
リソース管理ガイド
ESX Server 3.0.1 および VirtualCenter 2.0.1



VMware, Inc. ヴイエムウェア株式会社
3145 Porter Drive 150-6018　東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
Palo Alto, CA 94304 恵比寿ガーデンプレースタワー 18F
www.vmware.com www.vmware.com/jp
2 VMware, Inc.

リソース管理ガイド

  

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/support/

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

本ドキュメントに関するコメントがございましたら、以下のアドレスにご連絡ください。

docfeedback@vmware.com 

©2006 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、6,961,941、6,961,806 及び 6,944,699）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 及び VMotion は米国およびその他
の地域における VMware, Inc. の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及びマークは各社の商標です。

リソース管理ガイド
リビジョン : 20061130
アイテム : VI-JPN-Q406-317

mailto:docfeedback@vmware.com


VMware, Inc. 3  

目 次

はじめに 11

1 リソース管理のジャンプスタート 15
ホスト リソース情報の表示 16
仮想マシンのリソース割り当てについて 20

ホスト リソースの予約 22
仮想マシンの属性 : シェア、予約、リミット 22

シェア 22
予約 23
リミット 24

管理コントロール 24
仮想マシンの属性の変更 24
リソース プールの作成とカスタマイズ 27
拡張可能予約について 30
クラスタの作成とカスタマイズ 32

2 リソース管理の概念 35
リソースについて 35

リソースの提供者と消費者 35
ESX Server によるリソース管理 37
管理者によるリソースの構成 37
リソースの使用率と性能 38

ESX Server のアーキテクチャについて 38
VMkernel 39
VMkernel リソース マネージャ 39
VMkernel ハードウェア インターフェイス レイヤ 39
仮想マシン モニタ 39
サービス コンソール 40
CPU 管理についてのシステム管理者の関与 40
メモリ管理についてのシステム管理者の関与 41

CPU とメモリの仮想化について 41
CPU の仮想化の基礎 41



リソース管理ガイド

4 VMware, Inc.  

メモリの仮想化の基礎 42
仮想マシンのメモリ 43
メモリのオーバーコミット 44
メモリの共有 44

3 リソース プールとその管理について 45
概要 46

リソース プールについて 46
リソース プールを使用する理由 47
ホスト リソース プールとクラスタ リソース プール 49

リソース プールの管理コントロール 50
リソース プールの作成 51

拡張可能予約について 53
拡張可能予約の例 53

リソース プール情報の表示 54
リソース プールの [ 概要 ] タブ 54
リソース プールの [ リソース割り当て ] タブ 56

リソース プールの属性の変更 58
リソース プールの性能の監視 58
リソース プールへの仮想マシンの追加 59
リソース プールからの仮想マシンの削除 61
リソース プールとクラスタ 61

DRS が有効に設定されているクラスタ 61
DRS が有効に設定されていないクラスタ 63

4 クラスタについて 65
クラスタの概要 66

VMware DRS 66
VMware HA 67
クラスタと VirtualCenter 障害 68

VMware DRS について 69
初期配置 70
仮想マシンのマイグレーション 70
マイグレーションしきい値 71
マイグレーションの推奨 72
DRS クラスタ、リソース プール、および ESX Server 72
メンテナンス モード 73
DRS クラスタとメンテナンス モード 73



VMware, Inc. 5

目 次

  

VMware HA について 74
従来のソリューションと HA フェイルオーバー ソリューション 74

従来のクラスタ ソリューション 74
VMware HA ソリューション 75

VMware HA の機能 76
フェイルオーバー キャパシティ 76

HA クラスタの計画 77
VMware HA と特別な状況 78
プライマリ ホストとセカンダリ ホスト 79
HA クラスタとメンテナンス モード 80
HA クラスタと切断されたホスト 80
HA クラスタとホスト隔離のタイミングの問題 81

HA と DRS の併用 82
有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ 82

有効なクラスタ 82
例 1: 有効なクラスタ、タイプ [ 固定 ] のすべてのリソース プール 83
例 2: 有効なクラスタ、タイプ [ 拡張可能 ] のいくつかのリソース 

プール 84
黄色のクラスタ 85
赤のクラスタ 87

赤の DRS クラスタ 87
赤の HA クラスタ 88

5 VMware クラスタの作成 91
クラスタの前提条件 91

HA が有効に設定されたクラスタ 92
VirtualCenter VMotion の要件 92

共有ストレージ 92
共有 VMFS ボリューム 93
プロセッサの互換性 93
その他の要件 94

クラスタ作成の概要 94
クラスタの作成 95

クラスタ機能の選択 95
自動化レベルの選択 96
高可用性オプションの選択（HA） 97
クラスタ作成の終了 97

クラスタ情報の表示 98
[ 概要 ] タブ 98



リソース管理ガイド

6 VMware, Inc.  

DRS リソース分散チャート 100
[ マイグレーション ] タブ 100

マイグレーションの履歴 102

6 VMware DRS の管理 103
概要 104
DRS クラスタへのホストの追加 104

クラスタへの管理対象ホストの追加 105
クラスタへの非管理対象ホストの追加 106

クラスタからのホストの削除 106
ホストの削除とリソース プール階層 107
ホストの削除と仮想マシン 107
ホストの削除と無効なクラスタ 108

DRS のマイグレーション推奨の適用 108
DRS の再構成 109
DRS アフィニティ ルールの使用 110

ルールによる結果の確認 112
ルールの無効化または削除 112

7 VMware HA の管理 113
概要 113
HA クラスタへのホストの追加 114

クラスタへの管理対象ホストの追加 114
クラスタへの非管理対象ホストの追加 115
クラスタへのホストの追加の結果 115
ホスト上での HA の構成と構成解除 116

VMware HA の操作 117

8 クラスタと仮想マシン 119
クラスタへの仮想マシンの追加 119

作成時の仮想マシンの追加 120
クラスタへの仮想マシンのマイグレーション 120
仮想マシンを持つホストのクラスタへの追加 120

クラスタ内の仮想マシンのパワーオン 121
DRS 有効 121
HA 有効 121

クラスタからの仮想マシンの削除 121
クラスタからの仮想マシンのマイグレーション 122



VMware, Inc. 7

目 次

  

仮想マシンを持つホストのクラスタからの削除 122
仮想マシンの DRS のカスタマイズ 122
仮想マシンの HA のカスタマイズ 123

9 高度なリソース管理 127
CPU の仮想化 128

仮想モードと仮想オーバーヘッド 128
性能の影響 129

仮想化とプロセッサ固有の動作 129
性能の影響 130

CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロセッサに割り当てる 130
アフィニティでの潜在的な問題 131

ハイパースレッディング 132
概要 132
ハイパースレッディングの有効化 133
ハイパースレッディングと ESX Server 134
ハイパースレッディング用の高度なサーバ構成 134
隔離 136
警告 : ハイパースレッディングと CPU アフィニティ 136

仮想マシン内の仮想メモリ 136
仮想から物理へのメモリ マッピング 136
性能の影響 138

メモリ オーバーヘッドについて 138
メモリ割り当てとアイドル メモリ税 140

ESX Server ホストによるメモリ割り当ての方法 140
ホスト メモリの使用状況 141
アイドル仮想マシンのメモリ税 142

ESX Server ホストによるメモリの解放方法 143
メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ 143
スワップ スペースとゲスト OS 144
スワッピング 145
スワップ スペースとメモリのオーバーコミット 145
スワップ ファイルと ESX Server 障害 146

仮想マシン間でのメモリ共有 146
詳細属性とそれらの動作 147

詳細ホスト属性の設定 147
詳細仮想マシン属性の設定 151



リソース管理ガイド

8 VMware, Inc.  

10 ベスト プラクティス 155
リソース管理のベスト プラクティス 155
仮想マシンの作成と展開 156

計画 156
仮想マシンの作成 157
ゲスト OS の展開 157
ゲスト アプリケーションの展開 157
VMkernel メモリの構成 157

A NUMA システムと ESX Server の併用 159
概要 160

NUMA とは何か 160
オペレーティング システムについての NUMA の課題 161

ESX Server サーバの NUMA スケジューリング 162
VMware の NUMA 最適化アルゴリズム 163

ホーム ノードと初期配置 163
動的ロード バランシングとページのマイグレーション 164
NUMA 用に最適化された透過なページ共有 165

手動の NUMA 制御 165
IBM Enterprise X-Architecture の概要 166
AMD Opteron ベースのシステムの概要 166
NUMA 構成情報の検索 167

NUMA 統計情報の取得 167
各 NUMA ノードのメモリ量の確認 168
仮想マシンのメモリ量の確認 168

仮想マシンを単一の NUMA ノードに関連付けるための CPU アフィニティ 169
メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付けるためのメモリ アフィニティ 170

例： 単一の NUMA ノードへの仮想マシンのバインド 170

B esxtop ユーティリティの使用 173
性能監視のための esxtop ユーティリティの使用 173

構成ファイル 174
対話モードでの esxtop ユーティリティの使用 174

対話モードのコマンドライン オプション 175
共通の統計情報の説明 175
対話モードの単一キー コマンド 176
統計情報の列と順序のページ 177

CPU パネル 178



VMware, Inc. 9

目 次

  

メモリ パネル 181
メモリ パネルの対話コマンド 185

ストレージ パネル 185
ストレージ パネルの対話コマンド 186

ネットワーク パネル 188
ネットワーク パネルの統計情報 188
ネットワーク パネルの対話コマンド 189

バッチ モードでの esxtop ユーティリティの使用 190
バッチ モードのコマンドライン オプション 190

リプレイ モードでの esxtop ユーティリティの使用 191
リプレイ モードのコマンドライン オプション 192

インデックス 193



リソース管理ガイド

10 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 11 

本章では、『リソース管理ガイド』の内容について説明し、ヴイエムウェアのテクニ
カルリソースおよびエデュケーション リソースについて紹介します。

本章の内容は、次のとおりです。

本書について（P.11）

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース（P.14）

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

リソース割り当てとリソース管理の概念

仮想マシンの属性と管理コントロール

リソース プール、およびリソース プールの管理方法

クラスタ、VMware DRS、VMware HA、およびこれらの操作方法 

高度なリソース管理オプション

性能についての考慮事項

はじめに
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改訂履歴
本マニュアルは、各製品のリリース時に、あるいは必要に応じて改訂されます。改訂
版には大小の変更が加えられています。表 P-1 は、本マニュアルの改訂履歴を示した
ものです。

対象読者
本マニュアルは、システムによるリソースの管理方法、およびデフォルト動作のカス
タマイズ方法を理解したいシステム管理者を対象としています。リソース プール、
クラスタ、DRS、または HA を理解および使用したいユーザーにも、本書が必要にな
ります。一部の情報は、ESX Server 3 および VirtualCenter 2 のすべての管理者に関係
します。その他の項と章は、適切なライセンスを使用して DRS または HA が有効に
設定されているクラスタを使用する場合にのみ、関係します。

本書は、ESX Server と VirtualCenter 管理サーバについての実際的な知識があることを
前提としています。

本書へのフィードバック
本マニュアル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 ドキュメント
VMware Infrastructure ドキュメントは、VirtualCenter ドキュメントと ESX Server ド
キュメントのセットで構成されています。

本書とその他の文書の最新版は、次の場所からアクセスできます。

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

表 P-1.  改訂履歴

リビジョン 内容

20060615 VMware Infrastructure の ESX Server 3.0 および VirtualCenter 2.0 バージョ
ンの『リソース管理ガイド』。これが本書の初版です。

20060921 VMware Infrastructure 3 の ESX Server 3.0.1 および VirtualCenter 2.0.1 バー
ジョンの『リソース管理ガイド』。

mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/support/pubs
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はじめに

 

スタイル
本書では、表 P-2 のスタイル規則を使用しています。

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

表 P-2.  本マニュアルのスタイル規則

スタイル 対象エレメント

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

< 山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

表 P-3.  略語

略語  説明

VC  VirtualCenter

VI  Virtual Infrastracture Client

サーバ VirtualCenter サーバ

データベース  VirtualCenter データベース

ホスト n VirtualCenter の管理対象ホスト

VM# 管理対象ホスト上の仮想マシン

ユーザー # アクセス権限のあるユーザー

ディスク #  管理対象ホスト用のストレージ ディスク

データストア 管理対象ホスト用のストレージ

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

tmplt  テンプレート
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テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。

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

製品情報　http://www.vmware.com/products/

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

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

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

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

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

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

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

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

サポート サービス
当社のサポート サービスがお客様のビジネス ニーズにどのように対応できるかを、
http://www.vmware.com/support/services の情報をご覧ください。

ヴイエムウェア エデュケーション サービス
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。詳しくはヴイエムウェア Web サイトにある VMware Education Services のページ

（http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

http://www.vmware.com/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
http://www.vmware.com/support/kb
http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
http://www.vmware.com/support/services
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本章では、簡単な例を使用して、リソース管理の基本的概念について紹介します。単
一ホスト環境でのリソース割り当てから、より複雑なマルチホスト環境でのリソース
割り当てまで、以下のように順を追って、リソース割り当てについて説明していきま
す。

ホスト リソース情報の表示（P.16）

仮想マシンのリソース割り当てについて（P.20）

仮想マシンの属性の変更（P.24）

リソース プールの作成とカスタマイズ（P.27）

拡張可能予約について（P.30）

クラスタの作成とカスタマイズ（P.32）

リソース管理のジャンプ
スタート 1
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ホスト リソース情報の表示
この節では、ホストのリソースを調べて、誰がそれらのリソースを使用しているかを
調査する方法について学習します。

ここでは、中小企業のシステム管理者が 2 つの仮想マシン（VM-QA と VM- マーケ
ティング）を ESX Server ホス上にセットアップしたものとします。

図 1-1.  2 つの仮想マシンを持つ単一ホスト

ホストに関する情報を表示する手順

1 Virtual Infrastructure Client（VI クライアント）を起動して、VirtualCenter 管理
サーバ（VirtualCenter サーバ）に接続します。

VM-QA

ESX Server

VM-

注意 本章のタスクの多くは、ESX Server システムに接続した VI クライアント、または
サーバに接続した Virtual Infrastructure Web Access クライアントを使用して実行
することもできます。
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第 1章 リソース管理のジャンプ スタート

  

2 左側の [ インベントリ ] パネルでホストを選択します。[ 概要 ] タブを選択（デ
フォルト）すると、そのホストに関する以下の情報がパネルに表示されます。

 

[ 全般 ] パネル プロセッサ、プロセッサ タイプなどについての情報が表
示されます。

[ コマンド ] パネル 選択したホストに対して実行するコマンドを選択できま
す。

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

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

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

5 最初に、最上部の情報を見てください。[CPU 予約 ] と [ メモリ予約 ]（以前は最
小と呼ばれていた）、予約のうちの使用済みの容量、および使用可能な容量を確
認できます。
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各フィールドには、以下の情報が表示されます。

6 次に、仮想マシンに関する情報を確認します。どの情報に関心があるかに応じ
て、[ メモリ ] ボタンまたは [CPU] ボタンをクリックします。

注意 上の図では、仮想マシンが実行されていないため、CPU やメモリが使用されてい
ません。仮想マシンのパワーをオンにしたあとで、このタブをもう一度表示して
ください。

表 1-1.  

フィールド 説明

CPU 予約 このホストで使用可能な合計 CPU リソース。

使用済みの CPU 予約 実行中の仮想マシンによって予約されている、このホスト
の合計 CPU リソース。
注：  パワーがオンになっていない仮想マシンは、CPU リ
ソースを消費しません。パワーがオンになっている仮想マ
シンの場合、各仮想マシンの予約設定に応じて、システム
が CPU リソースを予約します。

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

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

メモリ予約 このホストで使用可能な合計メモリ リソース。

使用済みのメモリ予約 実行中の仮想マシンと仮想化オーバーヘッドによって予約
されている、このホストの合計メモリ リソース。
注：  パワーがオンになっていない仮想マシンは、メモリ リ
ソースを消費しません。パワーがオンになっている仮想マ
シンの場合、各仮想マシンの予約設定とオーバーヘッドに
応じて、システムがメモリ リソースを予約します。

未予約メモリ 現在予約されていない、このホストの合計メモリ リソー
ス。説明については、「未予約 CPU（P.19）」を参照してく
ださい。
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仮想マシンのリソース割り当てについて
仮想マシンを作成する場合、その仮想マシンのメモリ サイズを [ 新規仮想マシン ] 
ウィザードで入力する必要があります。このメモリ容量は、物理マシンに装備するメ
モリ容量と同じです。

表 1-2.  

フィールド 説明

名前 仮想マシンの名前。

予約 - MHz/MB この仮想マシン用に予約指定された CPU またはメモリの量。
デフォルトでは、予約は指定されず、0 が表示されます。「予約

（P.23）」を参照してください。

リミット この仮想マシン用に上限として指定された CPU またはメモリの
量。
デフォルトでは、リミットは指定されず、[ 制限なし ] が表示さ
れます。「リミット（P.24）」を参照してください。

シェア この仮想マシン用に指定されたシェア。各仮想マシンには、予
約およびリミットによって制限されるリソースが、指定した
シェアに応じて割り当てられます。他の仮想マシンの 2 倍の
シェアを持つ仮想マシンには、2 倍のリソースが割り当てられ
ます。
シェアのデフォルトは [ 標準 ] です。詳細については、「シェア

（P.22）」を参照してください。

シェア値 この仮想マシンに割り当てられているシェアの値。「シェア
（P.22）」を参照してください。

シェア % この仮想マシンに割り当てられているシェアの割合。

タイプ リソース プールの場合、[ 拡張可能 ] または [ 固定 ] のいずれか
です。「拡張可能予約について（P.30）」を参照してください。

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

（P.143）」を参照してください。
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選択したオペレーティング システムが複数のプロセッサをサポートする場合は、仮
想プロセッサ（CPU）の数も入力するよう求めてきます。

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

ESX Server ホストが複数の仮想マシンを実行する場合、ESX Server ホストは、物理リ
ソースのシェアを各仮想マシンに公平に割り当てます。デフォルトでは、同じホスト
に関連付けられたすべての仮想マシンが、以下のものを受け取ります。

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

仮想メモリ サイズの 1MB ごとに均等なシェア。つまり、8GB の仮想マシンには、
1GB の仮想マシンの 8 倍のメモリが割り当てられます。
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ホスト リソースの予約
状況によっては、仮想マシンの特定のメモリ容量が ESX Server マシンの物理メモリか
ら直接供給されていることをシステム管理者が知りたい場合があります。同様に、シ
ステム管理者は、特定の仮想マシンが常に他の仮想マシンよりも高い割合の物理リ
ソースを受け取ることを保証したい場合があります。

以下の節で説明する各仮想マシンの属性を使用すると、ホストの物理リソースを予約
できます。

仮想マシンの属性 : シェア、予約、リミット
仮想マシンごとに、シェア、予約（最小）、およびリミット（最大）を指定できます。
本節では、これらの属性を指定する意味について説明します。

シェア
シェアは、仮想マシンの相対的な優先順位または重要性を指定します。ある仮想マシ
ンのリソースのシェアが別の仮想マシンの 2 倍である場合、その仮想マシンは、別
の仮想マシンの 2 倍のリソースを消費することができます。シェアは、一般に [ 高 ]、
[ 標準 ]、または [ 低 ] として指定されます。[ 高 ]、[ 標準 ]、[ 低 ] により、4:2:1 の割
合でシェアの値が指定されます。特定のシェア（比重を表す）を各仮想マシンに割り
当てる場合は、[ カスタム ] を選択することもできます。

シェアの指定が意味を持つのは、兄弟の仮想マシンまたはリソース プール（つまり、
リソース プール階層内で親が同じである仮想マシンまたはリソース プール）に関し
てだけです。兄弟は、予約およびリミットによって制限される、相対的なシェア値に
応じてリソースを共有します。階層と兄弟の概念の説明については、「リソース プー
ルについて（P.46）」を参照してください。

仮想マシンにシェアを割り当てる場合、その仮想マシンの相対的な優先順位を常に指
定します。これは、パイを切り分けるようなものです。自分が 1 ピースのパイを
取って、妹が 2 ピースのパイを取ると考えてください。実際に各自が手にするパイ
の分量は、パイの大きさと、パイの合計ピース数に完全に依存します。

デフォルトでは、[ 高 ]、[ 標準 ]、[ 低 ] を選択できます。[ 高 ] は [ 標準 ] の 2 倍の
シェアを意味し、[ 標準 ] は [ 低 ] の 2 倍のシェアを意味します。

注意 多くの場合、効果的なのはデフォルト設定を使用することです。カスタム リソース
割り当ての最適な使用法については、「第 10 章 ベスト プラクティス（P.155）」を参
照してください。
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シェア値のデフォルトは、以下のとおりです。

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

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

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

カスタム シェア値を指定することもできます。

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

各シェアによって表されるリソースの量は、新しい仮想マシンのパワーがオンになる
と変化します。これは、すべての仮想マシンに影響します。以下に例を示します。

2 つの仮想マシンが 8GHz のホスト上で実行されます。両方とも、[ 標準 ] に設定さ
れていて、それぞれ 4GHz を獲得します。

第 3 の仮想マシンのパワーがオンになります。その仮想マシンは [ 高 ] に設定され
ていて、これは、その仮想マシンが、[ 標準 ] に設定されているマシンの 2 倍の
シェアを持つことを意味します。この新しい仮想マシンは 4GHz を受け取り、他
の 2 つのマシンはそれぞれ 2GHz だけを獲得します。

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

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

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

注意 複数の仮想 CPU を持つ仮想マシンを、SMP（対称型マルチプロセス）仮想マシンと
呼びます。
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リミット
リミットは、仮想マシン用の CPU またはメモリの上限を指定します。サーバは、予
約より多くを仮想マシンに割り当てることができますが、リミットを超える割り当て
は行いません。リミットは、具体的な単位（MHz または MB）で表現されます。

CPU とメモリのリミットは、デフォルトでは制限なしです。この場合、仮想マシン
の作成時にその仮想マシンに割り当てるメモリ容量が、その仮想マシンのメモリにな
ります。

ほとんどの場合、リミットを指定する必要はありません。リミットには、利点と欠点
があります。

利点　リミットを割り当てると役に立つことがあるのは、少数の仮想マシンから
始めて、ユーザーの期待を管理したい場合です。仮想マシンを追加するごとに、
性能がいくらか低下していきます。リミットを指定することによって、使用可能
なリソースが少なくなっていくことをシミュレートできます。

欠点　リミットを指定すると、アイドル リソースが無駄になることがあります。
システムが使用される度合いが小さく、アイドル リソースが使用可能な場合で
も、システムは、リミット以上のリソースを仮想マシンが使用することを許可し
ません。したがって、リミットは、十分な理由がある場合にだけ指定する必要が
あります。

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

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

仮想マシンの属性の変更
本章の前の部分で、ホストと仮想マシン、およびそれらのリソース割り当てを確認し
ました。仮想マシンのシェア、予約、リミットは、指定しませんでした。この例で
は、以下のことを仮定します。

QA 仮想マシンは、多くのメモリを必要とします。したがって、システム メモリ
がオーバーコミットされる場合に、VM-QA がマーケティング仮想マシンの 2 倍
のメモリと CPU を使用できることを指定したいと考えています。これは、メモ
リのシェアを [ 高 ] に設定することで指定できます。
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保証された一定量のCPUリソースをマーケティング仮想マシンが持つことを保証
したいと考えています。これは、予約設定を使用して保証できます。

仮想マシンのリソース割り当てを編集する手順

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter サーバに接続します。

2 [ インベントリ ] パネルでホストを選択し、[ リソース割り当て ] タブを選択しま
す。

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

4 [CPU リソース ] パネルで、[ シェア ] ドロップダウン メニューから [ 高 ] を選択し
ます。

5 [ メモリ リソース ] パネルでこれらのステップを繰り返して、[OK] をクリックし
ます。

6 マーケティング仮想マシン（VM- マーケティング）を右クリックします。
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7 [ 予約 ] フィールドのスライダーを目的の値に移動して、[OK] をクリックします。

8 終了したら、[OK] をクリックします。

これで、ホストの [ リソース割り当て ] タブを選択して、[CPU] をクリックする
と、VM-QA のシェアが他の仮想マシンのシェアの 2 倍になっていることがわか
ります。

仮想マシンのパワーがオンになっていないので [ 使用済みの予約 ] フィールドは
変化しなかったことに注意してください。

VM-QA の CPU シェアの値
2 倍になっている。
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9 いずれかの仮想マシンのパワーをオンにして、[ 使用済みの CPU 予約 ] フィール
ドと [ 未予約 CPU] フィールドがどのように変化するかを確認してください。

リソース プールの作成とカスタマイズ
企業は、成長すると、より高速かつ良質のシステムを購入でき、異なる部門により多
くのリソースを割り当てることができます。この節では、リソース プールを使用す
ると、どのようにホストのリソースを分割できるかについて学習します。リソース 
プールを VMware クラスタと一緒に使用することもでき、その場合、クラスタ内の
すべてのホストのリソースを 1 つのリソース プールとして管理できます。クラスタ
については、以下の節「クラスタの作成とカスタマイズ（P.32）」で説明します。

リソース プールを作成する場合、以下の属性を指定できます。

予約、リミット、およびシェアは、仮想マシンの場合と同様に機能します。「仮
想マシンの属性の変更（P.24）」を参照してください。

[ 予約タイプ ] 属性を使用すると、ローカルに使用可能なリソースが不足している
場合に親からの使用可能リソースをプールが予約できるように、リソース プー
ルをセットアップできます。「拡張可能予約について（P.30）」を参照してくださ
い。

詳細については、「第 3 章 リソース プールとその管理について（P.45）」を参照して
ください。

前記の例について続けて考えていきます。QA 部門とマーケティング部門のそれぞれ
に 1 つの仮想マシンを割り当てるのではなく、事前定義済みのリソースのかたまり
を各部門に割り当てることにしました。このあと、部門のシステム管理者は、部門の
ニーズに応じて部門用の仮想マシンを作成することができます。

たとえば、6GHz の CPU と 3GB のメモリを提供するホストから開始した場合、
RP-QA 用に [ 高 ] のシェア割り当てを選択し、RP- マーケティング用に [ 標準 ] のシェ
ア割り当てを選択することができます。これにより、概算で、RP-QA 用に 4GHz と
2GB のメモリになり、RP- マーケティング用に 2GHz と 1GB になります。このあと、
これらのリソースをそれぞれのリソース プール内の仮想マシンが使用できます。
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図 1-2.  2 つのリソース プールを持つ ESX Server ホスト

