイス コマンドを使用して実行でき
る機能に影響を与えません。
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ESX Server 3i ホストが VirtualCenter で管理される場合、VirtualCenter にはホスト上の
システム管理者権限があります。 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 3i ホスト
のユーザーおよびグループの直接的な作成、削除、または編集などがあり、これら
は、各 ESX Server 3i ホストで直接システム管理者権限を持つユーザーのみが実行でき
ます。 

dcui

dcui ユーザーはホスト上で実行され、システム管理者権限で動作します。 このユー
ザーの主要目的は、ダイレクト コンソールからロックダウン モードのホストを構成
することです。 このユーザーは、ダイレクト コンソールのエージェントとして使用さ
れます。対話形式のユーザーが変更したり、使用したりしないでください。

ESX Server 3i ホスト上でシステム管理者ロールで操作している場合、そのホストの
個々のユーザーとグループに権限を付与できます。VirtualCenter でシステム管理者
ロールで操作している場合、VirtualCenter が参照する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付与できます。

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 サーバのローカル
Windows Administrators グループのメンバーであるすべてのユーザーに、システム管
理者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付与されます。 
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。

セキュリティ上の理由から、システム管理者ロールからWindows Administrators グ
ループを削除することを検討してください。 Windows Administrators グループが管理
者権限を持たないように、インストール後に権限を変更できます。 または、VI Client
を使用して、Windows Administrators グループのアクセス権を削除します。 Windows 
Administrators のアクセス権を削除する場合は、最初に、別のユーザーがシステム管
理者ロールに割り当てられている root レベルの別の権限を作成する必要があります。

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 か
ら ESX Server 3i ホストを操作するときに、問題が発生する場合があります。

注意   dcui ユーザーおよびその権限は変更しないでください。 変更すると、ローカル
UI から ESX Server 3i ホストを操作するときに、問題が発生する場合があります。
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システム管理者ロールが割り当てられていないユーザーは、ローカル管理者グループ
のメンバーでない場合はローカル コンソールにログインできません。 ローカル コン
ソールへのアクセス権を付与するには、次のコマンドを使用します。username は、
アクセス権を付与するユーザーの名前です。

usermod -G localadmin username

ESX Server 3i ホストで直接権限を構成するときに使用する方法は、VirtualCenter で権
限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 3i
と VirtualCenter とで同じです。 

権限の構成、および割り当てることができる権限については、『基本システム管理』
を参照してください。

ロールについて

VirtualCenter および ESX Server 3i では、オブジェクトへのアクセス権は、そのオブ
ジェクトの権限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権限を割り当てる場合、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 3i 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、システム管理者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。 デフォルトのロールについては、次のトピックで説明し
ます。

アクセス不可

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アクセス不可ロールが割
り当てられているユーザーは、ESX Server 3i ホストにログインしたときに、VI Client
インベントリの仮想マシンを参照できません。 特定のオブジェクトのアクセス不可
ロールが割り当てられているユーザーは、アクセスできないオブジェクトに関連付け
られている VI Client の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（Virtual 
Machines）] タブを選択できますが、タブ上の仮想マシン リスト、およびステータス
情報などのテーブルには何も表示されません。

アクセス不可ロールは、ESX Server 3i 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させることができます。
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読み取り専用

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。 

管理者

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、読み取り専用ロー
ルのすべての権限も含まれます。

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 3i 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 3i 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 3i 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。

ESX Server 3i 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 3i 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 3i 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。

注意   デフォルトでアクセス不可ロールが割り当てられていないユーザーは、root
ユーザー、dcui ユーザー、および vpxuser のみです。 代わりに、これらのユーザーに
は、システム管理者ロールが割り当てられています。 

最初にシステム管理者ロールを持つ root レベルで代替権限を作成し、このロールを
別のユーザーに割り当てている場合は、root ユーザーの権限を完全に削除したり、
そのロールをアクセス不可ロールに変更したりできます。 root ユーザーの権限を削除
または変更する場合は、ホストを VirtualCenter の管理下に置く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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次の節では、ESX Server 3i 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（Users & Groups）] 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（Users）] ボタンまたは [ グループ
（Groups）] 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10-2 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10-2  ユーザー テーブル