リソース プールを作成およびカスタマイズする手順

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter サーバに接続します。

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

3 表示されるダイアログボックスで、リソース プールの名前を入力します（例 : 
RP-QA）。

4 RP-QA の CPU リソースとメモリ リソースの両方について、[ シェア ] を [ 高 ] に
指定します。

VM-QA 1 VM-QA 2

6GHz 3GB

4GHz 2GB 2GHz 1GBRP-QA

VM-  1 VM-  2 VM-  3

RP-

ESX Server
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5 2 番目のリソース プール RP- マーケティングを作成します。

a CPU とメモリの両方とも、[ シェア ] は [ 標準 ] のままにします。

b CPU とメモリの両方の予約を指定します。

c [OK] をクリックして、終了します。

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

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

リソース プール用に指定できる値の要約を以下に示します。

リソース プール

仮想マシン

リソース プールの予約が
合計から差し引かれている。

表 1-3.  リソース プールの属性

フィールド 説明

CPU シェア
メモリ シェア

このリソース プールのシェアを指定できます。基本的な原理は、「シェ
ア（P.22）」で説明した仮想マシンの場合と同じです。

予約 ホストがこのリソース プール用に予約する CPU またはメモリの量を表示
します。デフォルトは 0 です。
0 以外の予約は、親（ホストまたはリソース プール）の未予約のリソー
スから差し引かれます。リソースは、仮想マシンがリソース プールに関
連付けられているかどうかに関係なく予約済みとみなされます。
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リソース プールを作成したあと、各リソース プールに仮想マシンを追加できます。
ここで、仮想マシンに割り当てるシェアは、リソース プールの合計シェアに対して
相対的なものになります。

拡張可能予約について
拡張可能予約の動作は、例を使用すると最も簡単に理解できます。

以下のシナリオを想定します。

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

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

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

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

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

「拡張可能予約について（P.30）」を参照してください。

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

表 1-3.  リソース プールの属性 ( 続き )

フィールド 説明

注意 仮想マシンをリソース プールに追加したあと、予約済みのリソースと未予約のリ
ソースの情報に関して、リソース プールの [ リソース割り当て ] タブを選択できます。

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

図 1-3.  拡張可能リソース プールを使用した管理コントロール  1

ここで、シナリオが変化します。

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

2 この場合でも、2GHz はローカルに使用可能なので、RP-KID 内の VM-K1 のパ
ワーをオンにすることができます。

3 VM-K2 のパワーをオンにしようとすると、RP-MOM の 5GHz（ローカル仮想マシ
ンによって予約された 3GHz と RP-KID によって予約された 2GHz）がすでに使用
中であることをシステムが検出します。したがって、2 番目の仮想マシンのパ
ワーをオンにすることはできません。

注意 リソース プール内の予約は、仮想マシンによって使用されるべきものであり、余分
な予約としてはカウントしません。

VM-K1 2GHz VM-K2 2GHz

2GHz

6GHz

RP-KID

VM-M1 1GHz

RP-MOM
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図 1-4.  拡張可能リソース プールを使用した管理コントロール  2

クラスタの作成とカスタマイズ
前の節では、単一ホストのリソースを共有する 2 つのリソース プールをセットアッ
プしました。クラスタは、ホストのセットをプールします。DRS が有効な場合、ク
ラスタは、共有リソース プールをサポートし、配置およびクラスタ内の仮想マシン
の動的ロード バランシングを実行します。HA が有効な場合、クラスタはフェイル
オーバーをサポートします。ホストに障害が発生した場合、関連付けられているすべ
ての仮想マシンが、別のホスト上で再起動されます。

この節では、クラスタの作成をステップごとに説明し、基本的なクラスタ機能につい
て説明します。基本的なクラスタのデフォルト動作を主に取り上げます。詳細につい
ては、以下の各章を参照してください。

第 4 章 クラスタについて（P.65）

第 5 章 VMware クラスタの作成（P.91）

第 6 章 VMware DRS の管理（P.103）

第 7 章 VMware HA の管理（P.113）

3 つの物理ホストからなるクラスタがあるとします。各ホストは 3GHz と 1.5GB を提
供し、合計で 9GHz と 4.5GB が使用可能です。クラスタで DRS を有効に設定する場
合、異なる予約またはシェアを持つリソース プールを作成して、同様の割り当て要
件を持つ仮想マシンをグループ化できます。

VM-K1 2GHz VM-K2 2GHz

2GHz

6GHz

RP-KID

VM-M1 1GHz VM-M2 2GHz

RP-MOM

注意 クラスタ機能を使用するには、ライセンスが必要です。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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DRS が有効なクラスタの場合、システムは、仮想マシンのパワーがオンにされる時
点で、仮想マシンを最適な物理ホスト上に配置します（または配置の勧告を行いま
す）。正確な動作は、クラスタの自動化レベルに依存します。

クラスタを作成およびカスタマイズする手順

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter サーバに接続します。

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

3 クラスタ名を入力します。この例では、HA と DRS の両方についてクラスタを有
効にします。

4 DRS については、完全自動化のデフォルトをそのまま使用します。

5 HA については、ホスト障害と管理コントロールのデフォルトをそのまま使用し
ます。

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

DRS、HA、および使用可能な属性の詳細については、「第 5 章 VMware クラスタの作
成（P.91）」を参照してください。

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

HA クラスタの場合、追加するホストの数は、クラスタが許容するホスト障害の数、
およびパワーオンを予定している仮想マシンの数に依存します。HA は、最大 4 つの
同時ホスト障害をサポートできます。以下の各ステップでは、同じ VirtualCenter
サーバによって管理されるクラスタにホストを追加します。

クラスタにホストを追加する手順

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

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

注意 DRS が有効に設定されていないクラスタの場合、すべてのリソース プールが削除さ
れます。
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2 適切なオプションを選択します。最初のオプションを選択すると、クラスタに追
加しようとしているホスト上にあったリソース プール階層が削除され、すべて
のリソースがクラスタによって管理されるようになります。ホスト用にリソース 
プールを作成した場合は、2 番目のオプションを選択することを考慮してくださ
い。

これで、ホストをさらに追加できます。次に、クラスタを選択して、その [ リソース
割り当て ] タブを選択することによって、クラスタのリソース割り当て情報を確認し
てください。

注意 HA が有効に設定してあるクラスタを使用している場合は、指定したフェイルオー
バー キャパシティを満たすのに十分なホストを追加するまで、赤の警告アイコンが
クラスタに付く場合があります。「有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ

（P.82）」を参照してください。
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2

本章では、リソース管理の概念を紹介します。本章の内容は、以下のとおりです。

リソースについて（P.35）

ESX Server のアーキテクチャについて（P.38）

CPU とメモリの仮想化について（P.41）

リソースについて
リソースは、CPU、メモリ、ディスク、およびネットワーク リソースを含みます。
本書では、CPU リソースとメモリ リソースを主に取り上げます。ディスク リソース
とネットワーク リソースについては、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

この節では、以下のトピックについて説明してリソースを紹介します。

リソースの提供者と消費者（P.35）

ESX Server によるリソース管理（P.37）

管理者によるリソースの構成（P.37）

リソースの使用率と性能（P.38）

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

ホストとクラスタは、物理リソースの提供者です。

リソース管理の概念 2
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ホストの場合、使用可能なリソースとは、仮想化ソフトウェアによって使用され
るリソースをホストのハードウェア仕様から差し引いた分です。

クラスタは、ホストのグループです。VMware VirtualCenter を使用してクラスタ
を作成でき、そのあとで複数のホストをそのクラスタに追加できます。
VirtualCenter は、それらのホストのリソースをまとめて管理します。クラスタ
が、すべてのホストの CPU とメモリをすべて所有します。共通のロード バラン
シングとフェイルオーバーについて、クラスタを有効にすることができます。ク
ラスタの概要については、「第 4 章 クラスタについて（P.65）」を参照してくださ
い。

リソース プールは、リソースの柔軟な管理のための論理の抽象的な概念です。リ
ソース プールは階層にグループ化することができます。リソース プールは、リソー
スの提供者と消費者の両方であるとみなすことができます。

リソース プールは、子リソース プールと仮想マシンにリソースを提供します。

リソース プールは親のリソースを消費するので、リソースの消費者でもありま
す。「第 3 章 リソース プールとその管理について（P.45）」を参照してください。

仮想マシンは、リソースの消費者です。作成時に割り当てるデフォルトのリソース設
定は、ほとんどのマシンで十分に機能します。仮想マシンの設定をあとで編集して、
リソース提供者の CPU とメモリの合計、または保証された CPU とメモリの予約に対
するシェア ベースの割合を割り当てることができます。仮想マシンのパワーをオン
にする場合、サーバは、未予約の十分なリソースが使用可能かどうかを検査して、十
分なリソースがある場合にのみパワーをオンにすることを許可します。

図 2-1.  VI クライアント内のクラスタ、リソース プール、および仮想マシン

クラスタ

リソース プール

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

ESX Server ホスト（またはクラスタ）用に使用可能なリソース。

仮想マシンの予約、リミット、またはシェア。仮想マシンのこれらの属性には、
デフォルトの値があり、それらの値は、リソース割り当てをカスタマイズするた
めに変更することができます。「仮想マシンのリソース割り当てについて

（P.20）」を参照してください。

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

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

仮想化の管理に必要なオーバーヘッド。

サーバは、異なるリソースごとに異なる管理をします。

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

サーバは、ネットワーク リソースとディスク リソースをホスト ベースで管理しま
す。VMware Server は、以下のことを行います。

比例的なシェアのメカニズムを使用してディスク リソースを管理します。

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

管理者によるリソースの構成
多くの場合、仮想マシンの作成時にシステムが使用するデフォルト値は、十分に適切
な値です。しかし、状況によっては、システムがより多くの、またはより少ないリ
ソースをそれらの仮想マシンに割り当てるように、仮想マシンをカスタマイズしたほ
うがよい場合があります。

注意 『サーバ構成ガイド』は、ディスク リソースとネットワーク リソースについての最良
の資料です。『SAN 構成ガイド』には、ESX Server を SAN ストレージと一緒に使用す
る場合の背景情報とセットアップ情報が記載されています。
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仮想マシンとリソース プールの属性、および仮想マシンとリソース プールのカスタ
マイズ方法については、本書全体を通じて説明します。概要については、「CPU 管理
についてのシステム管理者の関与（P.40）」と「メモリ管理についてのシステム管理
者の関与（P.41）」を参照してください。

リソースの使用率と性能
リソースの使用率は、性能にとって重要です。Virtual Infrastructure コンポーネントか
ら最高の性能を引き出すには、どのリソースもボトルネックにならないようにしま
す。これについては、「第 10 章 ベスト プラクティス（P.155）」を参照してください。
esxtop 性能測定ツールについては、「付録 B esxtop ユーティリティの使用（P.173）」
を参照してください。

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

以下の図は、ESX Server ホストの主なコンポーネントを示しています。

図 2-2.  ESX Server ホストのコンポーネント

注意 リソース管理の実際的な応用に関心がある場合は、この節をスキップしてかまいませ
ん。

CPU

x86 

VMkernelVMM

OS
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VMkernel
VMkernel は、当社で開発した高性能オペレーティング システムであり、ESX Server
ホスト上で直接実行されます。VMkernel は、以下のものを含む、ハードウェア上の
ほとんどの物理リソースを制御および管理します。

メモリ

物理プロセッサ

ストレージコントローラとネットワーク コントローラ

VMkernel は、CPU、メモリ、およびディスク アクセスのスケジューラを含んでおり、
完全なストレージとネットワークのスタックを持ちます。

VMkernel リソース マネージャ
リソース マネージャは、基礎になるサーバの物理リソースを区分します。比例的な
シェアのメカニズムを使用して、パワーがオンになっている仮想マシンに CPU、メ
モリ、ディスクの各リソースを割り当てます。リソース割り当ての詳細については、

「第 9 章 高度なリソース管理（P.127）」を参照してください。

ユーザーは、仮想マシンごとにシェア、予約、リミットを指定できます。リソース 
マネージャは、CPU とメモリを各仮想マシンに割り当てる場合にその情報を考慮し
ます。詳細については、「ESX Server によるリソース管理（P.37）」を参照してくださ
い。

VMkernel ハードウェア インターフェイス レイヤ
ハードウェア インターフェイスは、ESX Server（および仮想マシン）のユーザーに対
してハードウェアの違いを隠します。ハードウェア固有のサービス提供を可能にし、
以下のものを含みます。

デバイス ドライバ

仮想マシン ファイル システム（VMFS）　分散ファイル システム。仮想マシンの
ディスク ファイルやスワップ ファイルなどの非常に大きいファイル用に最適化
されています。

仮想マシン モニタ
仮想マシン モニタ（VMM）は、CPU の仮想化を受け持ちます。仮想マシンの実行が
開始されると、制御が VMM に移り、VMM が仮想マシンからの命令の実行を開始し
ます。VMM への制御の移行には、VMM がハードウェア上で直接実行されるように、
システム状態の設定が伴います。

注意 デバイス ドライバと VMFS については、『サーバ構成ガイド』に説明があります。
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サービス コンソール
サービス コンソールは、Red Hat Enterprise Linux 3 Update 6（RHEL 3 U6）に基づいた
Linux の制限付き配布です。サービス コンソールは、ESX Server システムを監視およ
び管理する実行環境を提供します。

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

CPU 割り当ては以下の方法で指定できます。

VI クライアントを通じて使用可能な属性と特殊な機能を使用します。VI クライア
ントのグラフィカル ユーザー インターフェイスにより、ESX Server ホストまた
は VirtualCenter サーバに接続できます。概要については、「第 1 章 リソース管理
のジャンプスタート（P.15）」を参照してください。

特定の状況下で高度な設定を使用します。「第 9 章 高度なリソース管理（P.127）」
を参照してください。

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

「ハイパースレッディング（P.132）」の説明に従って、ハイパースレッディング
を使用します。

特定のホストについて CPU アフィニティを指定します。「CPU アフィニティを使
用して仮想マシンを特定のプロセッサに割り当てる（P.130）」を参照してくださ
い。

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

注意 ほとんどの場合、システム管理者は、ESX Server システムまたは VirtualCenter サーバ
のどちらかに接続した VI クライアントを使用して、ESX Server システムを監視および
管理します。

注意 CPU アフィニティは、通常は推奨されません。CPU アフィニティとその潜在的
な問題については、「CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロセッ
サに割り当てる（P.130）」を参照してください。
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メモリ管理についてのシステム管理者の関与
現在のメモリ割り当てについての情報とその他の状態情報には、VI クライアントを
通じて、または Virtual Infrastructure SDK を使用して、アクセスできます。

メモリ割り当ては以下の方法で指定できます。

VI クライアントを通じて使用可能な属性と特殊な機能を使用します。VI クライア
ントのグラフィカル ユーザー インターフェイスにより、ESX Server ホストまた
は VirtualCenter サーバに接続できます。概要については、「第 1 章 リソース管理
のジャンプスタート（P.15）」を参照してください。

特定の状況下で高度な設定を使用します。「第 9 章 高度なリソース管理（P.127）」
を参照してください。

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

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

NUMA アーキテクチャを持つサーバについては、「付録 A NUMA システムと ESX 
Server の併用（P.159）」を参照してください。サポートされる NUMA プラット
フォームについては、www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf のホワイト ペーパー
を参照してください。

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

CPU の仮想化の基礎
各仮想マシンは、各 CPU が独自のレジスタと制御構造を持つ専用 CPU または CPU
のセットの上で実行されるように見えます。仮想マシン内のプロセッサには仮想
CPU という用語を使用し、基礎になる x86 ベースの物理プロセッサには物理 CPU と
いう用語を使用しています。ESX Server システムは、最大 4 つの仮想 CPU を持つ仮
想マシンをサポートします。

http://www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf
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物理プロセッサと論理プロセッサに関する情報を表示する手順

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

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

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

注意 ハイパースレッディング システムでは、それぞれのハードウェア スレッドが論
理プロセッサです。ハイパースレッディングが有効なデュアルコア プロセッサ
は、2 つのコアと 4 つの論理プロセッサを持ちます。
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ホストのメモリがどう使用されているかについての情報を表示する手順

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

2 これで、合計メモリ、サービス コンソールに割り当てられたメモリ、および仮
想マシンが使用できるメモリについての情報を参照できます。

次のセクションでは、メモリの仮想化に関する以下のトピックについて説明します。

仮想マシンのメモリ（P.43）

メモリのオーバーコミット（P.44）

メモリの共有（P.44）

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

[ 構成されたサイズ ]　仮想マシンの動的メモリ割り当ては、指定されたシェアに
基づき、仮想マシンの予約とリミットによって制限されます。

[ シェア ]　予約以上のものが使用可能な場合、仮想マシンの相対的な優先順位を
指定します。「シェア（P.22）」を参照してください。

[ 予約 ]　メモリがオーバーコミットされる場合でも、ホストが仮想マシン用に予
約するメモリ容量の、保証された下限です。予約は、過大なページングなしに効
率的に動作するのに十分なメモリを仮想マシンが持つことが保証されるレベルに
設定する必要があります。
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[ リミット ]　ホストが仮想マシン用に使用可能にするメモリの上限です。

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

メモリのオーバーコミット
システムは、実行中の仮想マシンごとに、仮想マシンの予約（予約がある場合）と仮
想マシンの仮想化オーバーヘッドの両方のための物理メモリを予約します。ただし、
ESX Server ホストが使用するメモリ管理手法のために、仮想マシンは、物理マシン

（ホスト）が持つ使用可能なメモリよりも多くのメモリを使用できます。たとえば、
2GB のメモリを持つホストがある場合に、それぞれ 1GB のメモリを持つ 4 つの仮想
マシンを実行することができます。この場合、メモリがオーバーコミットされます。

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

メモリの使用率を向上させるために、ESX Server ホストは、アイドル状態の仮想マシ
ンから、より多くのメモリを必要とする仮想マシンにメモリを自動的に移動します。
[ 予約 ] または [ シェア ] のパラメータを使用すると、重要な仮想マシンに優先的にメ
モリを割り当てることができます。このメモリは、使用されていない場合は、他の仮
想マシンが使用できます。「仮想マシンのリソース割り当てについて（P.20）」を参照
してください。

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

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

メモリの共有によって節約されるメモリの容量は、作業負荷の特性に依存します。ほ
とんど同一な多数の仮想マシンの作業負荷では、30 パーセントを超えるメモリが解
放される場合がある一方、より多様な作業負荷では、メモリの 5 パーセント未満し
か節約されないことがあります。



VMware, Inc. 45  

3

本章では、リソース プールについて紹介し、Virtual Infrastructure によってどのよう
にリソース プールを表示および管理できるかについて説明します。本章の内容は、
以下のとおりです。

概要（P.46）

リソース プールの管理コントロール（P.50）

リソース プールの作成（P.51）

リソース プール情報の表示（P.54）

リソース プールの属性の変更（P.58）

リソース プールの性能の監視（P.58）

リソース プールへの仮想マシンの追加（P.59）

リソース プールからの仮想マシンの削除（P.61）

リソース プールとクラスタ（P.61）

リソース プールとその管理に
ついて 3

注意 すべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているものと仮定し
て説明しています。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参照して
ください。
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概要
この節では、リソース プールについて紹介します。内容は、以下のとおりです。

リソース プールについて（P.46）

リソース プールを使用する理由（P.47）

ホスト リソース プールとクラスタ リソース プール（P.49）

リソース プールについて
リソース プールを使用すると、使用可能な CPU リソースとメモリ リソースを階層的
にパーティショニングすることができます。

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

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

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

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

注意 VMware DRS は、仮想マシン間でリソースのバランスを取るのに役立ちます。こ
れについては、「VMware DRS について（P.69）」に説明があります。
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図 3-1.  リソース プール階層での親、子、および兄弟

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

各リソース プールに対し、予約、リミット、シェア、予約拡張の可否を指定できま
す。リソース プールのリソースは、その子のリソース プールと仮想マシンからも使
用できます。

リソース プールを使用する理由
リソース プールを使用すると、ホスト（またはクラスタ）のリソース管理を委任す
ることができます。特にリソースプールを使用して、クラスタ内のすべてのリソース
を区分化する場合に利点があります。ホストまたはクラスタの直接の子として複数の
リソースプールを作成し構成してから、これらの制御を他の個人または組織に委任で
きます。リソース プールを使用すると、以下の利点を得られる場合があります。

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

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

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

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

親リソース プール

兄弟ルート リソース
プール

子リソース プール

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

この隔離により、管理者は、総合的な計算能力についてより深く考えることがで
きるようになり、個々のホストについて考える必要が少なくなります。

多層サービスを実行する仮想マシンのセットの管理　各仮想マシンに対してリ
ソースを設定する必要がありません。代わりに、それらの仮想マシンを含むリ
ソース プールに対する設定を変更することで、仮想マシンのセットに対するリ
ソースの全体的な割り当てを制御することができます。

たとえば、ホストに多数の仮想マシンがあるとします。3 つの仮想マシンはマーケ
ティング部門で使用されていて、2 つは QA 部門で使用されています。QA 部門のほ
うが CPU とメモリを多く必要とするので、管理者は、グループごとに 1 つのリソー
ス プールを作成し、QA 部門のプールについては [CPU シェア ] を [ 高 ] に設定し、
マーケティング部門のプールについては [ 標準 ] に設定して、自動化されたテストを
QA 部門のユーザーが実行できるようにします。CPU とメモリのリソースがより少な
い 2 番目のリソース プールでも、マーケティング スタッフの軽い負荷には十分です。
QA 部門が割り当て分のすべてを使用していない場合、マーケティング部門はいつで
も使用可能リソースを使用することができます。

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

図 3-2.  リソース プールへのリソースの割り当て
VM-QA 1 VM-QA 2

6GHz 3GB

4GHz 2GB 2GHz 1GBRP-QA

VM-  1 VM-  2 VM-  3

RP-

ESX Server



VMware, Inc. 49

第 3章 リソース プールとその管理について

  

ホスト リソース プールとクラスタ リソース プール
スタンドアロン ESX Server ホストまたは DRS クラスタの子リソース プールを作成で
きます（「VMware DRS について（P.69）」を参照してください）。

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

DRS が有効に設定されているクラスタの場合、すべてのホストのリソースは、ク
ラスタに割り当てられます。

リソース プールを持つホストを DRS クラスタに追加する場合、リソース プール
の配置を決定するよう求められます。デフォルトでは、リソース プール階層は
破棄され、仮想マシンと同じレベルでホストが追加されます。ホストのリソース 
プールをクラスタのリソース プール階層に継ぎ足すことを選択でき、最上位レ
ベルのリソース プールの名前を選択できます。「リソース プールとクラスタ

（P.61）」を参照してください。

すべてのリソースが統合されるので、個々のホストのリソースを管理するのでは
なく、クラスタのコンテキストですべてのリソースを管理することになります。
仮想マシンは、事前定義された特性を持つリソース プールに割り当てます。あ
とでホストの追加、削除、またはアップグレードによって容量を変更する場合、
リソース プールに対して行ったリソース割り当ては、変更しなくて済むかもし
れません。

VirtualCenter サーバが使用不能になった場合は、ESX Server ホストに接続した VI
クライアントを使用して変更を行うことができます。ただし、変更した場合、
VirtualCenter サーバが再び使用可能になった時点でクラスタが黄色（オーバーコ
ミット）または赤（無効）になることがあります。「有効なクラスタ、黄色のク
ラスタ、赤のクラスタ（P.82）」を参照してください。クラスタが自動モードの
場合、VirtualCenter サーバが再び使用可能になった時点で、VirtualCenter は、既
知の最後のクラスタ構成を再適用します（加えた変更が取り消されることがあり
ます）。

DRS が有効に設定されていないクラスタにホストを追加する場合、ホストのリ
ソース プール階層は破棄され、リソース プール階層を作成することはできませ
ん。
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リソース プールの管理コントロール
ESX Server ホスト上の仮想マシンのパワーをオンにする場合、ホストは、「管理コン
トロール（P.24）」で説明したとおり、基本的な管理コントロールを最初に実行しま
す。リソース プール内の仮想マシンのパワーをオンにする場合、または子リソース 
プールの作成を試みる場合、システムは、追加の管理コントロールを実行して、リ
ソース プールの制限に違反しないことを保証します。

仮想マシンのパワーをオンにする前に、またはリソース プールを作成する前に、リ
ソース プールの [ リソース割り当て ] タブで [ 未予約 CPU] フィールドと [ 未予約メモ
リ ] フィールドを調べて、十分なリソースが使用可能になっているかどうかを確認で
きます。

図 3-3.  リソース プールの予約情報

未予約の CPU とメモリがどのように計算されるかは、予約タイプに依存します。

予約タイプが [ 固定 ] の場合、システムは、未予約のリソースがリソース プール
に十分にあるかどうかを検査します。ある場合、アクションを実行することがで
きます。ない場合、メッセージが表示され、アクションを実行することはできま
せん。

予約タイプが [ 拡張可能 ] の場合、システムは、要件を満たすのに十分なリソース
がリソース プールにあるかどうかを最初に検査します。

十分なリソースがある場合、アクションが実行されます。

十分なリソースがない場合、（直接の親または祖先の）親リソース プール内
でリソースが使用可能かどうかを管理サーバが検査します。使用可能な場
合、アクションが実行され、親リソース プールのリソースが予約されます。
使用可能なリソースがない場合、メッセージが表示され、アクションは実行
されません。詳細については、「拡張可能予約について（P.30）」を参照して
ください。

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

未予約 予約タイプ
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リソース プールの作成
任意の ESX Server 3.0 ホスト、リソース プール、または DRS クラスタの子リソース 
プールを作成できます。

子リソース プールを作成する場合、リソース プールの属性情報の入力を求めるプロ
ンプトが表示されます。システムは、管理コントロールを使用して、使用できないリ
ソースが割り当てられないようにします。「リソース プールの管理コントロール

（P.50）」を参照してください。

リソース プールの作成手順

1 該当する親を選択し、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 新規リソース プール ] を選択する
か、または [ 概要 ] タブの [ コマンド ] パネルで [ 新規リソース プール ] をクリッ
クします。

2 [ 新規リソース プール ] ダイアログ ボックスに、リソースプールに関する以下の
情報を入力します。

注意 ホストがクラスタに追加されると、そのホストの子リソース プールは作成できなく
なります。DRS が有効に設定されているクラスタの場合は、そのクラスタの子リソー
ス プールを作成できます。

注意 <Ctrl>+<R> を押しても、リソース プールの作成を開始できます。

表 3-1.  [ 新規リソース プール ] のフィールド 

フィールド 説明

名前 新規リソース プールの名前。

CPU リソース

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持する CPU
シェア数。兄弟リソース プールは、予約とリミットによっ
て決定される相対的なシェア値に従ってリソースを共有し
ます。[ 低 ]、[ 標準 ]、[ 高 ] を選択するか、あるいは [ カス
タム ] を選択して数値を指定し、シェア値を割り当てます。

「シェア（P.22）」を参照してください。

予約 このリソース プール用に確保されている CPU の割り当て。
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3 すべての項目を選択したら、[OK] をクリックします。VirtualCenter は、リソース 
プールを作成し、[ インベントリ ] パネルに表示します。

拡張可能予約 管理コントロール中に拡張可能予約が考慮されるかどうか
を表します。
このリソース プール内の仮想マシンのパワーをオンにし
て、仮想マシンの予約の合計がリソース プールの予約より
も大きい場合、このチェック ボックスが選択されている

（デフォルト）と、リソース プールは親または祖先のリ
ソースを使用できます。「拡張可能予約について（P.53）」
を参照してください。

リミット ホストがこのリソース プールで使用できる CPU 容量の上
限。デフォルトは [ 制限なし ] です。リミットを指定する
場合は、[ 制限なし ] チェックボックスの選択を解除し、数
値を入力します。

メモリ リソース

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持するメモ
リ シェア数。兄弟リソース プールは、予約と上限によっ
て決定される相対的なシェアに従ってリソースを共有しま
す。[ 低 ]、[ 標準 ]、[ 高 ] を選択するか、あるいは [ カスタ
ム ] を選択して数値を指定し、シェア値を割り当てます。

「シェア（P.22）」を参照してください。

予約 このリソース プール用に確保されているメモリの割り当
て。

拡張可能予約 管理コントロール中に拡張可能予約が考慮されるかどうか
を表します。
このリソース プール内の仮想マシンのパワーをオンにし
て、仮想マシンの予約の合計がリソース プールの予約より
も大きい場合、このチェック ボックスが選択されている

（デフォルト）と、リソース プールは親または祖先のリ
ソースを使用できます。「拡張可能予約について（P.53）」
を参照してください。

リミット このリソース プールに割り当てるメモリの上限。デフォル
トは [ 制限なし ] です。異なるリミットを指定する場合は、
[ 制限なし ] チェックボックスの選択を解除します。

表 3-1.  [ 新規リソース プール ] のフィールド  ( 続き )

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

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

[ 拡張予約 ] が選択されている場合（デフォルト）、システムは、管理コントロールを
実行する時点で、直接の親のリソース プールといずれかの祖先のリソース プールの
両方を考慮します。祖先には、直接の親、親の親などが含まれます。それぞれの祖先
について、リソースを使用できるのは、祖先のプールが祖先ごとに拡張可能に設定さ
れていて、かつ、リソースを借りることによってより大きくなることを防ぐ [ リミッ
ト ] が設定されていない場合だけです。このオプションを選択しておくと、柔軟性が
高まりますが、同時に保護が弱くなります。子リソース プールの所有者は、予想以
上のリソースを予約することがあります。

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

管理者は、予約を持つ仮想マシンのパワーをユーザーがオンにするであろうことを
知っていますが、各ユーザーがどれだけの量を予約しなければならないかは知りませ
ん。S1 と S2 の予約を拡張可能にすると、管理者は、プール P の共通の予約をより柔
軟に共有および継承することができます。

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

注意 使用可能な CPU とメモリの合計の制限が原因で、選択した値が正当な値でない
場合は、黄色い三角形が表示されます。たとえば、予約が 10GB のリソース プー
ルがあり、予約が 6GB の子リソース プールを作成した場合、2 つ目に作成する
子リソース プールの予約を 6MB にして、[ タイプ ] を [ 固定 ] に設定することは
できません。「リソース プールの管理コントロール（P.50）」を参照してくださ
い。

注意 このオプションを選択しておくのは、子リソース プールの管理者がリソースを不必
要に予約しないことが確実な場合だけにしてください。
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拡張可能予約の不利な点は、厳密な隔離がなくなることです。つまり、S1 は、P の
予約をすべて使い始めることができ、S2 が直接使用できるメモリまたは CPU がなく
なります。

リソース プール情報の表示
VI クライアントでリソース プールを選択すると、そのリソース プールに関する情報
が [ 概要 ] タブに表示されます。以下の節では、「リソース プールの [ 概要 ] タブ

（P.54）」と「リソース プールの [ リソース割り当て ] タブ（P.56）」についての情報の
リストを示します。

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

注意 他のすべてのタブについては、オンライン ヘルプに詳細な説明があります。
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表 3-2.  

セクション 説明

全般 [ 全般 ] パネルには、リソース プールの統計情報が表示されます。
[ 仮想マシンの数 ]　このリソース プール内の仮想マシンの数。子リソー
ス プール内の仮想マシンの数は含みません。
[実行中の仮想マシンの数]　このリソース プール内の実行中の仮想マシ
ンの数。子リソース プール内で実行中の仮想マシンの数は含みません。
[ 子リソース プールの数 ]　直接の子リソース プールの数。階層内のすべ
てのリソース プールは含みませんが、直接の子リソース プールだけを
含みます。

CPU このリソース プールに対して指定された、CPU の [ シェア ]、[ 予約 ]、[ 予
約タイプ ]、および [ リミット ]。現在未予約の CPU の量も表示されます。

コマンド よく使用されるコマンドを呼び出すことができます。
[新規仮想マシン]　このリソース プール内に新しい仮想マシンを作成す
るための [ 新規仮想マシン ] ウィザードを起動します。システムが管理
コントロールをどのように実行するかについては、「リソース プールの
管理コントロール（P.50）」を参照してください。
[新規リソース プール]　[リソース プールの作成] ダイアログ ボックスを
表示します。選択したリソース プールの子リソース プールをこのダイ
アログ ボックスで作成できます。「リソース プールの作成（P.51）」を
参照してください。
[設定の編集]　選択したリソース プールのCPUとメモリの属性を変更で
きます。「リソース プールの属性の変更（P.58）」を参照してください。

リソース 選択したリソース プール内の仮想マシンの [CPU 使用率 ] と [ メモリ使用率 ] 
が表示されます。

メモリ このリソース プールに対して指定された [ シェア ]、[ 予約 ]、[ 予約タイ
プ ]、および [ リミット ] が表示されます。現在未予約のメモリの量も表示
されます。



リソース管理ガイド

56 VMware, Inc.  

リソース プールの [ リソース割り当て ] タブ
リソース プールの [ リソース割り当て ] タブには、以下の表で説明するとおり、現在
予約されていてリソース プール用に使用可能なリソースの詳細情報が表示され、リ
ソースのユーザーのリストが示されます。

図 3-4.  リソース プールの [ リソース割り当て ] タブ

画面の上部には、リソース プール自体についての以下の情報が表示されます。

リソース プール固有の情報の下には、このリソース プールの仮想マシンと子リソー
ス プールのリストがあります。

表 3-3.  [ リソース割り当て ] タブのフィールド

フィールド 説明

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

使用済みの CPU 予約 / 
使用済みのメモリ予約

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

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

CPU 予約タイプ / 
メモリ予約タイプ

[ 拡張可能 ] または [ 固定 ]。「拡張可能予約について（P.53）」
を参照してください。

注意 この表には、このリソース プールの子リソース プールに割り当てられた仮想マシン
のリストは示されません。
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[CPU] タブまたは [ メモリ ] タブをクリックすると、以下の情報を表示できます。

表 3-4.  [ リソース割り当て ] の CPU とメモリの情報

フィールド 説明

名前 リソース プールまたは仮想マシンの名前。

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

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

シェア この仮想マシンまたはリソース プールの、指定されたシェア。デフォルト設
定の 1 つが選択されている場合、[ 高 ]、[ 標準 ]、[ 低 ] のいずれかです。カス
タム設定が選択されている場合は、[ カスタム ] です。

シェア値 この仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられているシェアの値。こ
の値は、シェアの設定（[ 高 ]、[ 標準 ]、[ 低 ]、または [ カスタム ]）に依存
します。「シェア（P.22）」を参照してください。

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

タイプ 予約タイプ。[ 固定 ] または [ 拡張可能 ] のどちらか。「拡張可能予約について
（P.30）」を参照してください。
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リソース プールの属性の変更
リソース プールの変更手順

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルでリソース プールを選択します。

2 [ 概要 ] タブの [ コマンド ] パネルで [ 設定の編集 ] を選択します。

3 選択したリソース プールのすべての属性を [ リソースの編集 ] ダイアログ ボック
スで変更できます。項目については、「リソース プールの作成（P.51）」で説明し
てあります。

リソース プールの性能の監視
リソース プールの性能を監視すると、リソース プールの割り当ての有効性を理解す
るのに役立ちます。

リソース プールの性能の監視手順

1 [ インベントリ ] パネルでリソース プールを選択します。

2 [ 性能 ] タブをクリックします。
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リソース プールの性能についての情報が表示されます。性能チャートをカスタマイ
ズするには、[ チャート オプションの変更 ] をクリックします。性能チャートの詳細
と構成方法については、オンライン ヘルプを参照してください。

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

仮想マシンを作成して、リソース プールに追加する手順

1 ホストを選択してから、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択します（また
は、<Ctrl>+<N> を押します）。

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

選択したリソース プールに仮想マシンが配置されます。

仮想マシンの作成の詳細については、『Virtual Infrastructure Users Guide』を参照して
ください。

既存の仮想マシンをリソース プールに追加する手順

1 インベントリの任意の場所から仮想マシンを選択します。

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

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

仮想マシンを新規リソース プールに移動すると、以下のようになります。

仮想マシンの予約とリミットは変わりません。

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

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

（ある場合）に合わせて変更されます。

仮想マシンがパワーオン状態で、移動先のリソース プールに仮想マシンの予約を確
保するだけの十分な CPU またはメモリがない場合、仮想マシンの移動は管理コント
ロールによって許可されないため、失敗します。エラー ダイアログ ボックスに状況
説明が表示されます。エラー ダイアログ ボックスには、使用可能なリソースと要求
されたリソースの比較が表示されるので、調整することで問題が解決されるかどうか
を判断できます。「リソース プールの管理コントロール（P.50）」を参照してくださ
い。

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

注意 予約済みと未予約の CPU およびメモリは、仮想マシンのパワーがオンの場合に
のみ変更されます。仮想マシンがパワーオフまたはサスペンド状態の場合、その
仮想マシンを移動することはできますが、リソース プール全体で使用可能なリ
ソースは変更されません。
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リソース プールからの仮想マシンの削除
仮想マシンに対する意図に応じて、仮想マシンは、いくつもの方法でリソース プー
ルから削除することができます。

仮想マシンを別のリソース プールに移動します。「既存の仮想マシンをリソース 
プールに追加する手順（P.59）」を参照してください。仮想マシンを移動するだ
けの場合、仮想マシンのパワーをオフにする必要はありません。

仮想マシンをリソース プールから削除すると、リソース プールに関連付けられ
たシェアの総数が減り、残りの各シェアが、より多くのリソースを表すようにな
ります （経済用語で言うと、これはデフレのようなものです。より多くのシェ
アが作成される場合、それはインフレに相当します）。たとえば、シェアを [ 標
準 ] に設定した 3 つの仮想マシンを含み、6GHz を割り当てられたプールがある
とします。仮想マシンが CPU バインドであるとすると、各仮想マシンは、均等
に 2GHz を割り当てられます。仮想マシンの 1 つを別のリソース プールに移動
した場合、残りの 2 つの仮想マシンは、それぞれ均等に 3GHz を割り当てられま
す。

仮想マシンの右ボタン メニューを使用して（または <Delete> キーを押して）、仮
想マシンをインベントリから削除するか、ディスクから削除します。

仮想マシンを完全に削除するには、削除前に仮想マシンのパワーをオフにする必
要があります。詳細については、『Virtual Infrastructure Users Guide』を参照して
ください。

リソース プールとクラスタ
既存のリソース プール階層を持つホストをクラスタに追加した場合に何が起きるか
は、クラスタに依存します。以下の 2 つのオプションがあります。

「DRS が有効に設定されているクラスタ（P.61）」

「DRS が有効に設定されていないクラスタ（P.63）」

DRS が有効に設定されているクラスタ
クラスタで DRS を有効に設定したときに 1 つ以上のホストをそのクラスタに移動す
る場合、ホストのリソース プールに何が起きるかをウィザードで選択できます。

[このホストの仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに配置する]　ホス
トのリソース プール階層を削除して、すべての仮想マシンをクラスタの直接の
子にします。これは、「DRS が有効に設定されていないクラスタ（P.63）」に示す
動作と同じです。



リソース管理ガイド

62 VMware, Inc.  

[ このホストの仮想マシンとリソース プールのための新規リソース プールを作成
する ]　ホストのルート リソース プールに対応するリソース プールを作成しま
す。デフォルトのリソース プールの名前は、[< ホスト名 > から接ぎ木 ] ですが、
別の名前を選択できます。接ぎ木という用語を選択したのは、ちょうど果樹の枝
が台木に接ぎ木されるように、ホストのツリーのブランチがクラスタのツリーの
ブランチに追加されるからです。

図 3-5.  クラスタに接ぎ木されたリソース プール階層

上の例では、クラスタ : クラスタとホスト : ホスト 1 の両方にリソース プールの階層
があります。ホストをクラスタに追加すると、ホストの見えない最上位レベルのリ
ソース プールがクラスタのリソース プール階層に接ぎ木され、デフォルトで [ ホス
ト 1 から接ぎ木 ] という名前になります。

リソース プール階層は、ホストから完全に独立します。あとでクラスタからホスト
を移動する場合、（仮想マシンはホストと一緒に削除されますが）クラスタはリソー
ス プール階層を維持し、ホストはリソース プール階層を失います。「クラスタからの
ホストの削除（P.106）」を参照してください。

注意 この場合、個々の仮想マシンに関連付けられたシェア値を手動で調整しなければ
ならない場合があります。なぜなら、元のホスト階層内のシェアは、ホスト上の
リソース プールに対して相対的なものだからです。

Z W Z W

Y

X

Y

X

RP

1
1

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

注意 クラスタからホストを削除するには、先にホストをメンテナンス モードにする必要
があります。「メンテナンス モード（P.73）」を参照してください。
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DRS が有効に設定されていないクラスタ
クラスタで HA のみ有効に設定した場合（または、HA、DRS 共に有効に設定してい
ない場合）に、1 つ以上のホストをクラスタに移動すると、クラスタがリソースの所
有権を獲得します。ホストと仮想マシンは、クラスタに関連付けられます。リソース 
プール階層は平板化されます。

以下の図では、ホスト 1 とホスト 2 のどちらも、リソース プールと仮想マシンの階
層を持っています。クラスタ C に 2 つのホストが追加されると、リソース プール階
層が平板化され、すべての仮想マシンは、ホストとともにクラスタの直接の子になり
ます。

図 3-6.  平板化されたリソース プール階層

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

本章では、クラスタについて、および DRS と HA の各機能について、以下の各節で
その概念を説明します。

クラスタの概要（P.66）

VMware DRS について（P.69）

VMware HA について（P.74）

HA と DRS の併用（P.82）

有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ（P.82）

クラスタについて 4

注意 説明するすべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているもの
と仮定します。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参照してくだ
さい。
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クラスタの概要
クラスタは、ESX Server ホストと、共有リソースおよび共有管理インターフェイスで
関連付けられた仮想マシンの集まりです。あるクラスタに 1 つのホストを追加する
と、そのホストのリソースはそのクラスタのリソースの一部になります。クラスタを
作成する場合、そのクラスタを DRS と HA のどちらかまたは両方について有効にす
るかどうかを選択できます。

クラスタ内の仮想マシンについて、およびクラスタ内の仮想マシンの構成方法につい
ては、「クラスタの前提条件（P.91）」を参照してください。

VMware DRS
DRS 機能は、すべてのホストとリソース プールの間でのリソース割り当てを改善さ
せます。DRS は、クラスタ内のすべてのホストと仮想マシンに関するリソース使用
量情報を収集し、仮想マシンの配置についての推奨を作成します。これらの推奨は、
自動的に適用できます。構成済みの DRS 自動化レベルに応じて、DRS は以下の推奨
を表示または適用します。

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

ロード バランシング　仮想マシンの自動マイグレーション（VMotion）、または
仮想マシンのマイグレーションに関する推奨の表示によって DRS は実行時に、
クラスタ全体におけるリソース使用率の改善を試みます。図 4-1「VMware DRS」

（P.67）に示す単純な例を考慮してください。

ホスト 1 とホスト 2 の容量が同一であり、すべての仮想マシンが同じ構成と負荷を
持つとします。ただし、ホスト 1 には 6 つの仮想マシンがあるので、ホスト 1 のリ
ソースは使用過剰であるのに対し、ホスト 2 とホスト 3 では、使用可能なリソース
が十分にあります。DRS は、仮想マシンをホスト 1 からホスト 2 とホスト 3 にマイ
グレーションします（またはマイグレーションしようと試みます）。

「VMware DRS について（P.69）」を参照してください。

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

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

クラスタで HA を有効に設定する場合、許容されるホスト障害の数を入力するよう求
められます。ホスト障害の数を 1 に指定した場合、HA は 1 台のホスト障害を許容す
るために必要な容量をクラスタ全体で維持します。したがって、このホスト上で実行
中のすべての仮想マシンは、残りのホスト上で再起動できます。デフォルトでは、仮
想マシンをパワーオンすることはできません。パワーオンした場合、必要なフェイル
オーバー キャパシティを消費することになります（厳密な管理コントロール）。詳細
については、「VMware HA について（P.74）」を参照してください。
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図 4-2.  VMware HA

図 4-2 では、3 つのホストにそれぞれ 3 つの仮想マシンがあり、対応する HA クラス
タは 1 つのホストのフェイルオーバー用に構成されています。ホスト B がダウンし
た場合、HA は仮想マシンをホスト B からホスト A とホスト C にマイグレーションし
ます。

クラスタと VirtualCenter 障害
「第 5 章 VMware クラスタの作成（P.91）」の説明どおり、クラスタの作成と管理には
VirtualCenter を使用します。

VirtualCenter サーバは、システム内の各ホストにエージェントを配置します。
VirtualCenter ホストがダウンした場合、HA と DRS の機能は以下のように変化しま
す。

HA　HA クラスタは、VirtualCenter サーバがダウンしても動作を続行し、フェイ
ルオーバーの場合は他のホスト上で仮想マシンを再起動できます。ただし、仮想
マシン固有のクラスタ プロパティについての情報（優先順位や隔離時の対応な
ど）は、VirtualCenter サーバがダウンする前のクラスタの状態に基づきます。
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DRS　DRS クラスタ内のホストは、使用可能なリソースを使用して動作を続行し
ます。ただし、リソース最適化についての推奨は行われません。

VirtualCenter サーバが使用不能な間に、ESX Server ホストに接続した VI クライアント
を使用してホストまたは仮想マシンに変更を加えた場合、それらの変更は有効になり
ます。VirtualCenter が再び使用可能になると、クラスタ要件がすでに満たされていな
いためにクラスタが赤または黄色で表示されることがあります。「有効なクラスタ、
黄色のクラスタ、赤のクラスタ（P.82）」を参照してください。

VMware DRS について
クラスタで DRS を有効に設定した場合、VirtualCenter は、そのクラスタ内のすべて
のホストと仮想マシンのための CPU リソースとメモリ リソースの配分を継続的に監
視します。DRS は、これらのメトリクスを、クラスタ内のリソース プールと仮想マ
シンの属性に与えるべき理想的なリソース使用率、および現在の負荷と比較します。

ある DRS クラスタに 1 つのホストを追加すると、そのホストのリソースがそのクラ
スタに関連付けられます。システムは、既存の任意の仮想マシンとリソース プール
をクラスタのルート リソース プールと関連付けるか、リソース プール階層を接ぎ木
するかを指定するよう求めてきます。「リソース プールとクラスタ（P.61）」を参照し
てください。そのあと、VirtualCenter は以下のアクションを実行できます。

図 4-3 のように、パワーオン時に仮想マシンを適切なホストに割り当てます（「初
期配置（P.70）」）。

図 4-3.  DRS の初期配置の推奨

注意 DRS は、指定された構成設定と現在の負荷の両方を常に評価します。
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以下の画面のように、ロード バランシングを向上させるために仮想マシンを別
のホストにマイグレーションします（「仮想マシンのマイグレーション

（P.70）」）。

図 4-4.  DRS のロード バランシングの推奨

初期配置
仮想マシンのパワーをオンにすると、VirtualCenter は、その仮想マシンをサポートす
る十分なリソースがクラスタにあることを最初に検査します。

次に、VirtualCenter は、仮想マシンを実行できるホストを見つける必要があります。

クラスタが手動の場合、VirtualCenter は、推奨されるホストのリストを、適して
いるホストほどリストの上位に置いて表示します。いずれかのホストを選択でき
ます。

クラスタが一部自動または自動の場合、VirtualCenter は、適切なホストに仮想マ
シンを配置します。

仮想マシンのマイグレーション
DRS が有効に設定されているクラスタが不均衡になった場合、DRS は、自動化レベ
ルに応じて推奨を行うか、仮想マシンをマイグレーションします。

クラスタが手動または一部自動の場合、VirtualCenter は、リソースのバランスを
とるための自動的なアクションを実行しません。代わりに、マイグレーションの
推奨が使用可能であることが [ 概要 ] タブに表示され、クラスタ内で最も効率的
にリソースを使用できる変更の推奨が [ マイグレーション ] タブに表示されます。

クラスタが完全自動の場合、VirtualCenter は、クラスタに加わる仮想マシンを適
切なホストに配置し、実行中の仮想マシンを必要に応じてホスト間でマイグレー
ションして、クラスタ リソースの効率的な使用を保証します。VirtualCenter は、
VI クライアントの [ マイグレーション ] タブにマイグレーションの履歴を表示し
ます。
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デフォルトでは、自動化レベルはクラスタ全体に対して指定されます。個々の仮想マ
シンについてカスタム自動化レベルを指定することもできます。「仮想マシンの DRS
のカスタマイズ（P.122）」を参照してください。

マイグレーションしきい値
マイグレーションしきい値を使用すると、クラスタが完全自動化モードになっている
場合にどの推奨を自動的に適用するかを指定できます。スライダーを移動して、5 つ
のレベルのいずれかを使用できます。レベル 5 が最も積極的で、レベル 1 が最小限
のマイグレーションになります。

図 4-5.  マイグレーションしきい値の選択

レベル 1　5 つ星の推奨のみを適用します。アフィニティルールやホストのメン
テナンスなどの制約を満たすために従う必要のある推奨を適用します（「メンテ
ナンス モード（P.73）」を参照）。

レベル 2　4 つ星以上の推奨を適用します。レベル 1、およびクラスタの負荷分散
を大幅に向上する推奨が含まれます。

レベル 3　3 つ星以上の推奨を適用します。レベル 1 と 2、およびクラスタの負荷
分散を適切に向上する推奨が含まれます。

レベル 4　2 つ星以上の推奨を適用します。レベル 1 ～ 3、およびクラスタの負荷
分散をある程度向上する推奨が含まれます。

レベル 5　すべての推奨を適用します。レベル 1 ～ 4、およびクラスタの負荷分散
を少しは向上する推奨が含まれます。

注意 自動マイグレーション設定であっても、必要に応じてユーザーが個々の仮想マシ
ンを明示的にマイグレーションできますが、VirtualCenter は、クラスタ リソース
を最適化するためにそれらの仮想マシンを他のホストに移動する場合がありま
す。
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マイグレーションの推奨
手動または一部自動モードでクラスタを作成する場合、VirtualCenter は [ マイグレー
ション ] タブにマイグレーションの推奨を表示します。

システムは、クラスタのリソースのバランスを適切にとるのに必要な多くの推奨を提
供します。各推奨には、優先順位、移動される仮想マシン、現在の（ソース）ホスト
とターゲット ホスト、CPU 負荷とメモリ負荷、および推奨の理由が含まれます。理
由は以下のいずれかです。

平均 CPU 負荷分散。

平均メモリ負荷分散。

アフィニティ ルールに従う。「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参照
してください。

非アフィニティ ルールに従う。「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参
照してください。

ホストがメンテナンス モードに入る。「メンテナンス モード（P.73）」を参照し
てください。

DRS クラスタ、リソース プール、および ESX Server
クラスタで DRS を有効に設定した場合、すべてのホストのリソースは、クラスタに
割り当てられます。

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

ESX Server ホストに接続した VI クライアントを使用して個々のホストを表示すると、
基礎になるリソース プールの階層が表示されます。DRS は、可能なかぎり最もバラ
ンスのとれたリソース プール階層を実装するので、個々の ESX Server ホスト上に示
される階層を修正するべきではありません。修正すると、自動モードの場合は、バラ
ンスを向上させるために DRS によってその変更がただちに取り消されます。一部自
動または手動モードの場合、DRS はマイグレーションの推奨を行います。

注意 VMotion を伴う推奨を一度に複数適用することはできません。推奨は、同時に適用す
る必要があります。
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メンテナンス モード
スタンドアロン ホストおよびクラスタ内のホストは、どちらもメンテナンス モード
をサポートします。メンテナンス モードではホスト上での仮想マシンの操作が制限
され、ホストのシャットダウンに備えて、実行中の仮想マシンをタイミング良く
シャットダウンできます。

メンテナンス モードでは、ホストは仮想マシンをデプロイしたり、パワーオンした
りすることはできません。メンテナンス モードのホスト上で実行中の仮想マシンは、
通常どおり実行し続けます。これらの仮想マシンは、別のホストにマイグレーション
したり、シャットダウンしたりできます。

実行中の仮想マシンがホスト上にそれ以上ない場合、ホストのアイコンが変化してメ
ンテナンス中が含まれ、ホストの [ 概要 ] タブに新しい状態が表示されます。ホスト
がメンテナンス中の場合、仮想マシンのパワーオンなどの操作は実行できず、コマン
ド選択が適切に変化します。

DRS クラスタとメンテナンス モード
DRS クラスタでは、メンテナンス モードに切り替えた場合のクラスタの動作は自動
モードによって決定されます。

完全に自動化されている DRS クラスタでは、メンテナンス モードが有効になると
すぐに実行中の仮想マシンが別のホストに自動的にマイグレーションされます。

一部自動化されている DRS クラスタまたは手動の DRS クラスタでは、実行中の仮
想マシンのマイグレーションが推奨され、推奨タイプのホスト メンテナンスも
推奨リストに表示されます。

注意 適切なホストがない場合、DRS によって [ タスク & イベント ] タブに情報が表示
されます。
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VMware HA について
HA クラスタの機能により、ESX Server システム上で実行中の仮想マシンは、ホスト
障害から自動的に復旧できます。ホストがダウンすると、関連付けられているすべて
の仮想マシンが、システム内のほかのホスト上でただちに再起動されます。この節で
は、VMware HA クラスタと従来のクラスタ ソリューションとの違いについて考察し
てから、HA クラスタの概念について説明します。

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

ハードウェアとソフトウェアの要件

復旧時間

アプリケーション依存性の度合い 

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

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

クラスタリング ソフトウェアを使用して、マシン（または仮想マシンとそのホ
スト）が、互いをミラーリングするようにセットアップされます。一般に、プラ
イマリの仮想マシンがミラーにハートビートを送信します。障害時には、ミラー
がシームレスに引き継ぎます。
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以下の図は、仮想マシン用の従来のクラスタ設定の異なるオプションを示していま
す。