列でリストをソートしたり、列の表示 /非表示を切り替えたり、レポートを準備する
ときやWeb でユーザーまたはグループ 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 3i 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 の方がより広範囲で実行されるため、権
限やロールの使用については、『基本システム管理』を参照してください。
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ESX Server 3i ユーザーまたはグループを表示およびソートするには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[ユーザー
（Users）] または [ グループ（Groups）] 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。

列でテーブルをソートするには、列ヘッダーをクリックします。

列を表示または非表示にするには、列ヘッダーを右クリックして、非表示に
する列の名前を選択または選択解除します。 

ESX Server 3i 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 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[ユーザー
（Users）] または [ グループ（Groups）] 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、列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（Export）] をクリック
します。[名前を付けて保存（Save As）] 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 テーブルは次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 3i ホストのユーザー テーブルに追加したり、ユーザーを削除
したり、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 3i 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 3i ユーザー テーブルに追加するには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[ユーザー
（Users）] をクリックします。 

4 [ ユーザー（Users）] テーブル上で右クリックして、[追加（Add）]をクリックし
ます。[新規ユーザーの追加（Add New User）] 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 の指定は任意です。 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。

6 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
（Add）] 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（Group membership）] 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。

ユーザーの設定を変更するには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[ユーザー
（Users）] をクリックします。 

4 編集するユーザーを右クリックし、[編集（Edit）] をクリックします。[ ユー
ザーの編集（Edit User）] 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。 
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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（Change Password）]
を選択して、新規パスワードを入力します。

一般的な総当り攻撃から保護されるように、パスワードには十分な長さと複雑さ
が必要です。

8 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（Add）]
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（Group membership）] リストに追加されません。 

9 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（Remove）] をクリックします。 

10 [OK] をクリックします。

ユーザーを ESX Server 3i ユーザー テーブルから削除するには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[ユーザー
（Users）] 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（Remove）] 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 3i 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 3i 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 3i グループ テーブルに追加するには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[グループ
（Groups）] をクリックします。 

注意   root ユーザーは削除しないでください。
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4 グループ テーブル上で右クリックして、[追加（Add）] をクリックします。[ 新
規グループの作成（Create New Group）] 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 の指定は任意です。 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（Add）] 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（Users in this group）] 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 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[グループ
（Groups）] をクリックします。 

4 編集するグループを右クリックし、[編集（Edit）] をクリックします。[ グルー
プの編集（Edit Group）] 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（Add）] 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（Users in this group）] 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（Remove）] 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 3i グループ テーブルから削除するには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

2 サーバをインベントリ パネルから選択します。 

3 [ ユーザーおよびグループ（Users & Groups）] タブをクリックして、[グループ
（Groups）] 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（Remove）] をクリックします。
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ESX Server 3i の暗号化およびセキュリティ証明書
ESX Server は、SSL v3 と TLS v1 をサポートします。ここでは、これらの総称として
SSL という用語を使用します。 SSL は、安全な通信に役立ちます。 SSL を有効にする
と、次の条件を満たしている場合、すべてのネットワーク トラフィックが暗号化さ
れます。

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。

SSL は、デフォルトでは有効になっていません。そのため、操作を実行しない限り、
ネットワーク トラフィックは暗号化されません。 SSL は、VI Client と VirtualCenter の
初期接続を保護しますが、後続の通信は暗号化されません。 ESX Server 3 の証明書に
よって提供されるセキュリティを完全に有効にするには、証明書の検証を有効にし
て、新しい証明書をインストールする必要があります。

証明書の検証を有効にするには

1 VI Client を使用して VirtualCenter サーバにログオンします。

2 [ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成（Virtual 
Center Management Server Configuration）] をクリックします。

[Virtual Center Management Server（Virtual Center Management Server 
Configuration）] ダイアログが表示されます。

3 左側のペインで [SSL の設定（SSL Settings）] をクリックし、[ ホストの証明書を
確認（Check host certificates）] チェックボックスを有効にします。 

4 [OK] をクリックします。

証明書の検証を最大限利用するには、新しい証明書をインストールします。 最初の証
明書は、ESX Server により作成され、ホストに保存されます。 サーバの証明書が使用
できなくなった場合、新しい証明書を生成できます。

ESX Server 3i ホストの新しい証明書を作成するには

1 ローカル コンソールで、[ カスタマイズした設定をリセット（Reset Customized 
Settings）] を起動します。

2 システムを再起動します。

証明書が再生成されます。

注意   root ユーザーは削除しないでください。
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ESX Server 3i ホストは、自動生成された自己署名の証明書を使用します。これは、イ
ンストール処理の一環として作成されます。 これらの証明書によってサーバの使用を
開始できるようになりますが、自己署名の証明書の使用が所属組織のセキュリティ 
ポリシーに適合しないことがあります。 一部の組織のセキュリティ ポリシーでは、自
動生成される証明書の代わりに、信頼できる認証局からの証明書の購入および使用が
義務付けられています。 信頼できない SSL 証明書を使用すると、セキュリティ警告が
発生することがあります。

図10-3  セキュリティの警告

この問題を解決するには、公認の認証局によって署名された証明書を追加します。

vifs コマンドに加えて、サード パーティのアプリケーションを使用して証明書をアッ
プロードすることもできます。 HTTP PUT 操作をサポートするアプリケーションは、
ESX Server 3i に付属する HTTP インタフェースと連携します。 たとえば、SeaMonkey 
Composer を使用して証明書と鍵をアップロードできます。 

vifs を使用して既存の証明書を認証局署名の証明書に置き換えるには

1 vifsコマンドを使用して、証明書と鍵のファイルのコピーを ESX Server に置き
ます。 証明書と鍵のそれぞれのコマンド形式は、次のとおりです。

vifs --server hostname --username username --put /host/host/ssl_crt 
rui.crt

vifs --server hostname --username username --put /host/host/ssl_key 
rui.key
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2 ローカル コンソールから「管理エージェントの再起動（Restart Management 
Agents）」操作を使用して、設定を有効にします。 管理エージェントを再起動す
ると、次のように表示されます。

HTTP PUT を使用して証明書および鍵をアップロードするには

1 ファイルをアップロードするために使用するアプリケーションで、アップロード
するファイルを開きます。

2 アプリケーションを使用して、ファイルを公開します。 

証明書を https://hostname/host/ssl_crtに公開します。 

鍵を https://hostname/host/sslkeyに公開します。

3 ローカル コンソールから「管理エージェントの再起動（Restart Management 
Agents）」操作を使用して、設定を有効にします。 

ESX Server 3i Web プロキシ設定の変更
暗号化およびユーザー セキュリティにを考慮する場合、次のことに注意してください。

ESX Server 3i は、暗号化鍵として知られるパス フレーズに対応していません。 パ
ス フレーズを設定すると、ESX Server 3i プロセスが正常に起動しなくなるので、
パス フレーズを使用して証明書を設定しないでください。

デフォルト以外の場所で証明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、複数のホストで共有できるように、証明書を 1台のマシンにま
とめている企業で役に立ちます。 

注意   ホストでネットワーク接続が失われると、ESX Server 3 ホスト以外の場所に
保存されている証明書は使用できません。 証明書の検証を有効にした場合は、ゲ
ストとの間で保護された接続を確立できません。
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ユーザー名、パスワード、およびパケットの暗号化をサポートするため、
VMware Infrastructure SDK 接続では、デフォルトで SSL が有効になっています。 
これらの接続が送信内容を暗号化しないように構成する場合は、「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.188）」に記載されているよう
に、接続をHTTPS から HTTP に切り替えて、VMware Infrastructure SDK 接続の
SSL を無効にします。 ファイアウォールが適切に設定されてホスト間の転送が完
全に隔離された、完全に信頼できる環境をクライアントに作成した場合のみ、
SSL を無効にすると考えてください。 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不要になり、パフォーマンスを向上できます。 