図 4-6.  VMware のクラスタ化設定

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

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

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

HA の使用にはいくつもの利点があります。

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

ハードウェアのコストと設定の削減　従来のクラスタ ソリューションでは、重
複するハードウェアとソフトウェアを適切に接続および構成する必要がありま
す。仮想マシンは、移動可能なアプリケーション用コンテナとして機能し、あち
こちに移動することができます。複数のマシン上の重複する構成を回避すること
ができます。VMware HA を使用する場合は、保証したい数のホストをフェイル
オーバーするのに十分なリソースがなければなりません。ただし、リソース管理
とクラスタ構成は VirtualCenter サーバが受け持ちます。
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アプリケーションの可用性の向上　仮想マシン内で実行されるどのアプリケー
ションも、可用性が向上します。仮想マシンはハードウェア障害から復旧できる
ので、アプリケーション自体がクラスタ化アプリケーションでなくても、ブート 
サイクル中に起動するように設定されているすべてのアプリケーションの可用性
が、余分なコストをかけずに向上します。

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

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

VirtualCenter クライアントを使用する使いやすい構成をサポートします。

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

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

DRS と完全に統合されます。ホストに障害が起き、仮想マシンが他のホスト上で
再起動された場合、DRS は、バランスのとれたリソース割り当てを行うために、
マイグレーションの推奨を提供するか、仮想マシンをマイグレーションすること
ができます。マイグレーションのソース ホストとターゲット ホストのどちらか
または両方に障害が発生した場合、HA はそのフェイルオーバーからの復旧を支
援できます。

フェイルオーバー キャパシティ
クラスタで HA を有効に設定する場合、フェイルオーバー キャパシティを必要とす
るホストの数を [ 新規クラスタ ] ウィザードで入力します。この値は、VI クライアン
トで 
[ 設定されたフェイルオーバー キャパシティ ] として表示されます。HA は、この値
を使用して、クラスタ内の仮想マシンのパワーをオンにするのに十分なリソースがあ
るかどうかを判定します。

フェイルオーバー キャパシティを必要とするホストの数を指定するだけでかまいま
せん。HA は、保守的な概算を使用して、その多くのホストの仮想マシンをフェイル
オーバーするのに必要なリソースを計算し、フェイルオーバー キャパシティをすで
に保証できない場合は、仮想マシンのパワーオンを許可しません。
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クラスタの作成後、そのクラスタにホストを追加できます。DRS が有効に設定され
ていない HA クラスタにホストを追加すると、そのホストからすべてのリソース 
プールがただちに削除され、すべての仮想マシンがクラスタに直接関連付けられま
す。

HA クラスタの計画
HA クラスタを計画する場合、以下のことを考慮します。

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

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

一般に、一定の適切な設定を使用することが強く推奨されます。HA は、最悪の場合
の障害シナリオについて常に計画します。必要なフェイルオーバー キャパシティを
計算する場合、HA は、リソース要件が最も高い仮想マシンを実行する、最大の容量
を持つホストを考慮します。したがって、クラスタ内の仮想マシンまたはホストが著
しく異なる場合、HA が保守的になりすぎることがあります。

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

[ アベイラビティの制約に違反する場合でも、仮想マシンをパワーオンする ] オプ
ションを未選択のままにした場合（厳密な管理コントロール）、VMware HA は、仮想
マシンのパワーオンによって現在のフェイルオーバー レベルが、構成されたフェイ
ルオーバー レベルを超えるときは、仮想マシンのパワーオンを許可しません。
VMware HA は、以下の操作も許可しません。

パワーオフ状態の仮想マシンをパワーオン状態のスナップショットに戻すこと。

仮想マシンをクラスタにマイグレーションすること。

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

注意 DRS が有効に設定されている HA クラスタの場合は、リソース プール階層を維持する
ことを選択できます。「リソース プールとクラスタ（P.61）」を参照してください。
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仮想マシンを再構成して、仮想マシンの CPU 予約またはメモリ予約を拡大するこ
と。

HA を有効にするときに [ 可用性の制約に違反する場合でも、仮想マシンを起動する ] 
オプションを選択した場合は、HA が推奨するよりも多くの仮想マシンのパワーをオ
ンにすることができます。これを許可するようにシステムを構成したので、クラスタ
は赤にはなりません。この場合、障害の起きたホストの数が、構成された値を上回る
と、現在の（使用可能な）フェイルオーバー レベルが、構成されたフェイルオー
バー レベルを下回ることもあります。たとえば、1 つのホスト障害についてクラスタ
を構成して、2 つのホストに障害が起きた場合、クラスタは赤になります。

構成されたフェイルオーバー レベルより下にあるクラスタは、ホスト障害の場合で
も、仮想マシンの優先順位を使用して、どの仮想マシンのパワーを最初にオンにする
かを決定することで、仮想マシンのフェイルオーバーを実行できます。「仮想マシン
の HA のカスタマイズ（P.123）」を参照してください。

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

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

VMotionでの仮想マシンのマイグレーション　VMotionを使用して仮想マシンを
別のホストにマイグレーションしているときにソース ホストまたはターゲット 
ホストがダウンした場合、マイグレーションの段階によっては、仮想マシンが障
害（パワーオフ）状態のままになることがあります。HA は、この障害を処理
し、適切なホスト上でその仮想マシンのパワーをオンにします。

ソース ホストがダウンした場合、HA は、ターゲット ホスト上で仮想マシン
のパワーをオンにします。

ターゲット ホストがダウンした場合、HA は、ソース ホスト上で仮想マシン
のパワーをオンにします。

両方のホストがダウンした場合、HA は、クラスタ内の 3 番目のホスト上で仮
想マシンのパワーをオンにします。

要注意 赤いクラスタを操作することは推奨されません。これを行った場合、指定
したレベルでのフェイルオーバーは保証されません。
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現在のフェイルオーバー キャパシティが、構成されたフェイルオーバー キャパ
シティと一致しない　現在のフェイルオーバー キャパシティが、構成された
フェイルオーバー キャパシティより小さい場合、クラスタは赤になります。こ
れが起きるのは、クラスタが許容するように構成した値よりも多くのホストに障
害が起きたためです。厳密な管理コントロールをオフにすると、許容可能な数以
上の仮想マシンのパワーをオンにしても、クラスタは赤になりません。

赤いクラスタの場合、HA は、優先順位の高いものから先に仮想マシンをフェイ
ルオーバーした後で他の仮想マシンのフェイルオーバーを試みます。このような
状況では、自分の環境において最も重要な特定の仮想マシンに、復旧のための高
い優先順位を与えることを検討します。「仮想マシンの HA のカスタマイズ

（P.123）」を参照してください。

ホスト ネットワークの隔離　HA クラスタ内のホストが、コンソール ネットワー
ク接続を失うことがあります。そのようなホストは、クラスタ内の他のホストと
隔離されます。クラスタ内の他のホストは、そのホストに障害が起きたとみなし
て、そのホストの実行中の仮想マシンのフェイルオーバーを試みます。隔離され
たホスト上で仮想マシンの実行が継続される場合、VMFS ディスク ロックによ
り、その仮想マシンは他の場所でパワーオンされなくなります。同じネットワー
ク アダプタを複数の仮想マシンが共有する場合、それらの仮想マシンはネット
ワークにアクセスできません。その仮想マシンは、別のホスト上で起動するとよ
いでしょう。

デフォルトでは、ホストが隔離されると、仮想マシンは、隔離されたホスト上で
シャット ダウンされます。この動作は仮想マシンごとに変更することができま
す。「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.123）」を参照してください。

プライマリ ホストとセカンダリ ホスト
HA クラスタにホストを追加する場合、そのホストは、同じクラスタ内の最初のプラ
イマリ ホストと通信して、構成を完了する必要があります（ただし、それがクラス
タ内の最初のホストであり、プライマリ ホストになる場合を除きます）。クラスタ内
の最初のホストはプライマリ ホストになり、それ以外のすべてのホストはセカンダ
リ ホストです。プライマリ ホストがダウンするか、削除された場合、HA は、自動的
に他のホストをプライマリ状態に昇格させます。プライマリ ホストは、冗長性の提
供に役立ち、フェイルオーバー アクションを開始するために使用されます。

クラスタ内のどのホストも応答しない状態で、そのクラスタに新しいホストを追加す
る場合、新しいホストがどのプライマリ ホストとも通信できないので、HA 構成は失
敗します。この状況では、応答しないすべてのホストを、新しいホストを追加する前
に切断する必要があります。新しいホストが最初のプライマリ ホストになります。
他のホストが再び使用可能になると、それらのホストの HA サービスが再構成されま
す。
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HA クラスタとメンテナンス モード 
ホストをメンテナンス モードにする場合は、そのホストのシャット ダウンを準備す
るか、そのホストのメンテナンスを準備します。メンテナンス モードのホスト上で
仮想マシンのパワーをオンにすることはできません。したがって、ホスト障害の場
合、HA は、メンテナンス モードのホストには仮想マシンをフェイルオーバーせず、
そのようなホストは、HA が現在のフェイルオーバー レベルを計算する場合に考慮さ
れません。

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

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

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

切断されたホストと応答しないホストでは、違いがあることに注意してください。

切断されたホストは、ユーザーによって明示的に切断されています。ホスト切断
処理のなかで、VirtualCenter は、そのホスト上の HA を無効にします。そのホス
ト上の仮想マシンは、フェイルオーバーされず、VirtualCenter が現在のフェイル
オーバー レベルを計算する場合に考慮されません。
ホストが応答しない場合、VirtualCenter サーバは、すでにそのホストからハート
ビートを受け取りません。たとえば、この原因として、ネットワークの問題、ホ
ストのクラッシュ、または VirtualCenter エージェントのクラッシュなどがあり
ます。

VirtualCenter は、そのようなホストを考慮する場合に保守的な方法を採用しま
す。VirtualCenter は、現在のフェイルオーバー レベルを計算する場合にそれら
のホストを含めませんが、切断されたホスト上で実行中のすべての仮想マシンは
そのホストに障害が起きた場合にフェイルオーバーされると仮定します。応答し
ないホスト上の仮想マシンは、管理コントロール検査に影響を及ぼします。
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HA クラスタとホスト隔離のタイミングの問題
ホスト障害の検出は、ホスト上の HA サービスがクラスタ内の他のホストへハート
ビートを送信しなくなってから 15 秒後に発生します。ホストは、ネットワークから
隔離された場合にハートビートの送信を停止します。その時点で、クラスタ内の他の
ホストは、そのホストを障害ホストとして取り扱い、そのホストは、ネットワークか
ら隔離されたものとして自身を宣言します。

デフォルトでは、隔離されたホストは、その仮想マシンのパワーをオフにします。そ
れらの仮想マシンは、クラスタ内の他のホストに正常にフェイルオーバーできます。
隔離されたホストに SAN アクセスがある場合、そのホストは、仮想マシン ファイル
に対するディスク ロックを維持し、仮想マシンを別のホスト障害にフェイルオー
バーしようと試みます。仮想マシンは、隔離されたホスト上で実行を継続します。
VMFS ディスク ロックにより、仮想マシンのディスク ファイルに対する同時書き込
み処理と、潜在的な破損が防止されます。

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

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

結果的に、ホストが接続を失ってから 12 ～ 14 秒間の範囲内でネットワーク接続が
復旧した場合、仮想マシンはパワーオフにされますが、フェイルオーバーされませ
ん。
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HAと DRS の併用
HA がフェイルオーバーを実行し、異なるホスト上で仮想マシンを再起動する場合、
最優先事項は、すべての仮想マシンの当面の可用性にあります。仮想マシンが再起動
されたあと、それらの仮想マシンがパワーオンされたホストは負荷が大きくなる場合
があるのに対し、他のホストは負荷が比較的軽くなります。HA が CPU とメモリの予
約を使用してフェイルオーバーを決定する一方で、実際の使用量はより大きい場合が
あります。DRS でアフィニティ ルールと非アフィニティ ルールを設定して、仮想マ
シンを分散し、重要なリソースの可用性を高めることもできます。たとえば、非ア
フィニティ ルールを使用すると、重要なアプリケーションを実行する 2 つの仮想マ
シンが同じホスト上で実行されないようにすることができます。

HA と DRS を一緒に使用すると、自動フェイルオーバーがロード バランシングと統
合されます。この統合により、HA が仮想マシンを別のホストに移動したあとの仮想
マシンの再バランシングが高速になることがあります。アフィニティ ルールと非ア
フィニティ ルールを設定すると、複数の仮想マシンを優先的に同じホスト上で起動
したり（アフィニティ）、異なるホスト上で起動したり（非アフィニティ）できます。

「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参照してください。

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

有効なクラスタ
クラスタは、クラスタをオーバーコミットするか、無効にするようなできごとが起き
ないかぎり有効です。

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

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

HA クラスタは、現在のフェイルオーバー キャパシティが、構成されたフェイル
オーバー キャパシティよりも小さい場合、またはクラスタ内のどのプライマリ 
ホストも応答しない場合に、無効になります。「プライマリ ホストとセカンダリ 
ホスト（P.79）」を参照してください。
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DRS クラスタまたは HA クラスタは、仮想マシンのフェイルオーバーの最中に
ユーザーが親リソース プール上で予約を減らした場合に、無効になることがあ
ります。

有効なクラスタには、すべての予約を満たして、実行中のすべての仮想マシンをサ
ポートするのに十分なリソースがあります。加えて、最低 1 つのホストに、各仮想
マシン用の十分なリソースがあります。特に大きい仮想マシン（たとえば、8GB の
予約を持つ仮想マシン）を使用する場合、同じ容量のメモリ（または CPU）を持つ
ホストが最低 1 つ必要です。2 つのホストで要件を満たすのでは、不十分です。

例 1: 有効なクラスタ、タイプ [ 固定 ] のすべてのリソース プール
次の例は、有効なクラスタを表し、そのクラスタの CPU リソースがどのように計算
されるかを示しています。このクラスタの特性は以下のとおりです。

12GHz の合計リソースを持つクラスタ。

それぞれタイプ [ 固定 ] の（つまり、[ 拡張予約 ] が選択されていない）3 つのリ
ソース プール。

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

RP1は、4GHzの予約を使用して作成されました。それぞれ2GHzの2つの仮想マシ
ン（VM1 と VM7）のパワーがオンにされています （[ 使用済みの予約 ]: 4GHz）。
追加の仮想マシンのパワーをオンにするリソースは、残っていません。VM6 は、
パワーオンされていないものとして表示されています。したがって、VM6 は予
約を消費しません。

RP2 は、4GHz の予約を使用して作成されました。1GHz と 2GHz の 2 つの仮想マシ
ンのパワーがオンになっています（[ 使用済みの予約 ]: 3GHz）。1GHz が未予約で
残っています。

RP3 は、3GHz の予約を使用して作成されました（予約）。3GHz を持つ 1 つの仮想
マシンのパワーがオンにされています。追加の仮想マシンのパワーをオンにする
使用可能なリソースは、ありません。
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図 4-7.  有効なクラスタ（固定リソース プール）

例 2: 有効なクラスタ、タイプ [ 拡張可能 ] のいくつかのリソース プール
例 2 は例 1 と同様の設定を使用しますが、RP1 と RP3 は、予約タイプ [ 拡張可能 ] を
使用します。有効なクラスタを以下のように構成できます。

16GHz の合計リソースを持つクラスタ。

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

3 つのリソース プールを統合した予約の合計は、14GHz です（RP1 の 6GHz、RP2
の 3GHz、および RP3 の 5GHz）。14GHz は、最上位レベルのクラスタの [ 使用済
みの予約 ] として表れます。

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

RP2 は、5GHz の予約を使用して作成されました。1GHz と 2GHz の 2 つの仮想マシ
ンのパワーがオンにされています（[ 使用済みの予約 ]: 3GHz）。1GHz が未予約で
残っています。
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RP3 は、4GHz の予約を使用して作成されました。3GHz の 1 つの仮想マシンのパ
ワーがオンにされています。このリソース プールのタイプが [ 拡張可能 ] であっ
ても、親の余分のリソースがすでに RP1 によって使用されているので、追加の
2GB の仮想マシンのパワーをオンにすることはできません。

図 4-8.  有効なクラスタ（拡張可能リソース プール）

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

通常、クラスタは、クラスタの容量が突然減少した場合、たとえば、クラスタ内のホ
ストがダウンした場合に黄色になります。クラスタが黄色にならないようにするため
に、十分な追加リソースをクラスタに残すことを推奨します。

以下の例を考慮してください。

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

合計で 12GHz を予約する 3 つのリソース プール。
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統合した 3 つのリソース プールによって使用される予約の合計は、10GHz
（3+3+4 GHz）です。これは、クラスタ内の [ 使用済みの予約 ] として表れます。

4GHz ホストの 1 つがダウンし、合計リソースが 8GHz に減ります。

同時に、障害の起きたホスト上で実行されていた VM4（1GHz）、VM8（2GHz）、
および VM3（3GHz）は、すでに実行されていません。

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

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

図 4-9.  黄色のクラスタ
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赤のクラスタ
クラスタは、DRS 違反または HA 違反のために赤で表示されることがあります。

クラスタの動作は、この節で説明するように、違反のタイプに依存します。

赤の DRS クラスタ
DRS が有効に設定されているクラスタは、ツリーが内部的に整合性がなく、使用可
能な十分なリソースがツリーにない場合に赤になります。クラスタ内の合計リソース
は、クラスタが黄色か赤かには何の関係もありません。ルート レベルで十分なリ
ソースがあっても、子レベルで不整合がある場合、クラスタは DRS が赤で表示され
ることがあります。たとえば、固定リソース プール内の仮想マシンがリソース プー
ルの予約によって許可されるよりも多くのリソースを使用する場合、DRS クラスタ
は赤になります。

赤の DRS クラスタの問題は、1 つ以上の仮想マシンのパワーをオフにするか、十分
なリソースがあるツリーの一部に仮想マシンを移動するか、あるいは赤い部分のリ
ソース プール設定を編集することによって解決できます。一般に、リソースの追加
が役に立つのは、赤の状態ではなく、黄色の状態になっている場合だけです。

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

図 4-10 の例を考慮してください。
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図 4-10.  赤のクラスタ

上の例では、管理者が VI クライアントを使用して残りのホストに接続し、3GHz と
4GHz の予約を持つ 2 つの仮想マシンのパワーをオンにすると仮定します （ホストに
は、これを行うための十分なリソースがあります）。VirtualCenter サーバは、復旧さ
れると、合計で 5GHz を使用する仮想マシンが実行されているために RP2 の予約が超
過していることを検出します。したがって、問題を解決するまでクラスタは赤になり
ます。

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

フェイルオーバー キャパシティが不十分になることがあるのは、たとえば、非常に
多くの仮想マシンのパワーをオンにしたために、指定された数のホストについてフェ
イルオーバーを保証できる十分なリソースがすでにクラスタにない場合です。
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注意 DRS の問題でクラスタが赤になっても、HA の動作に影響はありません。



VMware, Inc. 89

第 4章 クラスタについて

  

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

HA が有効に設定されているクラスタが赤になった場合、そのクラスタは、指定され
た数のホストについてフェイルオーバーを保証することはすでにできませんが、フェ
イルオーバーの実行は継続します。ホスト障害の場合、HA は、最初に優先順位に
従って 1 つのホストの仮想マシンをフェイルオーバーしてから、優先順位に従って 2
番目のホストの仮想マシンをフェイルオーバーし、以降同様に続行します。「仮想マ
シンの HA のカスタマイズ（P.123）」を参照してください。

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

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

本章では、クラスタの作成手順について説明します。本章の内容は、以下のとおりで
す。

クラスタの前提条件（P.91）

クラスタ作成の概要（P.94）

クラスタの作成（P.95）

クラスタ情報の表示（P.98）

クラスタへの仮想マシンの追加については、「第 8 章 クラスタと仮想マシン
（P.119）」で説明します。

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

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

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

VMware クラスタの作成 5

注意 すべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているものと仮定し
て説明しています。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参照して
ください。
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HA が有効に設定されたクラスタ
HA が有効に設定されたクラスタの場合、クラスタ内のどのホスト上でも仮想マ
シンのパワーをオンにできなければならないので、すべての仮想マシンとそれら
の構成ファイルが共有ストレージ（通常は SAN）になければなりません。つま
り、同じ仮想マシン ネットワークや他のリソースとアクセスできるようにホス
トが構成されていなければなりません。

HA クラスタ内の各ホストは、クラスタ内の他のすべてのホストのホスト名と IP
アドレスを解決できなければなりません。これを達成するために、各ホスト上で
DNS を設定する（推奨）か、/etc/hosts のエントリを手動で記入する（エラー
になりやすく非推奨）ことができます。

VMware HA については、コンソール ネットワーキングの冗長性が強く推奨され
ます（ただし必須ではありません）。ホストのネットワーク接続が失敗した場合、
第 2 の接続が他のホストにハートビートを送信できます。

冗長性を設定するには、2 つの物理ネットワーク アダプタが各ホストに必要で
す。そのあと、2 つのサービス コンソール インターフェイスを使用して、また
は NIC チーミングを使用する単一のインターフェイスを使用して、それらの物
理ネットワーク アダプタを、対応するサービス コンソールに接続します。

VirtualCenter VMotion の要件
VMotion 用に構成するためには、クラスタ内の各ホストが以下の要件を満たしている
必要があります。

共有ストレージ
管理対象ホストが共有ストレージを使用していることが必要です。通常、共有スト
レージは、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）上にあります。SAN の詳細につ
いては、ヴイエムウェアの『SAN 構成ガイド』を参照してください。その他の共有
ストレージについては、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

注意 HA クラスタ内のすべてのホストは、クラスタ内のホストの（ドメイン サフィッ
クスなしの）短いホスト名をクラスタ内の他のいずれかのホストからの適切な IP
アドレスに解決できるように、DNS が構成されていなければなりません。構成
されていない場合、HA 構成タスクが失敗します。
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共有 VMFS ボリューム
共有 VMFS ボリュームを使用するようにすべての管理対象ホストを構成します。

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

共有 VMFS のアクセス モードをパブリックに設定します。

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

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

プロセッサの互換性
ソース ホストと宛先ホストのプロセッサに互換性があることを確認します。

VMotion は、実行中の仮想マシンのアーキテクチャ状態を、基盤となる
VMware ESX Server システム間で転送します。したがって、VMotion の互換性とは、
ソース ホストのプロセッサがサスペンドされた同等の命令を使用して、ターゲット 
ホストのプロセッサが実行をレジュームできなければならないことを意味します。
VMotion によるマイグレーションに必要な互換性を保つためには、プロセッサのク
ロック速度とキャッシュ サイズは異なっていてもかまいませんが、プロセッサが同
じクラスのベンダ（Intel と AMD）製で、同じプロセッサ ファミリでなければなりま
せん。

プロセッサ ベンダは、Xeon MP や AMD Opteron などのプロセッサ ファミリを定義
しています。同じファミリ内の異なるプロセッサ バージョンは、プロセッサのモデ
ル、ステッピング レベル、拡張機能を比較することで区別できます。

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

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

注意 仮想マシン スワップ ファイルも（.vmdk 仮想ディスク ファイルと同様に）、ソース 
ホストと宛先ホストの両方がアクセスできる VMFS 上になければなりません。スワッ
プ ファイルはデフォルトで VMFS 上に配置されますが、管理者は、高度な仮想マシン
構成オプションを使用してファイルの場所をオーバーライドすることができます。
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その他の要件
ESX Server 3.0 の場合、ESX Server ホストの仮想マシン構成ファイルは、VMFS 上に
なければなりません。

現在、VMotion は、raw ディスクまたは取り消し可能ディスク、または
Microsoft Cluster Service（MSCS）を使用してクラスタ化したアプリケーション
のマイグレーションをサポートしていません。

VMotion では、ホスト間にギガビット イーサネット ネットワークが必要になり
ます。

VMotion では、VMotion に対応したすべての管理対象ホスト間に、プライベート
なギガビット イーサネット マイグレーション ネットワークを必要とします。管
理対象ホスト上で VMotion を有効にしたら、管理対象ホストに固有のネット
ワーク ID オブジェクトを設定し、これをプライベートなマイグレーション ネッ
トワークに接続してください。

クラスタ作成の概要
クラスタの作成は、単純なプロセスです。

最初に、システムがクラスタの前提条件を満たしていることを確認します。「ク
ラスタの前提条件（P.91）」を参照してください。

次に、[ 新規クラスタ ] ウィザードを呼び出します。

クラスタ ウィザードの起動手順

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

2 ウィザードのプロンプトと本章の説明に応じてクラスタ設定を選択します。

本章の残りでは、以下の各節でクラスタ ウィザードのページについて説明します。

クラスタ機能の選択（P.95）

自動化レベルの選択（P.96）

高可用性オプションの選択（HA）（P.97）

クラスタ作成の終了（P.97）

注意 当社は、プロセッサ ベンダやハードウェア ベンダとのパートナーシップを通して、
広範なプロセッサ全体で VMotion の互換性を維持できるよう努力しています。最新
の情報については、当社の担当者にお問い合わせください。
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最初のパネルでは、VMware DRS と VMware HA のどちらかまたは両方をサポートす
るクラスタを作成するかどうかを選択します。この選択により、続けて表示される
ページが異なり、ウィザードの左側のパネルに表示されるタスクのリストが暗黙に決
まります。DRS と HA の両方を選択した場合、両方のオプションの構成情報の入力を
求められます。

ホストの追加については、「DRS クラスタへのホストの追加（P.104）」と「HA クラス
タへのホストの追加（P.114）」で説明します。

仮想マシンの追加については、「第 8 章 クラスタと仮想マシン（P.119）」で説明しま
す。

クラスタの作成
この節では、[ 新規クラスタ ] ウィザードの各ページについて説明します。

クラスタ機能の選択（P.95）

自動化レベルの選択（P.96）

高可用性オプションの選択（HA）（P.97）

クラスタ作成の終了（P.97）

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

[ 名前 ]　このフィールドでは、クラスタの名前を指定します。この名前は、VI ク
ライアントの [ インベントリ ] パネルに表示されます。名前を指定してクラスタ
の作成を続行します。

[VMware HA を有効にする ]　このボックスを選択した場合、ソース ホストに障
害が起きると、VirtualCenter が、実行中の仮想マシンを自動的に別のホスト上で
再起動します。「VMware HA について（P.74）」を参照してください。

[VMware DRS を有効にする ]　このボックスを選択した場合、DRS は、初期配置、
およびロード バランシングの推奨、または仮想マシンの自動的な配置とマイグ
レーションを行うときに、負荷分散情報を使用します。「VMware DRS について

（P.69）」を参照してください。

名前を指定し、クラスタ機能の 1 つを選択してから、[ 次へ ] をクリックして続行し
ます。

注意 クラスタを作成した場合、最初はそのクラスタにホストも仮想マシンも含まれていま
せん。
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自動化レベルの選択 
ウィザードの 2 番目のパネルで [VMware DRS を有効にする ] オプションを選択した場
合、[VMware DRS] パネルで自動化のレベルを選択できます。別の選択項目の詳細に
ついては、「VMware DRS について（P.69）」を参照してください。

以下の表は、ウィザードで表示される選択項目の概要を示しています。

注意 選択したクラスタ機能は、あとで変更できます。「第 6 章 VMware DRS の管理
（P.103）」と「第 7 章 VMware HA の管理（P.113）」を参照してください。

注意 クラスタ全体の自動化レベルまたは個々の仮想マシンの自動化レベルは、あとで変更
できます。「DRS の再構成（P.109）」と「仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.122）」
を参照してください。

表 5-1.  