ESX Server 3i サービスの悪用を防ぐため、ほとんどの内部 ESX Server 3i サービス
は、HTTPS 転送に使用されるポート 443 からのみアクセスできます。 ポート 443
は、ESX Server 3i の予約プロキシとして機能します。 ESX Server 3i 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、適切な権限がないと、
ストレージ アダプタ サービスに直接アクセスすることはできません。 HTTP 接続
を介して個々のサービスに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 3i 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 をアップグレードした場合でも、証明書は引き続き有効です。 

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 vifsコマンドを使用して、編集用に proxy.xmlファイルのコピーを取得しま
す。 このコマンドの形式は次のとおりです。

vifs --server hostname --username username --get /host/proxy.xml 
proxy.xml

vifsの使用方法の詳細については、「“Performing File System Operations with 
vifs” on page 237」を参照してください。

注意   このファイルを変更した結果、構成が不正になると、システムが管理でき
ない状態になることがあります。 このような状態になった場合に解決できる唯一
の方法は、DCUI による工場出荷時の設定にリセットすることです。
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2 テキスト エディタを使用して、proxy.xmlファイルを開きます。 通常、ファイ
ルの内容は次のようになっています。

<ConfigRoot> 
<EndpointList>

<_length>6</_length>
<_type>vim.ProxyService.EndpointSpec[]</_type>
<e id="0">

<_type>vim.ProxyService.NamedPipeServiceSpec</_type>
<accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>
<pipeName>/var/run/vmware/proxy-webserver</pipeName>
<serverNamespace>/</serverNamespace>

</e>
<e id="1">

<_type>vim.ProxyService.NamedPipeServiceSpec</_type>
<accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>
<pipeName>/var/run/vmware/proxy-sdk</pipeName>
<serverNamespace>/sdk</serverNamespace>

</e>
<e id="2">

<_type>vim.ProxyService.LocalServiceSpec</_type>
<accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>
<port>8080</port>
<serverNamespace>/ui</serverNamespace>

</e>
<e id="3">

<_type>vim.ProxyService.NamedPipeServiceSpec</_type>
<accessMode>httpsOnly</accessMode>
<pipeName>/var/run/vmware/proxy-vpxa</pipeName>
<serverNamespace>/vpxa</serverNamespace>

</e>
<e id="4">

<_type>vim.ProxyService.NamedPipeServiceSpec</_type>
<accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>
<pipeName>/var/run/vmware/proxy-mob</pipeName>
<serverNamespace>/mob</serverNamespace>

</e>
<e id="5">

<_type>vim.ProxyService.LocalServiceSpec</_type>
<!-- 「安全な」導入には、このモードを使用 -->
<!-- <accessMode>httpsWithRedirect</accessMode> -->
<!-- 「安全でない」導入には、このモードを使用 -->
<accessMode>httpAndHttps</accessMode>
<port>8889</port>
<serverNamespace>/wsman</serverNamespace>

</e>
</EndpointList>

</ConfigRoot>



ESX Server 3i 構成ガイド

190 VMware, Inc.  

3 セキュリティ設定を必要に応じて変更します。 たとえば、HTTPS を使用するサー
ビスのエントリを変更して、HTTP アクセスのオプションを追加できます。

e id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。

_type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。

accessmodeは、サービスが許可する通信の形式です。 次の値を使用できます。

httpOnly　プレーン テキストHTTP 接続でのみ、サービスにアクセスで
きます。

httpsOnly　HTTPS 接続でのみ、サービスにアクセスできます。 

httpsWithRedirect　HTTPS 接続でのみ、サービスにアクセスできます。 
HTTP による要求は、適切なHTTPS URL にリダイレクトされます。

httpAndHttps　HTTP 接続と HTTPS 接続の両方で、サービスにアクセス
できます。

port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。

namespaceは、このサービスを提供するサーバのネームスペースです。

4 変更内容を保存し、ファイルを閉じます。

5 vifsコマンドを使用して、proxy.xmlファイルのコピーを ESX Server に戻しま
す。 このコマンドの形式は次のとおりです。
vifs --server hostname --username username --put /host/proxy.xml 

proxy.xml

6 ローカル コンソールから「管理エージェントの再起動（Restart Management 
Agents）」操作を使用して、設定を有効にします。 管理エージェントを再起動す
ると、次のように表示されます。
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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 3i が仮想マシン 
ファイルにアクセスする必要があります。 たとえば、仮想マシンをパワーオンまたは
パワーオフするには、ESX Server 3i 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、および削除できる必要があります。

NFS データストアで仮想マシンを作成、構成、または管理するには、デリゲート 
ユーザーを使用します。 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 3i により使用されます。 デリゲート ユー
ザーは試験的なものであり、公式にはサポートされません。

デフォルトで、ESX Server 3i ホストのデリゲート ユーザーは rootです。 ただし、デ
リゲート ユーザーとして rootを持っても、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、root ユーザーの機能を制限して、
NFS サーバに対する特別権限なしで、ユーザーに root をマップします。 この機能は通
常、NFS ボリューム上のファイルへの、不正な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 3i ホストへのアクセスが拒否されることがあります。 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 システム管理者が
root squash機能を無効にするか、ESX Server 3i ホストの物理ネットワーク アダプ
タを信頼のあるサーバのリストに追加する必要があります。

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 3i 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。一致しない場合は ESX Server 3i 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 ユーザーに異な
る ID を設定するには、次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 3i 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 3i 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。
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デリゲート ユーザーを ESX Server 3i ホストで設定するには、次の処理を実行する必
要があります。

ESX Server 3i 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
（Users and Groups）] タブで、次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には、ESX Server 3i ホストのユーザーが提供されていて、デリゲー
ト ユーザーの設定に便利です。 デフォルトでは、vimuserのUID は 12、
GID は 20 です。

デリゲート ユーザー名、UID、およびGID を設定して、ESX Server 3i ホストに
全く新しいユーザーを追加します。 

ホストを直接接続で管理しているか、VirtualCenter サーバを介して管理している
かに関わらず、前述の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 3i 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 テーブルの使用 （P.182）」を参照してください。

次の手順で説明するように、仮想マシンの委任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 を介して、または ESX Server 3i
ホストで直接実行している VI Client を介して、セキュリティ プロファイルを構
成します。 

仮想マシンの委任を変更するには

1 ESX Server 3i ホストを介して VI Client にログオンします。

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、[概要（Summary）] タブが表示
されます。

3 [メンテナンス モードへの切り替え（Enter Maintenance Mode）]をクリックします。

4 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして、[セキュリティ プロファイル
（Security Profile）] をクリックします。

5 [仮想マシンの委任（Virtual Machine Delegate）] - [ 編集（Edit）]をクリックし
て、[仮想マシンの委任（Virtual Machine Delegate）]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。

注意   ESX Server 3i 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
ヴイエムウェアはこの実装をサポートしていません。 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。



VMware, Inc. 193

第 10 章 認証およびユーザー管理

  

7 [OK] をクリックします。

8 ESX Server 3i ホストを再起動します。 

ホストを再起動すると、ESX Server 3i ホストで直接実行する VirtualCenter および VI 
Client の両方で、デリゲート ユーザー設定が表示されます。
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本章では、各ユーザーがそれぞれの環境において ESX Server 3i 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 3i 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。

本章の内容は次のとおりです。

一般的な ESX Server 3i 導入時のセキュリティ アプローチ （P.196）

ESX Server 3i のロックダウン モード （P.200）

仮想マシンに関する推奨事項 （P.201）

セキュリティの導入と推奨事項 11
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一般的な ESX Server 3i 導入時のセキュリティ アプローチ
ESX Server 3i 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。 

次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 3i 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 3i 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 3i 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 3i 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 3i ホストのアカウント
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 3i 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11-1 に、ESX Server 3i 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11-1  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

仮想マシンは同じ物理
ネットワークを共有する

可 同じ物理ネットワーク上で仮想マシンを構成
します。

VMFS の共有 可 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。

仮想マシン メモリのオー
バーコミット

可 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11-2 に、ESX Server 3i 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11-3 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 3i 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 3i
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。 さまざまな顧客の所有物である仮想マシンは同一の ESX Server 3i ホスト上に配置
できますが、不正な通信を防止のため、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 3i 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11-4 に、ESX Server 3i 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11-2  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11-3  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 可 不可 