 初期配置 ロード バランシング

[ 手動 ]
推奨されるホストを表示し
ます。

マイグレーションの推奨を表示します。

[ 一部自動化 ] 自動配置。 マイグレーションの推奨を表示します。

[ 完全自動化 ]
自動配置。 マイグレーションの推奨が自動的に実行

されます。
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高可用性オプションの選択（HA） 
HA を有効にした場合、[ 新規クラスタ ] ウィザードで以下のオプションを設定できま
す。詳細については、「VMware HA の操作（P.117）」を参照してください。

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

これで、クラスタの情報を表示したり（「クラスタ情報の表示（P.98）」を参照）、ホ
ストと仮想マシンをクラスタに追加したり（「DRS クラスタへのホストの追加

（P.104）」と「HA クラスタへのホストの追加（P.114）」を参照）できます。

「第 6 章 VMware DRS の管理（P.103）」と「第 7 章 VMware HA の管理（P.113）」の説
明に従ってクラスタのオプションをカスタマイズすることもできます。

表 5-2.  

オプション 説明

ホスト障害 フェイルオーバーを保証するホスト障害の数を指定します。

パワーオン制御 2 つの項目があります。
[ 予備ホスト数の有用性の制約に違反する場合、仮想マシンをパ
ワーオンしない ] は、上で設定したフェイルオーバー キャパシ
ティを使用します。
[有用性の制約に違反する場合でも仮想マシンをパワーオンする ] 
では、指定したホストの数のフェイルオーバーをすでに保証でき
なくても、仮想マシンのパワーをオンにすることができます。

このオプションを選択しなかった場合（デフォルト）、以下の操作も
許可されません。

パワーオフ状態の仮想マシンをパワーオン状態のスナップショッ
トに戻すこと。
仮想マシンをクラスタにマイグレーションすること。
仮想マシンを再構成して、仮想マシンの CPU 予約またはメモリ予
約を拡大すること。
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クラスタ情報の表示
この節では、[ インベントリ ] パネルでクラスタを選択する場合の、特定のいくつか
のページについて説明します。

[ 概要 ] タブ
[ 概要 ] タブには、クラスタの概要情報が表示されます。

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

パネル 説明

全般 クラスタについての情報が含まれます。
[VMware DRS]　[ 有効 ] または [ 無効 ] です。
[VMware HA]　[ 有効 ] または [ 無効 ] です。
[ 合計 CPU リソース ]　クラスタで使用可能な合計 CPU リソース。ホスト
から使用できるすべてのリソースの合計です。
[ 合計メモリ ]　クラスタの合計メモリ。ホストから使用できるすべてのリ
ソースの合計です。
[ ホスト数 ]　クラスタ内のホスト数。ホストを追加または削除すると、こ
の数が変化します。
[ 合計プロセッサ数 ]　すべてのホストのすべてのプロセッサの合計。
[ 仮想マシンの数 ]　クラスタ内またはクラスタの子リソース プール内の
すべての仮想マシンの合計。現在パワーオンされていない仮想マシンを含
みます。
[ 合計マイグレーション数 ]　クラスタの作成後に DRS またはユーザーに
よって実行されたマイグレーションの合計数。

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

VMware HA HA が有効に設定されているクラスタの管理コントロール設定、現在の
フェイルオーバー キャパシティ、および構成されたフェイルオーバー 
キャパシティを表示します。
ホストがクラスタに追加された場合またはクラスタから削除された場合は
常に、または仮想マシンのパワーがオンまたはオフにされた場合、システ
ムが現在のフェイルオーバー キャパシティを更新します。

VMware DRS クラスタの自動化レベル、マイグレーションしきい値、および保留中のマ
イグレーション推奨を表示します。
[ マイグレーション ] タブを選択すると、マイグレーションの推奨が表示
されます。「マイグレーションの推奨（P.72）」を参照してください。
自動化レベルとマイグレーションしきい値は、クラスタの作成時に設定し
ます。「マイグレーションしきい値（P.71）」を参照してください。

DRS リソース
配布

[ 使用率 ] と [ 配信された有効なリソース率 ] の 2 つのリアルタイム ヒスト
グラムを表示します。これらのチャートは、クラスタがどのようにバラン
スを保っているかを表します。「DRS リソース分散チャート（P.100）」を
参照してください。
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DRS リソース分散チャート
2 つの DRS リソース分散チャートでクラスタの稼動状態を評価できます。

上部のチャートは、X 軸にホスト数、Y 軸に使用率を示すヒストグラムです。ク
ラスタが不均衡な場合、異なる使用率レベルに対応する複数のバーが表示されま
す。たとえば、20 パーセントの CPU 使用率のホストと 80 パーセントの CPU 使
用率のホストが、それぞれ青いバーで示されることがあります。自動クラスタで
は、DRS が、負荷の重いホストから 20 パーセントのリソース使用率のホストに
仮想マシンをマイグレーションします。結果は、同様の容量のホストの場合、
40 ～ 50 パーセントの範囲の 1 本の青いバーになります。

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

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

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

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

チャートは、[ 概要 ] タブが表示されるごとに更新され、性能の制限で許容されるか
ぎり定期的に更新されます。

[ マイグレーション ] タブ
[ マイグレーション ] タブには、DRS のマイグレーション推奨の現在のセットが表示
されます。システムは、クラスタ内のリソース使用率を最適化するために推奨を提供
します。VirtualCenter は、クラスタの値セットに基づいて推奨のリストを定期的に更
新します。

デフォルトでは、推奨は優先順位の高い方から低い順にソートされます。リストを
ソートしなおすには、列タイトルをクリックします。
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現在の推奨がない場合、[ マイグレーションの推奨 ] セクションには、[ 現時点ではマ
イグレーションの推奨はありません ] が表示されます。

図 5-1.  マイグレーションの推奨の例

各推奨は、クラスタ内の仮想マシンの全体的な性能を向上させるためのアクションを
表します。マイグレーションの推奨には、いくつかのタイプがあります。

平均 CPU 負荷分散。

平均メモリ負荷分散。

アフィニティ ルールに従う。「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参照
してください。

非アフィニティ ルールに従う。「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参
照してください。

ホストがメンテナンス モードに入る。「メンテナンス モード（P.73）」を参照し
てください。

マイグレーション推奨表には、以下の列内の各項目についての情報が表示されます。

表 5-4.  マイグレーション推奨の情報

列 説明

優先順位 一連の星印による、この推奨の優先順位。5 つ星（最高）は、ホストが
メンテナンス モードに入ることまたはアフィニティ ルール違反による
必須の移動を表します。「マイグレーションの推奨（P.72）」を参照して
ください。

仮想マシン マイグレーションする仮想マシンの名前。

理由 仮想マシンのマイグレーションが推奨される理由。それぞれの推奨は、
上記のとおり、1 つ以上の推奨の理由に関連付けられます。

ソース ホスト 仮想マシンが現在実行されているホスト。

ターゲット ホス
ト

仮想マシンのマイグレーション先ホスト。
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マイグレーションの履歴
[ マイグレーションの推奨 ] のすぐ下の [ マイグレーションの履歴 ] には、一定期間に
わたってこのクラスタに適用された推奨が表示されます。

配信された有効
な CPU

仮想マシンが使用する CPU サイクル。

配信された有効
なメモリ

仮想マシンが使用するアクティブなメモリ。

表 5-4.  マイグレーション推奨の情報 ( 続き )

列 説明
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6

本章では、DRS クラスタにホストを追加する方法、それらのホストの削除方法、お
よび DRS のカスタマイズ方法について説明します。この章の内容は、以下のとおり
です。

概要（P.104）

DRS クラスタへのホストの追加（P.104）

クラスタからのホストの削除（P.106）

DRS のマイグレーション推奨の適用（P.108）

DRS の再構成（P.109）

DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）

仮想マシンの追加、削除、カスタマイズについては、「第 8 章 クラスタと仮想マシン
（P.119）」で説明します。

VMware DRS の管理 6

注意 説明するすべてのタスクについて、ライセンスがあり、それらのタスクを実行する権
限を持っているものと仮定します。権限とその設定方法については、オンライン ヘ
ルプを参照してください。
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概要
クラスタを作成した後、DRS と HA のどちらかまたは両方についてクラスタを有効に
することができます。そのあと、ホストの追加または削除に進むことができ、クラス
タを他の方法でカスタマイズできます。

DRS を以下のようにカスタマイズできます。

クラスタの作成時に自動化レベルとマイグレーションしきい値を指定します。
「自動化レベルの選択（P.96）」を参照してください。

クラスタにホストを追加します。「DRS クラスタへのホストの追加（P.104）」を
参照してください。

「DRS の再構成（P.109）」の説明どおりに、既存のクラスタの自動化レベルまた
はマイグレーションしきい値を変更します。

クラスタ内の個々の仮想マシンのカスタム自動化レベルを設定して、クラスタ全
体の設定をオーバーライドします。たとえば、クラスタの自動化レベルを自動に
設定して、個々のいくつかのマシンのレベルを手動に設定できます。「仮想マシ
ンの DRS のカスタマイズ（P.122）」を参照してください。

アフィニティ ルールを使用して仮想マシンをグループ化します。アフィニティ 
ルールは、選択した仮想マシンを常に同じホストに配置することを指定します。
非アフィニティ ルールは、選択した仮想マシンを常に異なるホストに配置する
ことを指定します。「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参照してくだ
さい。

すべてのクラスタに対して以下のタスクを実行できます。

「クラスタからのホストの削除（P.106）」の説明どおりに、クラスタからホスト
を削除します。

DRS クラスタへのホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在管理されているホスト（管理対象ホスト）と、
そのサーバによって現在管理されていないホストとでは、クラスタにホストを追加す
る場合の手順が異なります。この節では、以下の手順について説明します。

クラスタへの管理対象ホストの追加（P.105）

クラスタへの非管理対象ホストの追加（P.106）

ホストを追加したあと、そのホストに展開されている仮想マシンは、クラスタの一部
になります。DRS は、いくつかの仮想マシンをクラスタ内の他のホストへのマイグ
レーションを推奨する場合があります。
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クラスタへの管理対象ホストの追加
VirtualCenter の [ インベントリ ] パネルには、その VirtualCenter サーバによって管理
されているすべてのクラスタとすべてのホストが表示されます。VirtualCenter サーバ
へのホストの追加については、『Virtual Infrastructure Users Guide』を参照してくださ
い。

クラスタに管理対象ホストを追加する手順

1 インベントリまたはリスト ビューからホストを選択します。

2 ホストをターゲット クラスタ オブジェクトにドラッグします。

3 ホストの仮想マシンとリソース プールをどうするかをウィザードが問い合わせ
てきます。

[ このホストの仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに配置する ] 
を選択した場合、VirtualCenter は、ホストの直接の子（仮想マシンまたはリ
ソース プール）をクラスタの直接の子にして、階層を破棄します。既存の
すべてのリソース プールは削除されます。

[ このホストの仮想マシンとリソース プールのための新規リソース プールを
作成する ] を選択した場合、VirtualCenter は、クラスタの直接の子になる最
上位レベルのリソース プールを作成して、ホストのすべての子をその新規
リソース プールに追加します。この新しい最上位レベルのリソース プール
の名前を指定できます。デフォルトは、[< ホスト名 > から接ぎ木 ] です。

自動マイグレーション機能を利用する場合は、ホストの VMotion ネットワークも設
定する必要があります。

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

注意 あとでクラスタからホストを削除した場合、リソース プール階層はクラスタの一部
のままになります。ホストは、リソース プール階層を失います。この喪失が意味を
持つのは、リソース プールの目標の 1 つが、ホストに依存しないリソース割り当て
をサポートするためです。たとえば、追加の再構成をしなくても、2 つのホストを削
除して、同様の機能を持つ単一のホストでそれらを置き換えることができます。
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クラスタへの非管理対象ホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在クラスタとして管理されていない（したがっ
て、VI クライアントに表示されない）ホストを追加することができます。

クラスタに非管理対象ホストを追加する手順

1 ホストの追加先のクラスタを選択して、右ボタン メニューから [ ホストの追加 ] 
を選択します。

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

3 概要情報を確認して、[ 次へ ] をクリックします。

4 前の「クラスタへの管理対象ホストの追加（P.105）」で説明した仮想マシンとリ
ソース プールの場所についてのプロンプトに答えます。

クラスタからのホストの削除
クラスタからホストを削除する場合、先にホストをメンテナンス モードにする必要
があります。背景情報については、「メンテナンス モード（P.73）」を参照してくださ
い。

ホストをメンテナンス モードにする手順

1 ホストを選択し、右ボタン メニューから [ メンテナンス モードへの切り替え ] を
選択します。

ホストは（[ インベントリ ] パネルに示されるとおり）、すべての仮想マシンのパ
ワーをオフにするまで、またはすべての仮想マシンを別のホストへのマイグレー
ションを行うまで、[ メンテナンス モードになっています ] の状態になります。
メンテナンス モードになっているホスト上で仮想マシンのパワーをオンにした
り、それらのホストへの仮想マシンへのマイグレーションを行なったりすること
はできません。

パワーがオンになっている仮想マシンがない場合、[ インベントリ ] パネルに示
されるとおり、ホストは、メンテナンス モードになっています。
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2 ホストがメンテナンス モードになっている場合、そのホストを別のインベント
リの場所（最上位レベルのデータセンター、または現在のクラスタ以外のクラス
タ）にドラッグできます。

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

3 ホストを移動したあと、以下のことができます。

VirtualCenter サーバからホストを削除できます（右ボタン メニューから [ 削
除 ] を選択します）。

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

ホストを別のクラスタに移動できます。

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

ホスト固有の新規リソース プール階層を作成できます。

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

注意 DRS によるマイグレーションは、仮想マシンが動作しているホストから別のホストへ
のマイグレーションであるため、初めにホストを追加したときと同じ仮想マシンがホ
スト上にあるとは限りません。
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ホストの削除と無効なクラスタ
ホストをクラスタから削除すると、クラスタが使用できるリソースが減ります。

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

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

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

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

DRS のマイグレーション推奨の適用
手動または一部自動モードでクラスタを作成する場合、VirtualCenter は、保留中のマ
イグレーション推奨の数を [ 概要 ] タブに表示し、推奨自体を [ マイグレーション ] タ
ブに表示します。

システムは、クラスタのリソースのバランスを適切に保つために必要な多くの推奨を
提供し、詳細な情報を含めます。「[ マイグレーション ] タブ（P.100）」を参照してく
ださい。

推奨のリストには、DRS が提案するすべてのマイグレーションが示されます。（たと
えば、DRS アフィニティのために）すべて同じ推奨の一部であるマイグレーション
は、リンク アイコンによって示されます。

マイグレーションの推奨を適用する手順

1 推奨を選択し、[ 推奨の適用 ] をクリックします。
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場合により、仮想マシンは、複数の仮想マシンが関与する推奨の一部になります
（たとえば、そのマシンがアフィニティ グループまたは非アフィニティ グループ
の一部である場合）。そのような仮想マシンを選択し、従属仮想マシンが選択の
一部ではない場合、従属仮想マシンをこのマイグレーションセットに含めるかど
うかを警告ダイアログ ボックスが問い合わせてきます。

2 以下のどちらかを選択します。

[ はい ] をクリックして従属仮想マシン（ある場合）を追加し、[OK] をクリッ
クして推奨を適用します。

[ いいえ ] を選択して最初に選択した仮想マシンだけをマイグレーションし、
[OK] をクリックして推奨を適用します。

推奨が適用されると、[ 概要 ] タブで、マイグレーション推奨の数が減り、合計マイ
グレーションの数が増えます。

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

DRS をオフにする手順 

1 クラスタを選択します。

2 右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

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

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

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

注意 クラスタが手動モードの場合、いくつかの推奨を適用することを選択すると、1 つの
変更が（たとえば、ホストのリソースが増える、または減るために）他の推奨に影響
することがあります。

この場合、推奨が更新されたあとでいくつかの推奨が再び表示されることがあります
（デフォルトでは 5 分ごとに更新されます）。推奨を有効にするには、推奨をもう一度
選択します。

要注意 DRS をオンに戻しても、リソース プールは再構築されません。
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DRS を再構成する手順

1 クラスタを選択します。

2 右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

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

4 これで、自動化レベルを設定できます。

自動化レベルを変更するには、いずれかのラジオ ボタンを選択します。「自
動化レベルの選択（P.96）」を参照してください。

[ 完全自動化 ] を選択した場合、[ マイグレーションしきい値 ] のスライダーを
移動してマイグレーションしきい値を変更できます。「マイグレーションし
きい値（P.71）」を参照してください。

DRS アフィニティ ルールの使用 
DRS クラスタの作成後、そのプロパティを変更して、アフィニティを指定するルー
ルを作成できます。これらのルールを使用すると、以下のことを決定できます。

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

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

注意 [ 詳細オプション ] ダイアログ ボックスは、問題の解決時に VMware カスタマー サ
ポートと作業する場合に役に立ちます。それ以外の場合、詳細オプションの設定は推
奨されません。

注意 これらのルールは、個々のホストの CPU アフィニティ ルールとは完全に別のもので
す。CPU アフィニティ ルールについては、「CPU アフィニティを使用して仮想マシン
を特定のプロセッサに割り当てる（P.130）」で説明します。
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DRS ルールを作成する手順

1 クラスタを選択し、右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

2 [ クラスタ設定 ] ダイアログ ボックスで [ ルール ] を選択します。

3 [ 仮想マシンのルール ] ダイアログ ボックスで、あとから検索して編集できるよ
うにルールに名前を付けます。

4  ポップアップ メニューからいずれかのオプションを選択します。

仮想マシンをまとめる

仮想マシンの分離

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

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

既存のルールを編集する手順

1 クラスタを選択し、右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

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

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

4 ダイアログ ボックスで希望する変更を行い、終了したら [OK] をクリックします。
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ルールによる結果の確認
ルールを追加または編集した直後にクラスタがそのルールに違反すると、システムは
動作を続行したまま違反を修正しようとします。

手動および一部自動の DRS クラスタでは、ルールの実行とロード バランシングの両
方に基づいてマイグレーションが勧告されます。ルールを実行する必要はありません
が、対応する勧告はルールが実行されるまで残ります。

ルールの無効化または削除
ルールを無効にしたり、完全に削除したりできます。

ルールを無効にする手順

1 クラスタを選択し、右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

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

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

チェック ボックスを再選択すると、あとでルールをもう一度有効にすることができ
ます。

ルールを削除する手順

1 クラスタを選択し、右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

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

3 削除するルールを選択し、[ 削除 ] をクリックします。

ルールが削除されます。

注意 競合する 2 つのルールがある場合、両方のルールを有効にすることはできません。た
とえば、一方のルールが 2 台の仮想マシンをまとめて配置し、もう一方のルールが同
じ 2 台の仮想マシンを別々に配置する場合、両方のルールを有効にすることはできま
せん。
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本章では、HA クラスタにホストを追加する方法、それらのホストの削除方法、およ
び HA クラスタのカスタマイズ方法について説明します。この章の内容は、以下のと
おりです。

概要（P.113）

HA クラスタへのホストの追加（P.114）

VMware HA の操作（P.117）

仮想マシンの追加、削除、カスタマイズについては、「第 8 章 クラスタと仮想マシン
（P.119）」で説明します。

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

HA は以下のようにカスタマイズできます。

クラスタ作成時に、クラスタのホスト障害の数を選択し、厳密な管理コントロー
ルを実施するかどうかを指定します。「高可用性オプションの選択（HA）

（P.97）」を参照してください。

VMware HA の管理 7

注意 説明するすべてのタスクについて、ライセンスがあり、それらのタスクを実行する権
限を持っているものと仮定します。権限とその設定方法については、オンライン ヘ
ルプを参照してください。
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「HA クラスタへのホストの追加（P.114）」の説明に従って、ホストを追加しま
す。

「VMware HA の操作（P.117）」の説明に従って、既存のクラスタのホスト障害の
数または管理コントロールを変更します。

個々の仮想マシンの優先順位を設定します。HA は、リソースが不十分な場合に、
優先順位の高い、同じホストからの仮想マシンが優先されるように、仮想マシン
の優先順位を使用して再起動の順序を決定します。「仮想マシンの HA のカスタ
マイズ（P.123）」を参照してください。

個々の仮想マシンの隔離時の対応を設定します。デフォルトでは、ホストがネッ
トワークから隔離された場合、すべての仮想マシンのパワーがオフにされます。

「仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.123）」を参照してください。

すべてのクラスタに対して以下のタスクを実行できます。

前の章の「クラスタからのホストの削除（P.106）」の説明に従って、クラスタか
らホストを削除します。

HAクラスタへのホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在管理されているホスト（管理対象ホスト）と、
そのサーバによって現在管理されていないホストとでは、クラスタにホストを追加す
る場合の手順が異なります。この節では、以下の各節で 2 つの手順について説明し
ます。

クラスタへの管理対象ホストの追加（P.114）

クラスタへの非管理対象ホストの追加（P.115）

ホストを追加したあと、そのホストに展開されている仮想マシンは、クラスタの一部
になります。

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

クラスタに管理対象ホストを追加する手順

1 インベントリまたはリスト ビューからホストを選択します。

2 ホストをターゲット クラスタ オブジェクトにドラッグします。

クラスタにホストを追加すると、ホスト上で [HA の構成 ] システム タスクが生成され
ます。このタスクが正常に完了したあと、ホストが HA サービスに含まれます。
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クラスタへの非管理対象ホストの追加
同じ VirtualCenter サーバによって現在クラスタとして管理されていない（したがっ
て、表示されない）ホストを追加することができます。

クラスタに非管理対象ホストを追加する手順

1 ホストの追加先のクラスタを選択して、右ボタン メニューから [ ホストの追加 ] 
を選択します。

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

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

クラスタへのホストの追加の結果
HA クラスタにホストが追加されると、

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

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

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

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

デフォルトでは、追加されたホスト上のすべての仮想マシンは、[ リスタートの
優先順位 ] は [ 中 ]、[ 隔離時の対応 ] は [ シャットダウン ] です。これらのオプ
ションとその構成方法に関する追加情報については「仮想マシンの HA のカスタ
マイズ（P.123）」を参照してください。

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

注意 リソース プール階層が失われます。あとでクラスタからホストを削除した場合、
そのリソース プール階層は使用可能になりません。
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ホストがクラスタから削除された場合（または切断されるか、メンテナンス 
モードに入れられた場合）、HA サービスは構成解除されます。システムによっ
て生成され、完了しなければならない [HA の構成解除 ] システム タスクがホスト
に表示される場合があります。

ホスト上での HA の構成と構成解除
HA クラスタにホストを追加すると、システム タスク [HA の構成 ] が生成されます。
ホストを HA 用に準備完了にする前に、このタスクを正常に完了する必要がありま
す。ホストが構成または構成解除されている間、ホストの状態は黄色であり、保留中
かもしれない操作が [ 概要 ] タブに表示されます。

ホストは以下の場合に HA 用に構成されます。

クラスタの HA を有効にした場合

HA クラスタ内のホストに接続した場合

ホスト上でメンテナンス モードを終了した場合

ホストは以下の場合に HA 用に構成解除されます。

クラスタの HA を無効にした場合

ホストを切断した場合

ホスト上でメンテナンス モードに入った場合

システム タスク [HA の構成解除 ] が生成される場合があります。切断またはメンテナ
ンス モードに入る場合、それぞれのタスクの一部として構成解除が行われ、別個の
システム タスクは生成されません。各ホスト上で HA サービスも監視され、エラー
がある場合、ホストの [ 概要 ] タブにそのことが示されます。ホストは赤で表示され
ます。

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

要注意 ホストを HA クラスタから切断すると、フェイルオーバー処理用に使用可
能なリソースが少なくなります。クラスタのフェイルオーバー キャパシ
ティが、構成されたフェイルオーバー キャパシティ以下の場合に、ホス
トを切断する処理を開始すると、クラスタのフェイルオーバーの警告が出
ます。切断を完了した場合、構成済みのフェイルオーバー レベルをクラ
スタが維持できないことがあります。
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VMware HA の操作
HA の再構成は、HA をオフにすること、または HA のオプションを再構成すること
を意味する場合があります。

HA をオフにする手順

1 クラスタを選択します。

2 右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

3 左側のパネルで [ 全般 ] を選択し、[VMware HA] チェック ボックスの選択を解除
します。

HA を再構成する手順

1 クラスタを選択します。

2 右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

3 [ クラスタ設定 ] ダイアログ ボックスで [VMware HA] を選択します。

4 ホスト フェイルオーバーの数、または管理コントロールの動作を変更します。
「高可用性オプションの選択（HA）（P.97）」を参照してください。
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本章では、仮想マシンを追加、削除、カスタマイズする方法について説明します。こ
の章の内容は、以下のとおりです。

クラスタへの仮想マシンの追加（P.119）

クラスタ内の仮想マシンのパワーオン（P.121）

クラスタからの仮想マシンの削除（P.121）

仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.122） 

仮想マシンの HA のカスタマイズ（P.123） 

クラスタへの仮想マシンの追加
仮想マシンは、以下の 3 つのうちのいずれかの方法でクラスタに追加できます。

作成時の仮想マシンの追加（P.120）

クラスタへの仮想マシンのマイグレーション（P.120）

仮想マシンを持つホストのクラスタへの追加（P.120）

クラスタと仮想マシン 8

注意 すべてのタスクについて、それらのタスクを実行する権限を持っているものと仮定し
て説明しています。権限とその設定方法については、オンライン ヘルプを参照して
ください。
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作成時の仮想マシンの追加 
仮想マシンの作成時に、仮想マシン作成プロセスの一部として仮想マシンをクラスタ
に追加できます。[ 新規仮想マシン ] ウィザードが仮想マシンの場所の入力を求めて
きた場合、スタンドアロン ホストまたはクラスタを選択でき、ホストまたはクラス
タ内のリソース プールを選択できます。

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

クラスタへの仮想マシンのマイグレーション
既存の仮想マシンを、スタンドアロン ホストからクラスタに、またはクラスタから
別のクラスタにマイグレーションできます。仮想マシンの状態は、パワーオンかパ
ワーオフのいずれかです。VirtualCenter を使用して仮想マシンを移動するには、2 つ
の方法があります。

仮想マシン オブジェクトをクラスタ オブジェクトの上にドラッグします。

仮想マシンを右クリックして、[ マイグレート ] を選択します。

DRS クラスタの場合、以下の情報を入力するよう求められます。

場所。クラスタ自体、またはクラスタ内のリソース プールです。

クラスタが手動モードの場合、仮想マシンをパワーオンして実行するホスト。ク
ラスタが完全自動モードまたは一部自動モードの場合は、DRS がホストを選択
します。

仮想マシンを持つホストのクラスタへの追加
クラスタにホストを追加すると、そのホスト上のすべての仮想マシンがクラスタに追
加されます。「DRS クラスタへのホストの追加（P.104）」と「HA クラスタへのホスト
の追加（P.114）」を参照してください。

注意 クラスタ内のリソース プールへ仮想マシンを直接ドラッグできます。この場合、[ マ
イグレーション ] ウィザードが呼び出されますが、リソース プール選択ページは表示
されません。リソース プールがリソースを制御するので、クラスタ内のホストに直
接マイグレーションすることはできません。
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クラスタ内の仮想マシンのパワーオン
クラスタの一部であるホスト上の仮想マシンをパワーオンした場合の VirtualCenter
の動作は、クラスタのタイプに依存します。

DRS 有効
仮想マシンのパワーをオンにして、DRS が有効な場合、VirtualCenter は最初に管理コ
ントロールを実行します。つまり、VirtualCenter は、仮想マシン用の十分なリソース
がクラスタまたはリソース プールにあるかどうかを調べます。次に VirtualCenter は、
仮想マシンのパワーをオンにするための十分なリソースがクラスタ内のホストにある
かどうかを調べます。この場合、2 つのホストを合わせたリソースではなく、単一の
ホストに十分なリソースが必要です。

クラスタに十分なリソースがない場合、または十分なリソースを持つ単一のホストが
ない場合、メッセージが表示されます。それ以外の場合、VirtualCenter は以下のよう
に続行します。

DRS が手動モードの場合、VirtualCenter は、最適なものから適している順に、推
奨されるホストのリストを表示します。ユーザーは、それらのホストのいずれか
を選択できます。

DRS が一部自動モードまたは自動モードの場合、VirtualCenter は、最適なホスト
に仮想マシンを配置します。

HA 有効
仮想マシンのパワーをオンにして、HA が有効な場合、VirtualCenter は HA 管理コン
トロールを実行します。つまり、仮想マシンのパワーをオンにした場合に、指定した
数のホスト フェイルオーバーを可能にする十分なリソースが存在するかどうかを調
べます。

十分なリソースがある場合は、仮想マシンがパワーオンされます。

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

クラスタからの仮想マシンの削除
クラスタからは、以下のように仮想マシンを削除できます。

クラスタからの仮想マシンのマイグレーション（P.122）

仮想マシンを持つホストのクラスタからの削除（P.122）
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クラスタからの仮想マシンのマイグレーション
以下の 2 つの方法のどちらかを使用して、仮想マシンをクラスタからスタンドアロ
ン ホストに、またはクラスタから別のクラスタにマイグレーションできます。

標準的なドラッグアンドドロップの方法を使用します。

仮想マシンの右ボタン メニューまたはVirtualCenterのメニュー バーから [マイグ
レート ] を選択します。

仮想マシンが DRS クラスタのアフィニティ ルール グループのメンバーである場合
（「DRS アフィニティ ルールの使用（P.110）」を参照）、VirtualCenter は、マイグレー
ションの続行を許可する前に警告を表示します。この警告は、従属仮想マシンのマイ
グレーションが自動的には実行されないことを示します。マイグレーションを続行す
るには、警告を了承する必要があります。

仮想マシンを持つホストのクラスタからの削除
仮想マシンを持つホストをクラスタから削除すると、そのホストのすべての仮想マシ
ンも削除されます。ホストを削除できるのは、ホストがメンテナンス モードになっ
ているか、切断されている場合だけです。「クラスタからのホストの削除（P.106）」
を参照してください。

仮想マシンのDRS のカスタマイズ
DRS クラスタ内の個々の仮想マシンの自動モードをカスタマイズして、クラスタの
自動モードを置き換えることができます。これにより、ニーズに合った自動化を精査
することができます。たとえば、完全自動のクラスタ内の特定の仮想マシンに [ 手
動 ] を選択したり、手動クラスタ内の特定の仮想マシンに [ 一部自動化 ] を選択した
りできます。

仮想マシンを [ 無効 ] に設定すると、その仮想マシンは、VirtualCenter によるマイグ
レーションやマイグレーション推奨を受けなくなります。

注意 HA クラスタからホストを削除した場合、フェイルオーバーのための十分なリソース
がすでにクラスタにないために、クラスタが赤で表示されることがあります。DRS ク
ラスタからホストを削除した場合、クラスタは、オーバーコミットされるために黄色
で表示されることがあります。「有効なクラスタ、黄色のクラスタ、赤のクラスタ

（P.82）」を参照してください。
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1 つまたは複数の仮想マシンにカスタム自動モードを設定する手順

1 クラスタを選択し、右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

2 [ クラスタ設定 ] ダイアログ ボックスで、左の列の [ 仮想マシンのオプション ] を
選択します。

3 個々の仮想マシンを選択するか、<Shift> または <Ctrl> キーを使用して複数の仮
想マシンを選択します。

4 使用する自動化モードを右ボタン メニューから選択し、[OK] をクリックします。

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

[リスタートの優先順位]　ホスト障害時に仮想マシンを再起動する順序を決定し
ます。リスタートの優先順位は常に考慮されますが、以下の場合には特に重要に
なります。

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

厳密な管理コントロールを解除して、サポート対象としてセットアップされ
ている HA より多くの仮想マシンを起動した場合。
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[ 隔離時の対応 ]　HA クラスタ内のホストがコンソール ネットワーク接続を切断
されても起動し続けている場合に実行される動作を決定します。クラスタ内の他
のホストは、すでにこのホストからハートビートを受け取らず、このホストが動
作していないことを宣言し、このホストの仮想マシンの再起動を試みます。ディ
スク ロックにより、仮想マシンの 2 つのインスタンスを 2 つの異なるホスト上
で実行することが防止されます。デフォルトでは、ホストが隔離された場合、別
のホスト上で仮想マシンを再起動できるように、隔離されたホスト上の仮想マシ
ンがパワーオフされます。この動作は個々の仮想マシンについて変更可能です。

NAS または iSCSI ストレージの場合、ホストがコンソール ネットワークを失う
と、仮想マシンもそのディスクにアクセスできなくなることがあります。この場
合、ディスク ロックを破ることができ、別のホスト上で正常に仮想マシンのパ
ワーをオンにできる場合があります。隔離されたホスト上の仮想マシンは、動作
を続行できますが、ディスク ロックを失ったため、（ネットワーク接続を再取得
しても）そのディスクをアクセスすることはもうできません。仮想マシンは、
ネットワーク I/O を作成および消費している場合があります。したがって、NAS
または iSCSI ストレージ上の仮想マシンについては、[ 隔離時の対応 ] を [ パワー
オフ ]（デフォルト）にしておくことを強く推奨します。

個々の仮想マシンの HA 動作をカスタマイズする手順

1 クラスタを選択し、右ボタン メニューから [ 設定の編集 ] を選択してから、
[VMware HA] の下の [ 仮想マシンのオプション ] を選択します。

2 各仮想マシンについて [ リスタートの優先順位 ] または [ 隔離時の対応 ] のポップ
アップ メニューから選択を行い、その設定をカスタマイズできます。

[ リスタートの優先順位 ]　ホストの障害時に仮想マシンを再開させる相対的
な優先順位を示します。優先順位の高い仮想マシンが先に開始されます。
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[ 隔離時の対応 ]　クラスタとの接続が切断された ESX Server ホストが起動中
の仮想マシンで実行する動作を指定します。デフォルトでは、ホストが隔離
されると、各仮想マシンは停止するように設定されます。

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

注意 この優先順位はホスト単位でのみ適用されます。複数のホストに障害が発生
した場合、VirtualCenter は最初に優先順位が 1 位のホストからすべての仮想
マシンをマイグレーションし、次に優先順位が 2 位のホストからすべての仮
想マシンをマイグレーションするといったように、順次マイグレーションを
行います。

注意 ホストをクラスタに追加すると、クラスタ内のすべての仮想マシンは、デフォルト
で、[ リスタートの優先順位 ] が [ 中 ] に設定され、[ 隔離時の対応 ] が [ シャットダウ
ン ] に設定されます。
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本章では、高度なリソース管理のいくつかのトピックについて説明します。概念的な
情報と、設定可能な詳細パラメータの説明の両方が含まれています。

この章は、以下の各節で構成されています。

CPU の仮想化（P.128）

CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロセッサに割り当てる
（P.130）

ハイパースレッディング（P.132）

仮想マシン内の仮想メモリ（P.136）

メモリ オーバーヘッドについて（P.138）

メモリ割り当てとアイドル メモリ税（P.140）

ESX Server ホストによるメモリの解放方法（P.143）

仮想マシン間でのメモリ共有（P.146）

詳細属性とそれらの動作（P.147）

高度なリソース管理 9
注意 ほとんどの状況では、本章で示す情報は必要なく、説明している特別な詳細設定を使

用する必要もありません。実際、詳細設定を使用すると、システムの性能に悪影響が
及ぶ場合があります。ただし、特定の状況では、熟練した管理者にとって、これらの
詳細な構成オプションが役に立つことがあります。

注意 この章で説明するトピックとタスクのいずれについても、DRS と HA のライセンスは
必要ありません。
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CPU の仮想化
エミュレーションと仮想化の違いを考慮すると、CPU 関連の問題を理解するのに役
立ちます。

エミュレーションでは、すべての処理がソフトウェア内でエミュレータによって
実行されます。ソフトウェア エミュレータにより、プログラムが元々記述され
たコンピュータ システム以外のシステム上でそのプログラムを実行できるよう
になります。エミュレータは、これを行うために、同じデータまたは入力を受け
入れて、同じ結果を達成することで、元のコンピューターの動作をエミュレート

（再生）します。

仮想化では、基礎になる物理リソースが可能なかぎり使用され、必要な場合にだ
け仮想レイヤが命令を実行して、仮想マシンがあたかも物理マシン上で直接実行
されているかのように仮想マシンを動作させます。

エミュレーションは、移植性を提供し、1 つのプラットフォーム用に設計されたソフ
トウェアをいくつかの異なるプラットフォームをまたいで実行するのによく使用され
ます。たとえば、いくつもの Atari 2600 エミュレータが、x86 ベースの PC 上で Atari 
2600 ゲームを実行できます。対照的に、仮想化は、性能を重視し、可能なかぎりプ
ロセッサ上で直接実行されます。

仮想モードと仮想オーバーヘッド
仮想マシンは、2 つの異なるモードで動作します。

直接実行　特定の条件下で、ESX Server Virtual Machine Monitor（VMM）は、基
礎になるプロセッサ上で仮想マシンを直接実行できます。このモードは、直接実
行と呼ばれ、仮想マシンの CPU 命令の実行においてネイティブに近い性能を提
供します。

仮想モード　直接実行が不可能な場合、仮想マシンの CPU の命令を仮想化する必
要があります。このプロセスは、実行される処理に応じて異なる量の仮想オー
バーヘッドを追加します。

ほとんどの場合、

非特権的なユーザーレベル アプリケーション コードは、直接実行モードで実行
されます。これは、ほとんどのオペレーティング システムにおいて、ユーザー
レベル コードは特権状態データをアクセスしないからです。

オペレーティング システム コードは特権状態データを修正し、したがって仮想
モードを必要とします。
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結果的に、システム コールのみを行うマイクロベンチマークは、仮想マシン内では、
ネイティブ システム上よりも大幅に実行が遅くなります。ただし、直接実行モード
で実行されるコードは、性能上の余分なコストをほとんどかけずに、ネイティブに近
い CPU 命令速度で実行されます。

図 9-1.  VMware VMM の実行状態

図 9-1 は、VMware VMM の実行状態を単純化して示しています。仮想マシンは、可
能なかぎり直接実行モードで実行されます。トラップ、割り込み、システム コール、
およびその他のイベントにより、仮想マシンはゲスト OS に移動され、そこでは、命
令が VMM による仮想化を必要とします。ゲスト OS がすでに必要なくなった場合、
仮想マシンは直接実行に戻ります。

性能の影響
CPU 仮想オーバーヘッドは、以下のものを含む作業負荷に依存します。

直接実行での所要時間

残りの命令を仮想化するコスト

このため、システム コールのみの作業負荷は、仮想オーバーヘッドがより大きくな
ります。

仮想化とプロセッサ固有の動作
VMware ソフトウェアは CPU を仮想化するので、仮想マシンは、仮想マシンを実行
しているプロセッサの特定のモデルを認識します。いくつかのオペレーティング シ
ステムは、特定のプロセッサ モデル用にチューニングされた異なるカーネル バー
ジョンをインストールし、これらのカーネルは、仮想マシン内にもインストールされ
ます。カーネル バージョンが異なるため、あるプロセッサ モデル（たとえば、
AMD）を実行するシステム上にインストールされた仮想マシンの、異なるプロセッ
サ（たとえば、Intel）上で実行されるシステムへのマイグレーションは実行できませ
ん。
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性能の影響
CPU 仮想化では、直接実行モードで実行できる仮想マシンの作業負荷の量と、直接
は実行できない残りの命令を仮想化するコストに応じて異なる量のオーバーヘッドが
追加されます。背景情報については、「仮想モードと仮想オーバーヘッド（P.128）」
を参照してください。

アプリケーションの時間のほとんどが、外部イベント（ユーザーの対話、デバイス入
力、データ検索など）の待機のためではなく命令の実行に費やされる場合、そのアプ
リケーションは CPU バインドです。そのようなアプリケーションの場合、CPU 仮想
オーバーヘッドは、追加の命令が実行される必要があり、それらの命令は、アプリ
ケーションが使用できたかもしれない CPU 処理時間を消費します。通常、CPU 仮想
オーバーヘッドは、全体的な性能の低下へと変化します。

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

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

CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定の
プロセッサに割り当てる 

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

注意 最高の性能とリソース使用率のためには、単一スレッド アプリケーションを（SMP
仮想マシンではなく）単一プロセッサ仮想マシンに展開してください。

単一スレッド アプリケーションは、単一 CPU のみを活用できます。そのようなアプ
リケーションをデュアルプロセッサ仮想マシンに展開しても、アプリケーションの速
度は向上しません。それどころか、他の仮想マシンが使用できたかもしれない物理リ
ソースを 2 番目の仮想 CPU が使用します。

要注意 アフィニティの使用は、多くの理由で適切でない場合があります。「ア
フィニティでの潜在的な問題（P.131）」を参照してください。

注意 「仮想マシンの DRS のカスタマイズ（P.122）」で説明したとおり、CPU アフィニティ
は DRS アフィニティとは完全に異なります。
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特定のプロセッサに仮想マシンを割り当てる手順 

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルで、仮想マシンを選択し、[ 設定の編
集 ] を選択します。

2 [ リソース ] タブを選択し、[CPU] を選択してから、[ 以下のプロセッサで実行 ] 
ボタンをクリックします。

3 仮想マシンを実行するプロセッサを選択し、[OK] をクリックします。

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

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

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

CPU 管理コントロールはアフィニティを考慮しないので、手動のアフィニティ設
定を持つ仮想マシンは、予約を必ず完全に受け取るとはかぎりません。

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

あるホストから別のホストへ仮想マシンを移動する場合、新しいホストの持つプ
ロセッサの数が異なる場合があるので、アフィニティがすでに該当しなくなるこ
とがあります。
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NUMA スケジューラは、アフィニティを使用してすでに特定のプロセッサに割り
当て済みの仮想マシンを管理できない場合があります。NUMA を ESX Server ホ
ストと一緒に使用する場合の詳細については、「付録 A NUMA システムと ESX 
Server の併用（P.159）」を参照してください。

ハイパースレッディング
Intel Corporation は、Pentium IV と Xeon のプロセッサ ラインの性能を向上させるハ
イパースレッディング テクノロジを開発しました。このテクノロジにより、単一の
プロセッサが 2 つの独立したスレッドを同時に実行できます。この機能は、本当の
デュアルプロセッサ システムの性能を提供するものではありませんが、オンチップ 
リソースの使用率を改善することができ、特定の重要な作業負荷のタイプについてス
ループットを向上させます。

ハイパースレッディング テクノロジの詳細については、
http://www.intel.com/technology/hyperthread を参照してください。

追加情報については、http://www.vmware.com/vmtn/resources/esx_resources.html
にあるホワイトペーパー『Hyper-Threading Support in ESX Server 2』を参照してくだ
さい。

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

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

http://www.vmware.com/vmtn/resources/esx_resources.html
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ハイパースレッディングの有効化
デフォルトでは、ハイパースレッディングは有効です。無効な場合は有効にすること
ができます。

ハイパースレッディングを有効にする手順

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

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

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

3 ESX Server ホストのハイパースレッディングがオンになっているかどうかを以下
のようにして確認します。

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

b [ プロセッサ ] を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。

c 表示されるダイアログ ボックスで、ハイパースレッディングの状態を確認
して、ハイパースレッディングをオンまたはオフにすることができます（ハ
イパースレッディングはデフォルトでオンです）。
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ハイパースレッディングと ESX Server
ハイパースレッディングを有効にした ESX Server システムは、標準のシステムとほと
んど同様に動作するはずです。CPU 0 と 1 はともに第 1 のコア上にあり、CPU 2 と 3
は第 2 のコア上にあるといったように、同じコア上の論理プロセッサは、隣接する
CPU 番号を持ちます。

VMware ESX Server システムは、プロセッサ時間をインテリジェントに管理して、シ
ステム内のすべての物理コア間で負荷が円滑に分散されるようにします。論理プロ
セッサの作業がない場合、論理プロセッサは特別な停止状態に入れられ、論理プロ
セッサの実行リソースが解放されて、同じコア上の他の論理プロセッサ上で実行中の
仮想マシンが、コアの実行リソース全体を使用できます。VMware スケジューラは、
コアのリソース全体を使用して実行中の仮想マシンが、半分のコア上で実行されてい
る仮想マシンよりも多くチャージされるように、この停止時間を適切に捕捉します。
このプロセッサ管理方法により、標準の ESX Server リソース割り当てルールにサーバ
が違反しないようにします。

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

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルで、仮想マシンを右クリックして、[ 設
定の編集 ] を選択します。

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

3 プルダウン メニューから選択することによって、この仮想マシンのハイパース
レッディングを指定します。
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以下のオプションを選択できます。
.

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

通常の作業負荷の場合、カスタム ハイパースレッディング設定は不要なはずです。
これらのオプションは、ハイパースレッディングと不適切に対話する異常な作業負荷
の場合に役に立ちます。たとえば、キャッシュ スラッシングの問題があるアプリ
ケーションは、物理コアを共有するアプリケーションの速度を低下させる場合があり
ます。アプリケーションを実行中の仮想マシンを [ なし ] または [ 内部 ] のハイパース
レッディング状態にして、他の仮想マシンから隔離することができます。

別の仮想 CPU とのコアの共有を許さないハイパースレッディング制約が仮想 CPU に
ある場合、システムは、他の仮想 CPU がプロセッサ時間を消費する資格を与えられ
た場合にそれをスケジュール解除します。ハイパースレッディング制約なしの場合
は、両方の仮想 CPU を同じコア上でスケジュールできます。（仮想マシンあたりの）
コア数が限定されているシステムでは、問題がさらに悪化します。そのような場合、
スケジュール解除される仮想マシンをマイグレーションできるコアがない場合があり
ます。結果的に、ハイパースレッディングが [ なし ] または [ 内部 ] に設定された仮想
マシンの性能が、特にコア数の限られたシステム上で、低下する可能性があります。

表 9-1.  ハイパースレッディング共有オプション

オプション 説明

任意 ハイパースレッディング システム上のすべての仮想マシンのデフォルトです。
この設定の仮想マシンの仮想 CPU は、この仮想マシンまたは他の仮想マシン
からの他の仮想 CPU と、いつでも自由にコアを共有できます。

なし 仮想マシンが互いに、または他の仮想マシンからの仮想 CPU とコアを共有し
てはなりません。つまり、そのコア上の他の論理 CPU を停止状態に置いて、
この仮想マシンからの各仮想 CPU が、常にコア全体を取得しなければなりま
せん。

内部 これは [ なし ] と同様です。この仮想マシンからの仮想 CPU は、他の仮想マシ
ンからの仮想 CPU とコアを共有することはできません。同じ仮想マシンから
の他の仮想 CPU は、コアの共有を認められます。
このオプションは、SMP 仮想マシンについてのみ許可されます。単一プロ
セッサ仮想マシンに適用された場合、システムのオプションを [ なし ] に変更
します。
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隔離
まれな特定の状況において、アプリケーションがハイパースレッディング テクノロ
ジと不適切に対話していることを ESX Server システムが検出することがあります。た
とえば、特定のタイプの自己修正コードが Pentium IV トレース キャッシュの正常な
動作を妨げて、問題のコードとコアを共有しているアプリケーションの速度を大きく

（最大 90 パーセント）低下させることがあります。このような場合、ESX Server ホス
トは、このコードを実行している仮想 CPU を隔離して、仮想マシンを適宜に [ なし ] 
モードまたは [ 内部 ] モードにします。隔離は、まれに必要になるだけであり、ユー
ザーに対しては透過です。

隔離を無効にするには、ホストの Cpu.MachineClearThreshold 詳細設定を 0 に設定し
ます。「詳細ホスト属性の設定（P.147）」を参照してください。

警告 : ハイパースレッディングと CPU アフィニティ
ハイパースレッディングを使用するシステムでは、CPU アフィニティを設定する前
に状況を慎重に検討してください。たとえば、高優先順位の仮想マシンが CPU 0 に
バインドされていて、別の高優先順位の仮想マシンが CPU 1 にバインドされている
場合、この 2 つの仮想マシンは同じ物理コアを共有しなければなりません。この場
合、これらの仮想マシンのリソース要求を満たせないことがあります。カスタム ア
フィニティ設定がハイパースレッディング システムにとって有意義なものであるよ
うにする必要があります。この例では、仮想マシンを CPU 0 と CPU 2 にバインドす
ることによって、そうすることができます。理想的なのは、アフィニティ設定をまっ
たく使用しないことです。詳細については、「CPU アフィニティを使用して仮想マシ
ンを特定のプロセッサに割り当てる（P.130）」を参照してください。

仮想マシン内の仮想メモリ
現代のすべてのオペレーティング システムは、仮想メモリをサポートして、マシン
に物理的に存在する以上のメモリをソフトウェアが使用できるようにしています。仮
想メモリ スペースは、ページと呼ばれるブロック（通常は 4KB）に区分されます。
物理メモリも（これも通常は 4KB である）ブロックに区分されます。物理メモリが
一杯になった場合、物理メモリ内に存在しない仮想ページのデータは、ディスクに格
納されます。

仮想から物理へのメモリ マッピング
物理マシン上では、ページ テーブルによって、仮想メモリ アドレスが物理メモリ ア
ドレスに変換されます。仮想マシン内では、ゲスト OS のページ テーブルが、ゲスト
仮想ページからゲスト物理ページへのマッピングを保持します。

ESX Server は、アドレス変換の特別のレベルを追加することによってゲスト物理メモ
リを仮想化します。
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各仮想マシンのVMMは、ゲストOSの物理メモリ ページから基礎になるマシン上
の物理メモリ ページへのマッピングを保持します （VMware は、基礎になる物
理ページをマシン ページとして参照し、ゲスト OS の物理ページを物理ページと
して参照します）。

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

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

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

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

シャドウ ページ テーブルがいったん設定された場合、このアドレス変換方法により、
追加のアドレス変換オーバーヘッドをせずに仮想マシン内での通常のメモリ アクセ
スが実行可能になります。プロセッサ キャッシュ直接仮想 / マシン マッピング上の
変換索引バッファ（TLB）はシャドウ ページ テーブルから読み取りを行うので、追加
のオーバーヘッドは VMM によって追加されずにメモリがアクセスされます。

図 9-2.  ESX Server のメモリ マッピング

上の図は、ESX Server でのメモリ仮想化の実装を示しています。

図の四角はページを表し、矢印は異なるメモリ マッピングを表します。

ゲスト仮想メモリからゲスト物理メモリへの矢印は、ゲスト OS 内のページ テー
ブルによって保持されるマッピングを表します （仮想メモリから x86 アーキテ
クチャ プロセッサのリニア メモリへのマッピングは、上の図 9-2 には示してい
ません）。

1
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ゲスト物理メモリからマシン メモリへの矢印は、VMM によって保持されるマッ
ピングを表します。

図 9-2 の点線の矢印は、ゲスト物理メモリから、これも VMM によって保持される
シャドウ ページ テーブル内のマシン メモリへのマッピングを表します。仮想マ
シンを実行している、基礎になるプロセッサは、シャドウ ページ テーブルの
マッピングを使用します。

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

ESX Server ホストは、ゲスト OS を認識せずに、かつゲスト OS 自身のメモリ管理サ
ブシステムを妨害せずに、仮想メモリ管理を実行します。

性能の影響 
2 つのページ調整ページ テーブルを使用した場合、以下の性能の影響があります。

通常のゲスト メモリ アクセスの場合、オーバーヘッドはありません。

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

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

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

CPU の仮想化と同様に、メモリの仮想オーバーヘッドは作業負荷に依存します。

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

仮想マシン内のメモリをアクセスするための追加の時間。

ESX Serverホスト自身のコードとデータ構造のためにESX Serverホストが必要とす
る、各仮想マシンに割り当てられたメモリを超える余分のスペース。

ESX Server のメモリ仮想化では、メモリ アクセスへの時間のオーバーヘッドはほとん
ど追加されません。プロセッサのページング ハードウェアがシャドウ ページ テーブ
ルを直接使用するので、仮想マシン内のほとんどのメモリ アクセスは、アドレス変
換のオーバーヘッドをせずに実行できます。
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たとえば、仮想マシン内でページ フォールトが発生した場合は、VMM がそのデータ
構造を更新できるように、制御が VMM に切り替わります。

メモリ スペース オーバーヘッドには、2 つの構成要素があります。

サービス コンソールと VMkernel の、固定されたシステム全体のオーバーヘッド

各仮想マシンの追加オーバーヘッド

ESX Server 3.0 の場合、サービス コンソールは通常 272MB を使用し、VMkernel はよ
り少ない量のメモリを使用します。量は、使用されているデバイス ドライバの数と
サイズに依存します。ホストの使用可能メモリを特定する方法については、「ホスト 
リソース情報の表示（P.16）」を参照してください。

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

表 9-2.  仮想マシン上のオーバーヘッド メモリ

仮想 CPU メモリ（MB）
32 ビット仮想マシンの
オーバーヘッド（MB）

64 ビット仮想マシンの
オーバーヘッド（MB）

1 256 79 174

1 512 79 176

1  1,024 84 180

1  2,048 91 188

1  4,096 107 204

1  8,192 139 236

1  16,384 203 300

2  256 97 288

2  512 101 292

2  1,024 101 300

2  2,048 125 316

2  4,096 157 349

2  8,192 221 413

2  16,384 349 541
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ESX Server は、メモリ共有などの最適化も提供して（「仮想マシン間でのメモリ共有
（P.146）」を参照）、基礎になるサーバ上で使用される物理メモリの量を減らします。
これらの最適化により、オーバーヘッドによって占められるよりも多くのメモリを節
約することができます。