仮想マシンの作成と変更 可 不可 

コンソール経由の仮想マシン アクセス 可 可
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表11-5 に、ESX Server 3i 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11-6 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 3i 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 3i
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 3i 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。 

表11-4  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

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。

VMFS の共有 不可 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にわたって配置するこ
とができます。

仮想マシン メモリのオー
バーコミット

可 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11-5  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

表11-6  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 可 不可 不可 

仮想マシンの作成と変更 可 可 不可 

コンソール経由の仮想マシン アクセス 可 可 可 



VMware, Inc. 199

第 11章 セキュリティの導入と推奨事項

  

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 3i 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11-7 に、ESX Server 3i 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11-8 に、ESX Server 3i 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11-9 に、各ユーザーのアクセス レベルを示します。

表11-7  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

仮想マシンは同じ物理ネッ
トワークを共有する

可 同じ物理ネットワーク上で仮想マシンを構
成します。

VMFS の共有 可 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。

仮想マシン メモリのオー
バーコミット

可 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11-8  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11-9  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 可 不可 不可 不可 

仮想マシンの作成と変更 可 可 不可 不可 
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ESX Server 3i のロックダウン モード
ESX Server 3i ホストのセキュリティを向上させるために、ロックダウン モードにする
ことができます。 ロックダウン モードは、VirtualCenter に追加された ESX Server 3i で
のみ使用できます。 ロックダウン モードを有効にすると、ESX Server 3i マシンへの直
接ルート アクセスがすべて無効になります。 以後、ホストへのローカルな変更は、次
の方法で行う必要があります。

Active Directory アカウントを使用した、VirtualCenter への VI Client セッションま
たは RCLI コマンド。Active Directory アカウントは編集可能です。

ホストで定義されたローカル ユーザー アカウントを使用した、ESX Server 3i シス
テムへの VI Client セッションまたは RCLI コマンド。 デフォルトでは、ESX Server 
3i システムにローカル ユーザー アカウントは存在しません。 このアカウントは、
VI Client セッションでロックダウン モードを有効にする前にのみ、ESX Server 3i
システムで直接作成する必要があります。 ホストへの変更は、そのホストでロー
カルに権限が付与されているユーザーに制限されます。

ロックダウン モードは、[ ホストの追加ウィザード（Add Host Wizard）] を使用して
VirtualCenter に ESX Server 3i を追加するとき、または VI Client を使用して
VirtualCenter の一部であるホストを管理するときに有効にできます。

VI Client を使用して ESX Server 3i のロックダウン モードを有効にするには

1 VI Client にログオンし、インベントリ パネルから ESX Server を選択します。 

2 [ 構成（Configuration）] をクリックして、[セキュリティ プロファイル
（Security Profile）] をクリックします。

3 [ ロックダウン モード（Lockdown mode）] の下で [ 編集（Edit）] をクリックし
ます。

[ロックダウン モード（Lockdown Mode）]ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ ロックダウン モードの有効化（Enable Lockdown Mode）] チェック ボックスを
選択して、ロックダウン モードを有効にします。

5 [OK] をクリックして、[ ロックダウン モード（Lockdown Mode）] ダイアログ 
ボックスを閉じます。

ロックダウンは、ローカル コンソール（DCUI）で有効または無効にすることもでき
ます。
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ローカル コンソールからロックダウン モードを有効にするには

次の図で示すように、ロックダウン モード設定値の構成を切り替えます。

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。

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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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。 

[ 概要（Summary）] 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（Edit Settings）] をクリックします。

3 [ オプション（Options）] - [ 詳細（Advanced）] - [ 構成パラメータ
（Configuration Parameters）] をクリックして、[構成パラメータ（Configuretion 
Parameters）] ダイアログ ボックスを開きます。 