メモリ割り当てとアイドル メモリ税
この節では、ESX Server によるメモリ割り当ての方式について、および Mem.IdleTax
構成パラメータを使用して ESX Server ホストによるアイドル メモリの解放の仕方を
変更する方法について、ある程度詳しく説明します。

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

メモリがオーバーコミットされる場合、各仮想マシンは、[ 予約 ] によって指定され
た量と [ リミット ] によって指定された量の間のメモリを割り当てられます（「メモリ
のオーバーコミット（P.44）」を参照）。仮想マシンの予約を超えて仮想マシンに与え
られるメモリの量は、通常、現在のメモリ負荷とともに変動します。

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

4  256 129 511

4  512 133 515

4  1,024 141 523

4  2,048 157 540

4  4,096 189 572

4  8,192 222 605

4 16,384 350 734

表 9-2.  仮想マシン上のオーバーヘッド メモリ ( 続き )

仮想 CPU メモリ（MB）
32 ビット仮想マシンの
オーバーヘッド（MB）

64 ビット仮想マシンの
オーバーヘッド（MB）
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シェア　ESX Server ホストは、修正された比例的なシェアのメモリ割り当てポリ
シーを使用します。メモリ シェアは、使用可能な物理メモリの一部を仮想マシ
ンに割り当てます。「シェア（P.22）」を参照してください。

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

この方法により、アイドル メモリを解放された仮想マシンがそのメモリをより
アクティブに使用し始めると、その仮想マシンが、その完全なシェアベースの割
り当てにランプ アップできることが保証されます。

デフォルトの 60 秒の監視期間は、Mem.SamplePeriod 詳細設定を調整すること
によって修正できます。Mem.SamplePeriod は、作業セット サイズを見積もるた
めにメモリ動作が監視される、仮想マシン実行時間の秒数で測定される定期的な
時間間隔を指定します。「詳細ホスト属性の設定（P.147）」を参照してください。

ホスト メモリの使用状況
VI クライアントを使用すると、ホスト メモリがどのように使用されているかを確認
できます。

物理メモリの使用についての情報を表示する手順

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

2 [ メモリ ] をクリックします。

表 9-3 で説明している以下の情報が表示されます。
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アイドル仮想マシンのメモリ税
現在割り当てられているメモリを仮想マシンがアクティブに使用していない場合、
ESX Server は、使用中のメモリ用よりも多くをアイドル メモリ用に請求します （ESX 
Server はユーザー指定のシェア割り当てを変更しませんが、メモリ税は同様の効果を
持ちます）。

メモリ税は、仮想マシンがアイドル メモリを蓄えないようにするのに役立ちます。
デフォルトの税率は 75 パーセントです。つまり、アイドル ページは、4 つのアク
ティブ ページと同じコストがかかります。

Mem.IdleTax 詳細設定を使用すると、アイドル メモリを解放するポリシーを明示的に
制御できます。このオプションを Mem.SamplePeriod 詳細属性とともに使用すると、
システムがメモリをどのように解放するかを制御できます。「詳細ホスト属性の設定

（P.147）」を参照してください。

表 9-3.  ホスト メモリの情報

フィールド 説明

合計 このホストの合計物理メモリ。

システム ESX Server システムが使用しているメモリ。
ESX Server 3.0 は、少なくとも VMkernel 用に 50MB のシステム メモリと
デバイス ドライバ用の追加メモリを使用します。このメモリは、ESX 
Server がロードされて構成可能でない場合、自動的に割り当てられま
す。
仮想レイヤに実際に必要なメモリは、ホスト上の PCI（Peripheral 
Component Interconnect）デバイスの数とタイプに依存します。一部の
ドライバは 40MB を必要とし、ベース システム メモリがほぼ 2 倍にな
ります。
ESX Server ホストは、動的割り当て要求を効率的に処理するために、一
部のメモリを常に空けておくことも試みます。ESX Server は、このレベ
ルを、仮想マシンの実行に使用できるメモリの約 6 パーセントに設定し
ます。

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

サービス コン
ソール

サービス コンソール用に予約されたメモリ。
サービス コンソール用に使用可能なメモリの量を変更するには、[ プロ
パティ ] をクリックします。

注意 ほとんどの場合、Mem.IdleTax の変更は必要ないか、適切ではありません。
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ESX Server ホストによるメモリの解放方法 
この節では、ESX Server ホストがどのように仮想マシンからメモリを解放するかにつ
いての背景情報を示します。ホストは、2 つの異なる方法を使用して、仮想マシンに
割り当てられたメモリの量を動的に拡大または縮小します。

ESX Serverシステムは、仮想マシン内で実行中のゲストOSにロードされたメモリ 
バルーン ドライバ（vmmemctl）を使用します。「メモリ バルーン（vmmemctl）
ドライバ」を参照してください。

ESX Serverシステムは、ゲストOSによる関与なしに仮想マシンからサーバ スワッ
プ ファイルにページングします。各仮想マシンには、独自のスワップ ファイル
があります。「スワッピング（P.145）」を参照してください。

メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ
vmmemctl ドライバは、サーバと協同して、ゲスト OS によって最も価値がないとみ
なされたページを解放します。このドライバは、同様のメモリ制約下のネイティブ 
システムの動作と緊密に一致する予測可能な性能を提供する専用のバルーニング技法
を使用します。この技法は、ゲスト OS に対するメモリ プレッシャーを効率的に増大
または削減して、ゲスト独自のネイティブ メモリ管理アルゴリズムをゲストに呼び
出させます。メモリが十分ではない場合、ゲスト OS は、特定のどのページを解放す
るかを決定し、必要に応じて、それらのページを自身の仮想ディスクにスワップしま
す。

図 9-3.  メモリ バルーニング
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必要な場合は、特定の仮想マシンについて sched.mem.maxmemctl パラメータを設
定することによって、vmmemctl が解放するメモリの量を制限できます。このオプ
ションは、仮想マシンから解放できるメモリの最大量をメガバイト（MB）単位で指
定します。「詳細仮想マシン属性の設定（P.151）」を参照してください。

スワップ スペースとゲスト OS
ESX Server とともにメモリをオーバーコミットすることを選択する場合、ゲスト OS
に十分なスワップ スペースが確実に存在する必要があります。このスワップ スペー
スは、仮想マシンの構成済みメモリ サイズと仮想マシンの予約の差以上でなければ
なりません。

仮想マシンの障害を防ぐには、仮想マシン内のスワップ スペースのサイズを拡大し
ます。

WindowsゲストOS　Windowsオペレーティング システムでは、スワップ スペー
スをページング ファイルと呼びます。一部の Windows オペレーティング システ
ムは、十分な空きディスク スペースがある場合、ページング ファイルのサイズ
を自動的に拡大しようとします。

詳細については、Microsoft Windows のマニュアルを参照するか、Windows ヘル
プ ファイルで「ページング ファイル」を検索してください。仮想メモリ ページ
ング ファイルのサイズを変更するための指示に従ってください。

Linux ゲスト OS　Linux オペレーティング システムでは、スワップ スペースをス
ワップ ファイルと呼びます。スワップ ファイルの拡大については、以下の Linux
マニュアルページを参照してください。

mkswap  Linux スワップ領域を設定します。

swapon  ページングとスワッピングのためのデバイスとファイルを有効にし
ます。

メモリが大量にあり、仮想ディスクが小さいゲスト OS（たとえば、8GB の RAM と
2GB の仮想ディスクを持つ仮想マシン）は、スワップ スペースが不十分な場合の影
響を受けやすくなります。

注意 十分なスワップ スペースを持つゲスト OS を構成する必要があります。ゲスト OS に
よっては、追加の制限があります。「スワップ スペースとゲスト OS（P.144）」を参照
してください。

要注意 メモリがオーバーコミットされ、ゲスト OS に構成されたスワップ スペー
スが不十分な場合、仮想マシンが起動に失敗します。
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スワッピング
スワップ ファイルは、仮想マシンのパワーをオンにするために作成されます。ス
ワップ ファイルを作成できない場合、仮想マシンのパワーをオンにすることはでき
ません。デフォルトでは、スワップ ファイルは .vmdk ファイルおよび -flat.vmdk
ファイルと同じ場所に作成されますが、仮想マシンごとの構成オプションを使用して
この場所を変更することができます。これらのオプションの詳細については、「詳細
仮想マシン属性の設定（P.151）」を参照してください。

ESX Server ホストは、以下の理由で vmmemctl ドライバが使用可能ではない場合、
スワッピングを使用して仮想マシンからメモリを強制的に解放します。

vmmemctl ドライバがインストールされていないため。

vmmemctl ドライバが明示的に無効にされているため。

vmmemctl ドライバが実行されていないため（たとえば、ゲスト OS のブート
中）。

vmmemctl ドライバが、現在のシステム要求を満たすだけ十分にすばやくメモリ
を解放することが一時的にできないため。

標準の要求ページング技法は、仮想マシンにページが必要な場合、ページをスワップ 
バックします。

スワップ スペースとメモリのオーバーコミット
スワップ スペースは、未予約の仮想マシン メモリ用にディスク上に予約される必要
があり、予約と構成済みメモリ サイズの差です。このスワップ予約は、どのような
状況下でもシステムが仮想マシン メモリを維持できるようにするのに必要です。現
実的には、スワップ スペースの小さい部分だけを実際に使用することができます。

同様に、メモリ予約が管理コントロールに使用されている間、実際のメモリ割り当て
は動的に変化し、未使用の予約は無駄にされません。

注意 性能を最適化するために、ESX Server ホストは、可能な場合は常に（vmmemctl ドラ
イバによって実装される）バルーニングの方法を使用します。スワッピングは、ホス
トがメモリを解放するのに必要な場合にだけ使用する、最終的で確実なメカニズムで
す。
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スワップ ファイルと ESX Server 障害

ESX Server システムに障害が起き、スワップ ファイルを使用していた実行中の仮想マ
シンがそのシステムにあった場合、それらのスワップ ファイルは、存在し続け、ESX 
Server システムが再起動したあともディスク スペースを占有します。

スワップ ファイルを削除する手順

1 仮想マシンを再び起動します。

2 仮想マシンを明示的に停止します。

仮想マシン間でのメモリ共有
仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供する ESX Server 作業負荷は、いくつも
あります。たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンスを実
行していたり、同じアプリケーションまたはコンポーネントをロードしていたり、共
通のデータを含んでいたりすることがあります。このような場合、ESX Server ホスト
は、専用の透過なページ共有技法を使用してメモリ ページの冗長コピーを安全に削
除します。メモリの共有により、仮想マシンを実行している作業負荷が消費するメモ
リが、物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなることがよくあります。
結果的に、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートすることができま
す。

[Mem.ShareScanVM] と [Mem.ShareScanTotal] の詳細設定を使用すると、メモリ共有
の機会を特定するためにシステムがメモリをスキャンする速度を制御できます。「詳
細ホスト属性の設定（P.147）」を参照してください。

[sched.mem.pshare.enable] オプション（デフォルトは [TRUE]）を [FALSE] に設定する
ことで、個々の仮想マシンの共有を無効にすることもできます。「詳細仮想マシン属
性の設定（P.151）」を参照してください。

ESX Server のメモリ共有は、時間の経過とともに共有の機会をスキャンするバックグ
ラウンド動作として実行されます。節約されるメモリの量は、時間とともに変動しま
す。ある程度一定の作業負荷の場合、共有のすべての機会が利用されるまで、量は一
般にゆっくりと増大します。

特定の作業負荷についてのメモリ共有の有効性を判定するには、作業負荷を実行して
みて、esxtop を使用して実際の節約を観察します。情報は、[ メモリ ] ページの対話
モードの [PSHARE] フィールドにあります。「対話モードでの esxtop ユーティリティ
の使用（P.174）」を参照してください。

注意 これらのスワップ ファイルは何ギガバイトものディスク スペースを消費することが
あるので、このように適切にスワップ ファイルを削除することが重要です。
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詳細属性とそれらの動作
この節では、メモリ管理のカスタマイズに使用できる詳細属性のリストを示します。

詳細ホスト属性の設定 
この節では、ホストの詳細属性を設定する手順を示してから、特定の状況で設定する
いくつかの属性のリストを示します。

ホストの詳細属性を設定する手順

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルで、カスタマイズする仮想マシンを選
択します。

2 [ コマンド ] パネルで [ 設定の編集 ] を選択し、[ オプション ] タブを選択します。

3 [ 詳細 ] を選択し、[ 構成パラメータ ] ボタンをクリックします。

4 [ 詳細設定 ] をクリックします。

要注意 これらの詳細属性の使用が適切なのは、特別な状況においてだけです。ほ
とんどの場合、基本設定（[ 予約 ]、[ リミット ]、[ シェア ]）を変更する
か、デフォルト設定を使用することで、適切な割り当てが行われます。



リソース管理ガイド

148 VMware, Inc.  

5 表示される [ 詳細設定 ] ダイアログ ボックスで適切な項目（たとえば、[CPU] ま
たは [ メモリ ]）を選択し、右側のパネルをスクロールして属性を探し、変更し
ます。

以下の表は、本書で説明する詳細リソース管理属性のリストです。

要注意 これらの属性の設定が推奨されるのは、ESX Server ホストの使用にかなり
の経験がある上級ユーザーの場合だけです。ほとんどの場合、デフォルト
の設定で最適な結果が得られます。

表 9-4.  詳細 CPU 属性

属性 説明

CPU.MachineClearThreshold ハイパースレッディングの有効なホストを使用していて、
この属性を [0] に設定すると、隔離が無効になります。「隔
離（P.136）」を参照してください。
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表 9-5.  詳細メモリ属性

属性 説明 デフォルト

Mem.CtlMaxPercent vmmemctl を使用して仮想マシンから解放できるメモ
リの最大量を、構成されたメモリ サイズのパーセン
テージに基づいて制限します。[0] を指定すると、す
べての仮想マシンについて vmmemctl による解放が
無効になります。「メモリ バルーン（vmmemctl）ド
ライバ（P.143）」を参照してください。

65

Mem.ShareScanTotal 透過なページ共有の機会についてメモリをスキャンす
る、システム全体の合計速度を指定します。速度は、
1 秒間にスキャンするページの数で指定します。
デフォルトは 200 ページ / 秒です。

200

Mem.ShareScanVM メモリ共有の機会を特定するためにシステムがメモリ
をスキャンする速度を制御します。
単位は、秒あたりのページ数です。

50

Mem.IdleTax アイドル メモリ税率をパーセンテージで指定します。
この税は、事実上、仮想マシンがアクティブに使用し
ているメモリよりも多くのアイドル メモリを仮想マ
シンに請求します。0 パーセントの税率は、作業セッ
トを無視する割り当てポリシーを定義し、シェアに基
づいて厳密にメモリを割り当てます。税率を高くする
と、非生産的にアイドル メモリを蓄えている仮想マ
シンからアイドル メモリを再割り当てできる割り当
てポリシーになります。「メモリ割り当てとアイドル 
メモリ税（P.140）」を参照してください。

75

Mem.SamplePeriod 作業セット サイズを見積もるためにメモリ動作が監
視される、仮想マシン実行時間の秒数で測定される定
期的な時間間隔を指定します。「ESX Server ホストに
よるメモリ割り当ての方法（P.140）」を参照してくだ
さい。

60

Mem.BalancePeriod メモリの自動再割り当ての定期的な時間間隔を秒数で
指定します。空きメモリの量が大幅に変化した場合
も、再割り当てがトリガされます。

15
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表 9-6.  詳細 NUMA 属性

属性 説明 デフォルト

Numa.RebalanceEnable すべての NUMA 再バランシングと仮想マ
シンの初期配置を無効にして、NUMA スケ
ジューリング システムを実質的に無効にす
るには、このオプションを [0] に設定しま
す。

1

Numa.PageMigEnable このオプションを [0] に設定した場合、シ
ステムは、メモリの局所性を改善するため
にノード間でページを自動的にマイグレー
ションすることをしません。その場合も、
手動で設定されたページマイグレーション
速度は有効です。

1

Numa.AutoMemAffinity このオプションを [0] に設定した場合、シ
ステムは、CPU アフィニティ セットを持つ
仮想マシンのメモリ アフィニティを自動的
には設定しません。「VMware の NUMA 最
適化アルゴリズム（P.163）」を参照してく
ださい。

1

Numa.MigImbalanceThreshold NUMA リバランサは、各仮想マシンの CPU
時間資格と実際の消費との間の差を考慮し
て、ノード間の CPU 不均衡を計算します。
このオプションは、仮想マシンのマイグ
レーションをトリガするのに必要なノード
間の最小負荷不均衡をパーセントで制御し
ます。

10

Numa.RebalancePeriod ミリ秒単位で指定される、再バランス期間
の頻度を制御します。再バランシングの頻
度を上げると、実行中の仮想マシンを多数
持つマシンにおいて特に、CPU オーバー
ヘッドが増大することがあります。ただ
し、再バランシングの頻度を上げると、公
平性も向上する場合があります。

2,000
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追加情報については、「付録 A NUMA システムと ESX Server の併用（P.159）」を参照
してください。

詳細仮想マシン属性の設定
この節では、最初に仮想マシンの詳細属性を設定する手順を示してから、特定の状況
で設定する少数の属性のリストを示します。

仮想マシンの詳細属性を設定する手順

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルで仮想マシンを選択し、右ボタン メ
ニューから [ 設定の編集 ] を選択します。

2 [ オプション ] をクリックして、[ 詳細 ] をクリックします。

Numa.RebalanceCoresTotal NUMA リバランサを有効にするために必要
な、ホスト上の合計プロセッサ コアの最小
数を指定します。

4

Numa.RebalanceCoresNode NUMA リバランサを有効にするために必要
な、ノードあたりのプロセッサ コアの最小
数を指定します。
このオプションと 
[Numa.RebalanceCoresTotal] は、NUMA 再
バランシングが有効な場合に合計のまたは
ノードあたりの少数のプロセッサがスケ
ジューリングの公平性を解決できる、小型
の NUMA 構成（たとえば、2 方向 Opteron
ホスト）上で NUMA 再バランシングを無
効にする場合に役に立ちます。

2

表 9-6.  詳細 NUMA 属性 ( 続き )

属性 説明 デフォルト
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3 [ 構成パラメータ ] ボタンをクリックします。

4 表示されるダイアログ ボックスで [ 行の追加 ] をクリックして、新しいパラメー
タとその値を入力します。

仮想マシンについて以下の詳細属性を設定できます。

表 9-7.  詳細仮想マシン属性

属性 説明

sched.mem.maxmemctl 選択した仮想マシンからバルーニングによって解放できる、メ
ガバイト（MB）単位での最大メモリ量です。ESX Server ホスト
が追加メモリを解放しなければならない場合、ESX Server ホス
トはスワップを強制されます。スワッピングはバルーニングよ
りも好ましくありません。

「メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ（P.143）」を参照して
ください。

sched.mem.pshare.enable 選択した仮想マシンのメモリ共有を有効にします。「仮想マシ
ン間でのメモリ共有（P.146）」を参照してください。
このブール値のデフォルトは [True] です。仮想マシンについて 
[False] に設定すると、メモリ共有がオフになります。

構成パラメータ
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 sched.swap.persist 仮想マシンのパワーがオフになった場合に仮想マシンのスワッ
プ ファイルを残すか、削除するかを指定します。デフォルトで
は、システムは、仮想マシンのパワーがオンになった時点でそ
の仮想マシンのスワップ ファイルを作成し、仮想マシンのパ
ワーがオフになった時点でスワップ ファイルを削除します。

sched.swap.dir 仮想マシンのスワップ ファイルを配置する VMFS ディレクトリ
です。デフォルトでは、仮想マシンの作業ディレクトリになり
ます。つまり、仮想マシンの構成ファイルを格納する VMFS
ディレクトリです。

sched.swap.file 仮想マシンのスワップ ファイルのファイル名です。デフォルト
では、スワップ ファイルの作成時にシステムが固有の名前を生
成します。

das.isolationaddress ホストがネットワークから隔離されているかどうかを確認する
ために ping するアドレスを設定します。このオプションを指
定しなかった場合、コンソール ネットワークのデフォルト 
ゲートウェイが使用されます。ホストがネットワークから隔離
されているかどうかをそのホストが確認できるように、このデ
フォルト ゲートウェイは、使用可能なことがわかっている何か
らの信頼できるアドレスでなければなりません。

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

表 9-7.  詳細仮想マシン属性 ( 続き )

属性 説明
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本章では、ESX Server 3 と VirtualCenter 2 のユーザー用にいくつかのベスト プラク
ティスについて説明します。内容は、以下のとおりです。

リソース管理のベスト プラクティス（P.155）

仮想マシンの作成と展開（P.156）

リソース管理のベスト プラクティス
以下のガイドラインは、仮想マシンの最適な性能を達成するのに役立ちます。

合計使用可能リソースの頻繁な変化が予想される場合は、[ 予約 ] ではなく [ シェ
ア ] を使用して、仮想マシン間で公平にリソースを割り当てます。たとえば、
[ シェア ] を使用して、ホストをアップグレードする場合、たとえ各シェアがよ
り多くの量のメモリまたは CPU を表しても、各仮想マシンは、同じ優先順位に
とどまります（同じシェア数を維持します）。

[ 予約 ] を使用して、自分が使用可能にしたい量ではなく、受け入れ可能な最小の
CPU またはメモリの量を指定します。ホストは、仮想マシンのシェア数とリ
ミットに基づいて、使用可能な追加のリソースを割り当てます。

[ 予約 ] を使用して、各仮想マシンの最小の予約を指定します。予約によって表さ
れる具体的なリソースの量は、仮想マシンの追加や削除など、環境を変更しても
変化しません。

[ 予約 ] の設定を大きくしすぎないでください。予約が大きすぎると、リソース 
プール内の仮想マシンの数が制限されることがあります。

ベスト プラクティス 10
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仮想マシン予約を指定する場合、常にある程度の余裕を残します。すべてのリ
ソースをコミットしないでください。システム内のすべての容量が完全に予約さ
れる状態に近づくほど、管理コントロールに違反しないで予約とリソース プー
ル階層に変更を加えるのが困難になっていきます。DRS の有効なクラスタでは、
クラスタの容量またはクラスタ内の個々のホストの容量を完全にコミットする予
約は、DRS が仮想マシンをホスト間でマイグレーションするのを妨げることが
あります。

委任されたリソース管理には、リソース プールを使用します。リソース プール
を完全に隔離するには、リソース プールのタイプを [ 固定 ] にして、[ 予約 ] と 
[ リミット ] を使用します。

リソース プール内の多層サービス用に仮想マシンをグループ化します。リソー
ス プールにより、ESX Server ホストは、サービスのリソースを全体として割り当
てることができるようになります。

PortFast 対応のスイッチ上で PortFast を有効にして、HA クラスタと他のクラスタ
の間の通信を保証します。

仮想マシンの作成と展開
この節では、仮想マシンの作成と計画のためのいくつかのベスト プラクティス情報
を示します。

計画
仮想マシンを展開する前に以下のことをする必要があります。

ロード ミックスを計画する。

目標と公算を理解する。

要件、および何が成功かを理解する。

競合するリソース要件を持つ仮想マシンの混在を避ける。

特定の性能の見込みがある場合は、展開する前にテストする。

仮想化により、いくつもの仮想マシンがホストのリソースを共有できるようになりま
す。仮想化では、新しいリソースは作成されません。仮想化はオーバーヘッドを生じ
ることがあります。
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仮想マシンの作成
仮想マシンを作成する場合、物理マシンと同様に、自分の実際のニーズに合わせてそ
れらの仮想マシンのサイズを設定します。過大な構成の仮想マシンは、共有可能なリ
ソースを浪費します。

性能を最適化するには、未使用の仮想デバイス（COM ポート、LPT ポート、フロッ
ピー ドライブ、CD-ROM、USB アダプタなど）を無効にします。これらのデバイス
は、使用されていなくてもゲスト OS によって定期的にポーリングされます。この非
生産的なポーリングは、共有可能なリソースを浪費します。

VMware Tools をインストールしてください。VMware Tools は、性能をより高めるの
に役立ち、CPU の使用率をより効率的にすることができ、ディスク、ネットワーク、
およびメモリの解放ドライバを含んでいます。

ゲスト OS の展開
レジストリやスワップ スペースなどを使用して物理マシンのオペレーティング シス
テムをチューニングするのと同様に、仮想マシンのオペレーティングシステムを
チューニングおよびサイズ設定します。スクリーン セーバーなどの不必要なプログ
ラムやサービスを無効にします。不必要なプログラムやサービスは、共有可能なリ
ソースを浪費します。

最新のパッチを使用して、ゲスト OS を最新の状態にします。Microsoft Windows を
ゲスト OS として使用する場合、Microsoft ナレッジ ベースの記事でオペレーティン
グ システムの既知の問題をチェックします。

ゲスト アプリケーションの展開
物理マシン上のアプリケーションをチューニングおよびサイズ設定するのと同様に、
仮想マシン上のアプリケーションをチューニングおよびサイズ設定します。

SMP 仮想マシン内で単一スレッド アプリケーションを実行しないでください。単一
スレッドの作業負荷は追加の仮想 CPU を利用できず、未使用の仮想 CPU は共有可能
なリソースを浪費します。ただし、同時に実行されるいくつかの単一スレッド アプ
リケーションからなる作業負荷は、追加の仮想 CPU を利用できる場合があります。

VMkernel メモリの構成
VMkernel は、バルーニングとスワッピングによってメモリを解放します。追加情報
については、「第 9 章 高度なリソース管理（P.127）」を参照してください。メモリ リ
ソースを最適に使用するには、仮想マシンを適切にサイズ設定することによって、ま
た、高いメモリ オーバーコミットを避けることによって、大きい解放動作を回避す
る必要があります。「メモリのオーバーコミット（P.44）」を参照してください。
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VMkernel は NUMA スケジューラを実装し、NUMA スケジューラは IBM と AMD 
NUMA の両方のアーキテクチャをサポートします。NUMA スケジューラは、同じ
NUMA ノード上に仮想マシン メモリと仮想 CPU を配置します。これにより、リモー
ト メモリ アクセスを原因とする性能低下の可能性がなくなります。物理ホスト メモ
リが NUMA ノード間で均等にバランスをとるようにホスト ハードウェアを構成する
必要があります。「付録 A NUMA システムと ESX Server の併用（P.159）」を参照して
ください。
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A

ESX Server は、NUMA（Non-Uniform Memory Access）をサポートするサーバ アーキ
テクチャでの、Intel と AMD Opteron の両方のプロセッサのメモリ アクセス最適化を
サポートします。この付録では、NUMA テクノロジの背景情報を示し、ESX Server と
ともに使用可能な最適化について説明します。内容は、以下のとおりです。