4 [ 追加（Add）] ボタンをクリックします。

5 [ 名前（Name）] フィールドの [ 値（Value）] 列に次の値を入力します。

次のような結果が表示されます。

[ 名前（Name）] フィールド

[ 値
（Value）]
フィールド

isolation.tools.copy.disable true

isolation.tools.paste.disable true

isolation.tools.setGUIOptions.enable false
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6 [OK] をクリックして [ 構成パラメータ（Configuration Parameters）] ダイアログ 
ボックスを閉じ、もう一度 [OK] をクリックして [ 仮想マシンのプロパティ
（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを閉じます。 

不要なハードウェア デバイスの削除
仮想マシン内で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、いくつかの方法で仮想マシンのセキュリティを侵害するのに、この機
能を利用できます。 たとえば、デフォルト設定の場合、仮想マシンへのアクセス権を
持つ攻撃者は次のような操作が可能です。

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、VI Client の [ 構成（Configuration）] 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あとでサービスで使用する必要があ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。 

[ 概要（Summary）] 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（Edit Settings）] をクリックします。

[仮想マシン プロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスが表
示されます。

3 [ オプション（Options）] - [ 全般（General）] をクリックし、[ 仮想マシン構成
ファイル（Virtual Machine Configuration File）] フィールドに表示されたパスを
記録します。

注意   ゲストOS の VMware Tools コントロール パネルで行なった設定は、これら
のオプションによってすべてオーバーライドされます。
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4 vifsコマンドを使用して、手順 3で記録した場所から仮想マシン構成ファイル
のコピーを取得します。 vifs の使用方法の詳細については、「“Performing File 
System Operations with vifs” on page 237」を参照してください。

5 .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。

6 変更内容を保存し、ファイルを閉じます。 vifsを使用して、手順3で記録した
場所に、修正したファイルのコピーを置きます。

7 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（Power Off）] - [
パワーオン（Power On）] をクリックします。

仮想マシンが一度パワーオフされ、そのあとパワーオンされます。

ホスト メモリに対するゲストOSの書き込みの制限
ゲストOSのプロセスは、VMware Tools を使用して ESX Server 3i 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。

これらのメッセージの結果としてホストが保存するデータ量が制限されない場合、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 メモリを任意の構成データ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容量が消費されます。

この問題を防ぐには、名前と値のペアが格納される構成ファイルを、1MBのサイズ
に制限します。 ほとんどの場合 1MBで十分ですが、この値は必要に応じて変更でき
ます。 構成ファイルに大量のカスタム情報が保存されている場合は、この値を増加す
ることがあります。 

GuestInfo ファイルのメモリ制限を変更するには、.vmx ファイルの
tools.setInfo.sizeLimit 属性を設定します。 デフォルトの制限は 1MBで、これは
sizeLimit属性が存在しない場合でも適用されます。

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。
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ゲストOSの可変メモリ制限を変更するには

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。 

[ 概要（Summary）] 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（Edit Settings）] をクリックします。

3 [ オプション（Options）] - [ 詳細（Advanced）] - [ 構成パラメータ
（Configuration Parameters）] をクリックして、[構成パラメータ（Configuretion 
Parameters）] ダイアログ ボックスを開きます。

4 サイズ制限属性が存在しない場合は、[ 行の追加（Add Row）] をクリックして、
次のように入力します。

[ 名前（Name）] フィールド　tools.setInfo.sizeLimit

[ 値（Value）] フィールド　<バイト数 >

サイズ制限属性が存在する場合は、必要な制限を反映するように変更します。

GuestInfo サイズを 1,048,576 バイト（1 MB）に制限する構成は、次のようにな
ります。



ESX Server 3i 構成ガイド

206 VMware, Inc.  

5 [OK] をクリックして [ 構成パラメータ（Configurations Parameters）] ダイアログ 
ボックスを閉じ、もう一度 [OK] をクリックして [ 仮想マシンのプロパティ
（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを閉じます。

ゲストが構成ファイルに名前と値のペアを書き込むことを完全に禁止することも選択
できます。 これは、ゲストOS による構成設定の変更を禁止する必要がある場合に適
切です。

ゲストOSによるホストへの構成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。 

[ 概要（Summary）] 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（Edit Settings）] をクリックします。

3 [ オプション（Options）] - [ 詳細（Advanced）] - [ 構成パラメータ
（Configuration Parameters）] をクリックして、[構成パラメータ（Configuretion 
Parameters）] ダイアログ ボックスを開きます。 

4 [Add（追加）] ボタンをクリックし、次のように入力します。

[ 名前（Name）] フィールド　isolation.tools.setinfo.disable

[ 値（Value）] フィールド　TRUE

次のような結果が表示されます。
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5 [OK] をクリックして [ 構成パラメータ（Configuration Parameters）] ダイアログ 
ボックスを閉じ、もう一度 [OK] をクリックして [ 仮想マシンのプロパティ
（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを閉じます。 

ゲストOSのロギング レベルの構成
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 ファイルによってファイル システムの領域が大
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のロギング設定を変更することを
検討します。 これらの設定は、ログファイルの合計サイズおよび数を制限できます。 
通常、ホストが再起動されるたびに新しいログ ファイルが作成されるため、ログ 
ファイルは非常に大きくなることがあります。しかし、ログ ファイルの最大サイズ
を制限することによって、新しいログ ファイルを作成する頻度を高めることができ
ます。 ロギング データの合計サイズを制限する場合は、それぞれ 100 KB に制限した
10 のログ ファイルを保存することをお勧めします。 これらの値は、ホスト上で過度
なディスク容量をログ ファイルが使用しないようにするために十分小さな値ですが、
保存されるデータ量は十分に大きく、発生する可能性があるほとんどの問題をデバッ
グするために十分な情報が取得されます。 

エントリがログに書き込まれるたびにログのサイズがチェックされ、制限を超えている
場合、次のエントリは新しいログに書き込まれます。 すでに最大数のログ ファイルが存
在する場合、新しいログ ファイルの作成時に、最も古いログ ファイルが削除されます。 
巨大なログ エントリを書き込むことによって、これらの制限を回避するサービス拒否攻
撃が試みられるおそれがあります。しかし、ログ エントリのサイズは4 KBに制限され
ているため、構成された制限＋4 KBを超えるログ ファイルは生成されません。

ログ ファイルの数およびサイズを制限するには

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。 

[ 概要（Summary）] 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（Edit Settings）] をクリックします。

[仮想マシン プロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスが表
示されます。
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3 [ オプション（Options）] - [ 全般（General）] をクリックし、[ 仮想マシン構成
ファイル（Virtual Machine Configuration File）] フィールドに表示されたパスを
記録します。

4 vifsコマンドを使用して、.vmxファイルのコピーを取得します。 vifs の使用方
法の詳細については、「“Performing File System Operations with vifs” on 
page 237」を参照してください。

5 エディタを使用して、.vmxファイルに次の行を追加するか、編集します。

log.rotateSize=<maximum size>

ここで、<maximum size>は、バイト単位の最大ファイル サイズです。 たとえ
ば、サイズを約 100 KB に制限するには、100000と入力します。

6 制限された数のログファイルを保持するには、nano などのテキスト エディタを
使用して、.vmxファイルで次の行を追加または編集します。

log.keepOld=<number of files to keep>

ここで、<number of files to keep>は、サーバが保持するファイルの数で
す。 たとえば、ログ ファイルの数を 10 に保持して、新しいファイルの作成時に
古いファイルの削除を開始するには、10と入力します。
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7 変更内容を保存し、ファイルを閉じます。 vifsを使用して、修正したコピーで
サーバ上のコピーをオーバーライドします。

ロギングを完全に停止することもできます。 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。

ゲストOSのロギングを無効にするには

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。 

[ 概要（Summary）] 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（Edit Settings）] をクリックします。

3 [ オプション（Options）] - [ 詳細（Advanced）] - [ 全般（General）] をクリック
します。 

4 [ ログを有効にする（Enable logging）] チェックボックスの選択を解除します。

次のような結果が表示されます。

5 [OK] をクリックして、[ 仮想マシン プロパティ（Virtual Machine Properties）] ダ
イアログ ボックスを閉じます。 
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