概要（P.160）

ESX Server サーバの NUMA スケジューリング（P.162）

VMware の NUMA 最適化アルゴリズム（P.163）

手動の NUMA 制御（P.165）

IBM Enterprise X-Architecture の概要（P.166）

AMD Opteron ベースのシステムの概要（P.166）

NUMA 構成情報の検索（P.167）

仮想マシンを単一の NUMA ノードに関連付けるための CPU アフィニティ（P.169）

メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付けるためのメモリ アフィニティ（P.170）

NUMAシステムと ESX Server
の併用 A
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概要
NUMA システムは、複数のシステム バスを持つ高度なサーバ プラットフォームです。
単一のシステム イメージ内で多数のプロセッサを利用でき、コスト パフォーマンス
に優れています。以下のシステムは、業界標準のオペレーティング システム

（Windows や Linux など）をサポートする NUMA プラットフォームを提供します。

IBM eServer x440、eServer x445、および eServer x460 で使用できる IBM Enterprise 
X-Architecture

Fujitsu-Siemens Primergy T850 

HP ProLiant DL 385 および ProLiant DL 585

Sun Microsystems Sun Fire V202 および V402

NUMA とは何か
この 10 年間、プロセッサのクロック速度は劇的に上昇しました。しかし、マルチギ
ガヘルツ CPU は、その処理能力を効果的に使用するために、大量のメモリ バンド幅
とともに提供されなければなりません。科学計算アプリケーションなどのメモリ集約
型の作業負荷を実行する単一 CPU でさえ、メモリ バンド幅によって制約される場合
があります。

NUMA は、高性能接続を通じてコスト効率の高いいくつかの小型のノードをリンク
する別の方法です。各ノードは、小型の SMP システムのように、プロセッサとメモ
リの両方を含みます。ただし、高度なメモリ コントローラにより、ノードは他のす
べてのノード上のメモリを使用でき、単一のシステム イメージを作成します。プロ
セッサ自身のノード内にないメモリ（リモート メモリ）をプロセッサがアクセスす
る場合、ローカル メモリのアクセスよりも低速な NUMA 接続を通じてデータを転送
する必要があります。したがって、このテクノロジの名前が示すとおり、メモリ ア
クセス時間は不均一であり、メモリの場所に依存します。

この問題は、対称型マルチプロセシング（SMP）システムにおいて増幅され、同じシ
ステム バス上で多くのプロセッサがバンド幅を得るために争わなければなりません。
ハイエンドの RISC UNIX システムは、高速データ バスの構築によってこの問題を解決
しようとすることがよくあります。しかし、そのような解決策は高価であり、スケー
ラビリティが制限されます。
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オペレーティング システムについての NUMA の課題
NUMA アーキテクチャは、単一のシステム イメージを提供するので、特別な最適化
を行わずにオペレーティング システムを実行できることがよくあります。たとえば、
Windows 2000 は IBM x440 上で完全にサポートされますが、NUMA とともに使用す
るようには設計されていません。

しかし、このようなオペレーティング システムを NUMA プラットフォーム上で使用
することには、多くの欠点があります。リモート メモリ アクセスの高レーテンシー
は、データがローカル ノードに転送されるのを常に待って、プロセッサの使用率が
低いままになることがあり、メモリ バンド幅の要求の高いアプリケーションにとっ
て NUMA 接続がボトルネックになることがあります。

さらに、そのようなシステムでの性能は、変動が大きくなる場合があります。たとえ
ば、1 回のベンチマーク実行においてローカルに配置されたメモリがアプリケーショ
ンにあるが、囲碁の実行ではそのすべてのメモリがリモート ノード上に配置される
場合、性能が変動します。この現象により、容量の計画が困難になることがありま
す。最後に、プロセッサのクロックが複数のノード間で同期しない場合があるので、
クロックを直接読み取るアプリケーションが正しく動作しないことがあります。

一部のハイエンド UNIX システムは、コンパイラとプログラミング ライブラリ内で
NUMA 最適化のサポートを提供します。このサポートでは、ソフトウェア開発者が、
最適な性能のためにプログラムをチューニングおよび再コンパイルする必要がありま
す。1 つのシステムの最適化は、同じシステムの次の世代において適切に機能するこ
とを保証されません。他のシステムでは、アプリケーションを実行するノードを管理
者が明示的に決定することが許可されています。これは、メモリの 100 パーセント
がローカルであることを要求する特定のアプリケーションにとっては望ましいかもし
れませんが、管理の負担が発生し、作業負荷が変化した場合に各種のノード間で不均
衡が発生することがあります。

理想的なのは、修正を行うことなくただちにアプリケーションが利益を得られるよう
に、システム ソフトウェアが透過な NUMA サポートを提供することです。システム
は、管理者が常に介入することを要求しないで、ローカル メモリを最大限に使用し、
プログラムをインテリジェントにスケジュールする必要があります。最後に、数か月
または数年のアップタイムをサポートすることを意図したシステムの場合、システム
は公平性または性能を阻害することなく、状態の変化に適切に対応する必要がありま
す。
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ESX Server サーバのNUMAスケジューリング
ESX Server は、洗練された NUMA スケジューラを使用して、プロセッサの負荷とメ
モリの局所性またはプロセッサの負荷バランスを以下のように動的に均衡させます。

1 NUMA スケジューラによって管理される各仮想マシンは、ホーム ノードに割り
当てられます。 ホーム ノードは、システム リソース割り当てテーブル（SRAT）
に示されたとおりにプロセッサとローカル メモリの両方を含む、システムの
NUMA ノードの 1 つです。

2 メモリが仮想マシンに割り当てられる場合、ESX Server ホストは、ホーム ノード
から優先的にメモリを割り当てます。

3 NUMA スケジューラは、システム負荷の変化に対応するために、仮想マシンの
ホーム ノードを動的に変更することができます。NUMA スケジューラは、プロ
セッサの負荷不均衡を減らすために、新しいホーム ノードに仮想マシンをマイ
グレーションすることがあります。このためにより多くのメモリがリモートにな
る場合があるので、NUMA スケジューラは、仮想マシンのメモリを動的に新し
いホーム ノードにマイグレーションして、メモリの局所性を向上させることが
あります。NUMA スケジューラは、ノード間で仮想マシンをスワップすると全
体的なメモリの局所性が高まる場合、そのようなスワップを行うこともありま
す。

一部の仮想マシンは、ESX Server の NUMA スケジューラによって管理されません。
たとえば、仮想マシンのプロセッサ アフィニティを手動で設定する場合、NUMA ス
ケジューラがその仮想マシンを管理できないことがあります。1 つのハードウェア 
ノード上で使用可能な物理プロセッサ コアの数よりも多くの仮想プロセッサを持つ
仮想マシンを自動的に管理することはできません。NUMA スケジューラによって管
理されない仮想マシンであっても、正常に動作します。ただし、それらの仮想マシン
は ESX Server の NUMA 最適化の利点を得られません。

VMware ESX Server における NUMA のスケジューリングとメモリ配置のポリシーは、
すべての仮想マシンを透過に管理でき、管理者は、ノード間で仮想マシンのバランス
をとることの複雑さを明示的に処理する必要はありません。

「仮想マシンを単一の NUMA ノードに関連付けるための CPU アフィニティ（P.169）」
および「メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付けるためのメモリ アフィニティ

（P.170）」も参照してください。

最適化は、ゲスト OS のタイプにかかわらずにシームレスに機能します。ESX Server
は、NUMA ハードウェアをサポートしない仮想マシン（Windows NT 4.0 など）にも、
NUMA サポートを提供します。結果的に、レガシー オペレーティング システムで
あっても新しいハードウェアを利用することができます。
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VMware の NUMA最適化アルゴリズム
この節では、アプリケーションの性能を最大化しながらリソース保証を維持するため
に VMware ESX Server が使用するアルゴリズムについて説明します。

ホーム ノードと初期配置
仮想マシンのパワーがオンにされると、ESX Server がその仮想マシンにホーム ノード
を割り当てます。仮想マシンはホーム ノード内のプロセッサ上でのみ実行され、新
しく割り当てられるメモリもホーム ノードから得られます。したがって、仮想マシ
ンのホーム ノードが変化しないかぎり、仮想マシンはローカル メモリだけを使用し
て、他の NUMA ノードへのリモート メモリ アクセスに伴う性能上のペナルティを回
避します。

新しい仮想マシンは最初にラウンド ロビン方式でホーム ノードに割り当てられ、最
初の仮想マシンが最初のノードに行き、2 番目の仮想マシンが 2 番目のノードに行く
といった具合に続きます。このポリシーにより、システムのすべてのノード間でメモ
リが均等に使用されることが保証されます。

いくつかのオペレーティング システム（Windows 2003 Server など）は、初期配置と
呼ばれるこのレベルの NUMA サポートを提供します。ベンチマーク構成などの単一
の作業負荷だけを実行するシステムでは、それで十分な場合があり、これは、システ
ムのアップタイムの経過とともに変化することはありません。ただし、初期配置は、
優れた性能と、数か月または数年単位で測定されるアップタイムに伴う作業負荷の変
化をサポートすることが期待されるデータセンタークラスのシステムの公平性を保証
するほど十分に洗練されてはいません。

初期配置のみのシステムの弱点を理解するには、管理者が 4 つの仮想マシンを起動
し、システムがそのうちの 2 つを最初のノードに配置する例を考慮してください。2
番目の 2 つの仮想マシンは、2 番目のノードに配置されます。2 番目のノード上の 2
つの仮想マシンが両方とも停止した場合、またはそれらの仮想マシンがアイドルに
なった場合、すべての負荷が最初のノードに置かれ、システムが完全に不均衡になり
ます。残りの仮想マシンの 1 つを 2 番目のノード上で実行することをシステムが許
可したとしても、そのすべてのメモリが元のノード上に残るので、システムは深刻な
性能のペナルティを被ります。
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動的ロード バランシングとページのマイグレーション
これらの弱点を克服するために、ESX Server は、従来の初期配置方法を動的再バラン
シングと統合します。システムは、定期的に（デフォルトでは 2 秒ごとに）さまざ
まなノードの負荷を調べて、仮想マシンをあるノードから別のノードに移動すること
によって負荷を再バランシングするべきかどうかを判定します。公平性またはリソー
ス資格に違反しないで性能を向上させるために、この計算では、仮想マシンとリソー
ス プールのリソース設定が考慮されます。

リバランサは、適切な仮想マシンを選択して、そのホーム ノードを負荷が最小の
ノードに変更します。可能な場合、リバランサは、すでに一部のメモリが宛先ノード
上に配置されている仮想マシンを移動します。そこから先は（仮想マシンが再び移動
されないかぎり）、仮想マシンがその新しいホーム ノード上にメモリを割り当てて、
新しいホーム ノード内のプロセッサ上でのみ実行されます。

再バランシングは、公平性を維持して、すべてのノードが完全に使用されるようにす
るための効果的な解決策です。リバランサは、メモリをほとんどまたはまったく割り
当てなかったノードに仮想マシンを移動しなければならない場合があります。その場
合、仮想マシンは、大量のリモート メモリ アクセスに伴う性能上のペナルティを被
ります。ESX Server は、仮想マシンの元のノードから新しいホーム ノードへメモリを
透過にマイグレーションすることによって、このペナルティを排除することができま
す。

1 システムは、元のノード上のページ（連続するメモリの 4KB）を選択し、その
データを宛先ノード内のページにコピーします。

2 システムは、宛先ノード上のページを以後のすべての参照に使用してリモート 
メモリ アクセスのペナルティを排除するように、仮想マシン監視レイヤとプロ
セッサのメモリ管理ハードウェアを使用して仮想マシンのメモリ ビューをシー
ムレスに再マッピングします。

仮想マシンが新しいノードへ移動した場合、ESX Server ホストはただちにそのメモリ
をこの方式で、通常はおよそ秒あたり 100KB（25 ページ）の速度でマイグレーショ
ンすることを開始します。仮想マシンのリモート メモリの残りがほとんどない場合
や宛先ノードの使用可能な空きメモリがほとんどない場合は特に、ESX Server ホスト
は、この速度を管理してシステムに過度な負担をかけないようにします。このメモリ 
マイグレーション アルゴリズムは、仮想マシンが短期間だけ新しいノードに移動さ
れる場合は ESX Server ホストがメモリを不必要に移動しないことも保証します。

初期配置、動的再バランシング、およびインテリジェントなメモリ マイグレーショ
ンが共同で動作する場合、作業負荷の変化があっても、NUMA システム上での良好
なメモリ性能がそれらの動作によって保証されます。主要な作業負荷の変化が発生し
た場合、たとえば、新しい仮想マシンが起動された場合、システムは再調整に時間を
かけて、仮想マシンとメモリを新しい場所にマイグレーションします。短期間（通常
は数秒または数分）でシステムは再調整を完了し、安定状態に達します。



VMware, Inc. 165

付録 A NUMA システムと ESX Server の併用

  

NUMA 用に最適化された透過なページ共有
仮想マシンの間でメモリを共有する機会を提供する ESX Server 作業負荷は、いくつも
あります。たとえば、いくつかの仮想マシンが、同じゲスト OS のインスタンスを実
行していたり、同じアプリケーションまたはコンポーネントをロードしていたり、共
通のデータを含んでいたりすることがあります。このような場合、ESX Server システ
ムは、専用の透過なページ共有技法を使用してメモリ ページの冗長コピーを安全に
削除します。メモリの共有により、仮想マシンを実行している作業負荷が消費するメ
モリが、物理マシン上で実行する場合の消費量よりも少なくなることがよくありま
す。結果的に、より高いレベルのオーバーコミットを効率的にサポートすることがで
きます。ESX Server システムの透過なページ共有も、NUMA システム上で使用するた
めに最適化されています。NUMA システムでは、ページはノードごとに共有される
ので、各 NUMA ノードは、数多く共有されたページの独自のローカル コピーを持ち
ます。仮想マシンは、共有ページを使用する場合、リモート メモリをアクセスする
必要がありません。

手動のNUMA制御
メモリを大量に使用するアプリケーションがある場合、または少数の仮想マシンがあ
る場合、仮想マシンの CPU とメモリの配置を明示的に指定することによって性能を
最適化するとよいでしょう。これは、仮想マシンがメモリ集約型の作業負荷（メモリ
内データベース、または大きいデータ セットを持つ科学計算アプリケーションなど）
を実行する場合に役に立ちます。システムの作業負荷が単純で変化しないことがわ
かっている場合も、NUMA の配置を手動で最適化するとよいでしょう。たとえば、
同様の作業負荷を持つ 8 つの仮想マシンを実行する 8 プロセッサ システムは、明示
的に簡単に最適化できます。

ESX Server は、管理者が仮想マシンのメモリとプロセッサの両方の配置を制御できる
ように、NUMA 配置用の 2 セットの制御を提供します。

VI クライアントでは、以下のことを指定できます。

仮想マシンが（[CPU アフィニティ ] オプションを通じて）特定のノード上のプロ
セッサだけを使用すること。「仮想マシンを単一の NUMA ノードに関連付けるた
めの CPU アフィニティ（P.169）」を参照してください。

サーバが（[ メモリ アフィニティ ] オプションを通じて）適切なノードにだけメ
モリを割り当てること。「メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付けるためのメ
モリ アフィニティ（P.170）」を参照してください。

注意 「VMware の NUMA 最適化アルゴリズム（P.163）」で説明したとおり、ほとんどの状
況において、ESX Server ホストの自動 NUMA 最適化で良好な性能が得られます。
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仮想マシンの起動前に両方のオプションを設定した場合、仮想マシンは適切なノード
上でのみ実行され、そのすべてのメモリはローカルに割り当てられます。

管理者は、仮想マシンの実行が始まったあとで仮想マシンを手動で別のノードに移動
することもできます。この場合、仮想マシンの前のノードからのメモリを新しいノー
ドに移動できるように、仮想マシンのページマイグレーション速度も手動で設定する
必要があります。

手動の NUMA 配置は、システムのプロセッサ リソースの公平なシェアを各仮想マシ
ンに与えることを試みる ESX Server のリソース管理アルゴリズムを妨害することがあ
ります。たとえば、プロセッサ集約型の作業負荷を持つ 10 個の仮想マシンを 1 つの
ノードに手動で配置し、2 つの仮想マシンだけを手動で別のノードに配置した場合、
システムは、12 個の仮想マシンすべてに均等にシステムのリソースのシェアを与え
ることはできません。NUMA を手動で配置する場合、これらの問題を考慮する必要
があります。

IBM Enterprise X-Architecture の概要
2002 年に IBM eServer x440 と Fujitsu Siemens Primergy T850 に初めて現れた
IBM Enterprise X-Architecture は、最大 4 つのノード（IBM の用語では、CEC または
SMP Expansion Complex とも呼びます）を持つサーバをサポートします。各ノードは
最大 4 つの Intel Xeon MP プロセッサを持つことができます（合計で 16 個の CPU）。
次世代の IBM eServer x445 は、Enterprise X-Architecture の強化バージョンを使用し、
最大 4 つの Xeon MP プロセッサを持つ８つのノード（合計で 32 個の CPU）を持て
るように拡張されています。第 3 世代の IBM eServer x460 は、同様のスケーラビリ
ティを提供しますが、64 ビット Xeon MP プロセッサもサポートします。これらのす
べてのシステムの高スケーラビリティは、IBM のハイエンドの POWER4 ベース
pSeries サーバと共有される、Enterprise X-Architecture の NUMA 設計に由来します。
Enterprise X Architecture の詳細については、IBM Redbook『IBM eServer xSeries 440 
Planning and Installation Guide』を参照してください。www.redbooks.ibm.com で検
索してください。

AMD Opteron ベースのシステムの概要
AMD Opteron ベースのシステム（HP ProLiant DL585 Server など）も、NUMA サポー
トを提供します。ノード インタリービングの BIOS 設定は、システムが NUMA シス
テムのように動作するか、Uniform Memory Architecture（UMA）システムのように
動作するかを決定します。詳細については、『HP ProLiant DL585 Server Technology 
technology brief』を参照してください。
docs.hp.com/en/347569-003/347569-003.pdf の『HP ROM-Based Setup Utility User 
Guide』も参照してください。
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デフォルトではノード インタリービングは無効なので、各プロセッサが自身のメモ
リを持ちます。BIOS はシステム リソース割り当てテーブル（SRAT）を構築するの
で、ESX Server ホストはシステムを NUMA として検出し、NUMA 最適化を適用しま
す。ノード インタリービング（インタリーブ メモリとも呼びます）を有効にした場
合、BIOS は SRAT を構築しないので、ESX Server ホストはシステムを NUMA として
検出しません。

現在供給されている Opteron プロセッサは、ソケットあたり 1 つまたは 2 つのコア
を持ちます。ノード メモリが有効な場合、Opteron プロセッサ上のメモリは、各ソ
ケットがいくらかのローカル メモリを持つように分割されますが、他のソケットの
メモリはリモートです。したがって、シングルコア Opteron システムは、NUMA
ノードあたり 1 つのプロセッサを持ち、デュアルコア Opteron システムは、NUMA
ノードあたり 2 つのプロセッサを持ちます。

（2 つの仮想プロセッサを持つ）SMP 仮想マシンは、シングルコアを持つ NUMA ノー
ド（シングルコア Opteron プロセッサなど）内には常駐できません。これは、ESX 
Server NUMA スケジューラがそれらの仮想マシンを管理できないことも意味します。
NUMA スケジューラによって管理されない仮想マシンであっても、正常に動作しま
す。ただし、それらの仮想マシンは ESX Server の NUMA 最適化の利点を得られませ
ん。（単一の仮想プロセッサを持つ）ユニプロセッサ仮想マシンは、単一の NUMA
ノード内に常駐でき、自動的に ESX Server NUMA スケジューラによって管理されま
す。

NUMA構成情報の検索
この節では、NUMA システムについての統計情報を取得する方法について説明しま
す。

NUMA 統計情報の取得
NUMA 統計情報を取得するには、以下のコマンドを発行します。

cat /proc/vmware/NUMA/hardware

以下の属性についての情報が表示されます。

Node　ノード番号。

ID　NUMA ノードのハードウェア ID 番号。

MachineMem　この NUMA ノード上にある物理メモリの量。

注意 小型の Opteron システムの場合、NUMA 再バランシングは、スケジューリングの公
平性を確保するためにデフォルトで無効になっています。Numa.RebalanceCoresTotal
と Numa.RebalanceCoresNode の各オプションを使用すると、この動作を変更できま
す。「詳細仮想マシン属性の設定（P.151）」を参照してください。
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ManagedMem　ESX Server 仮想レイヤによって使用されているメモリを除いた、
この NUMA ノード上にある物理メモリの量。

CPUs　このノード内の物理プロセッサの、スペースで区切られたリスト。

Total memory　各 NUMA ノードに物理的に装備されたメモリの量。このメモリ
のすべてを VMkernel が管理できるわけではありません。なぜなら、メモリの一
部はサービス コンソールによって使用されているからです。

各 NUMA ノードのメモリ量の確認
各ノードのメモリ量を確認するには、サービス コンソールで以下を入力します。

cat /proc/vmware/mem

仮想マシンのメモリ量の確認
NUMA ノード上の仮想マシンのメモリ量を確認するには、サービス コンソールで以
下のようにします。

cat /proc/vmware/vm/<id>/mem/numa

表示される結果の例を示します。

上記の出力は、指定された ID を持つ仮想マシンが、ノード 0 上で 51MB のメモリを
占めていて、ノード 1 上でメモリを占めていないことを示しています。

Node# Pages/MB

0 13250/51

1 0/0

注意 上記の例では、ノード 0 に関連付けられたページだけがこの仮想マシン用に割り当て
られるようにメモリ アフィニティが設定されています。メモリ アフィニティが設定
されていなかった場合、通常はノード 0 と 1 の間のより均等なメモリ配分が表示され
たはずです。詳細については、「メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付けるための
メモリ アフィニティ（P.170）」を参照してください。
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仮想マシンを単一のNUMAノードに関連付けるための CPU
アフィニティ 

場合により、仮想マシンを単一の NUMA ノード上の CPU 番号に関連付けることに
よって、仮想マシン上のアプリケーションの性能を向上できることがあります（手動
CPU アフィニティ）。これらの CPU 番号の取得については、「NUMA 構成情報の検索

（P.167）」を参照してください。

単一の NUMA ノードの CPU アフィニティを設定する手順

1 VI クライアントを使用し、仮想マシンを右クリックして、[ 設定の編集 ] を選択
します。

2 [ 仮想マシンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ リソース ] タブを選択し、
[CPU] を選択します。

3 [ アフィニティのスケジュール ] パネルで、異なる NUMA ノードの CPU アフィ
ニティを設定できます。

要注意 CPU アフィニティを使用する場合、いくつもの潜在的な問題があります。
「アフィニティでの潜在的な問題（P.131）」を参照してください。

注意 NUMA ノード内のすべてのプロセッサのボックスを手動で選択する必要があり
ます。CPU アフィニティは、ノード単位ではなくプロセッサ単位で指定します。
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メモリ割り当てをNUMAノードに関連付けるためのメモリ 
アフィニティ 

仮想マシン上の将来のすべてのメモリ割り当てが、単一の NUMA ノードに関連付け
られたページを使用することを指定できます（手動メモリ アフィニティとも呼ばれ
ます）。仮想マシンがローカル メモリを使用する場合、その仮想マシン上で性能が向
上します （NUMA ノード番号の確認については「NUMA 統計情報の取得（P.167）」
を参照してください）。

メモリ割り当てを NUMA ノードに関連付ける手順

1 VI クライアントを使用し、仮想マシンを右クリックして、[ 設定の編集 ] を選択
します。

2 [ 仮想マシンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ リソース ] タブを選択し、
[ メモリ ] を選択します。

3 [NUMA メモリのアフィニティ ] パネルでメモリ アフィニティを設定します。

例： 単一の NUMA ノードへの仮想マシンのバインド
以下の例は、8 方向サーバ上の仮想マシン用に 4 つの CPU を単一の NUMA ノードに
手動バインドする場合を示しています。この仮想マシンをノード 1 上でのみ実行す
るとします。

CPU  たとえば、4、5、6、7  は、物理 CPU 番号です。

注意 将来のメモリ割り当てに使用するノードを指定するのは、CPU アフィニティも指定し
た場合だけにしてください。メモリ アフィニティ設定だけを手動で変更すると、自
動 NUMA 再バランシングが適切に動作しなくなります。
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2 方向仮想マシンをバインドして、8 プロセッサ マシンの最後の 4 つの物理 CPU だ
けを使用する手順

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルで、仮想マシンを選択し、[ 設定の編
集 ] を選択します。[ オプション ] を選択し、[ 詳細 ] をクリックして、[ 構成パラ
メータ ] ボタンをクリックします。

2 VI クライアントで、プロセッサ 4、5、6、7 の CPU アフィニティをオンにしま
す。「単一の NUMA ノードの CPU アフィニティを設定する手順（P.169）」を参
照してください。

仮想マシンのメモリを設定して、仮想マシンのすべてのメモリをノード 1 上で割り
当てることを指定する手順

1 VI クライアントの [ インベントリ ] パネルで、仮想マシンを選択し、[ 設定の編
集 ] を選択します。

2 [ オプション ] を選択し、[ 詳細 ] をクリックして、[ 構成パラメータ ] ボタンをク
リックします。

3 VI クライアントで、NUMA ノードのメモリ アフィニティを 1 に設定します。「メ
モリ割り当てを NUMA ノードに関連付ける手順（P.170）」を参照してください。

これらの 2 つのタスクを完了すると、仮想マシンが NUMA ノード 1 の上でのみ実行
されるようになり、可能な場合、仮想マシンが同じノードからメモリを割り当てるよ
うになります。
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B

この付録では、esxtop 性能監視ツールの使用法について説明します。内容は、以下
のとおりです。

性能監視のための esxtop ユーティリティの使用（P.173）

対話モードでの esxtop ユーティリティの使用（P.174）

バッチ モードでの esxtop ユーティリティの使用（P.190）

リプレイ モードでの esxtop ユーティリティの使用（P.191）

性能監視のための esxtop ユーティリティの使用
esxtop コマンドライン ツールは、ESX Server がリソースをどのように使用するかに
関する細分化された詳細をリアル タイムで提供します。このツールは、ESX Server ホ
ストのサービス コンソール上で実行します。

esxtop の呼び出し手順

1 ルート ユーザー特権を持っていることを確認します。

2 希望するオプションを使用して、コマンドを入力します。

esxtop [-] [h] [v] [b] [s] [R  vm-support_dir_path] [d delay] [n iter]

esxtop ユーティリティの
使用 B
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esxtop は、対話（デフォルト）、バッチ、リプレイのいずれかのモードで呼び出すこ
とができます。以下の各節では、各モードについて説明し、使用可能なコマンドのリ
ファレンスを示し、統計情報を表示します。

対話モードでの esxtop ユーティリティの使用（P.174）

バッチ モードでの esxtop ユーティリティの使用（P.190）

リプレイ モードでの esxtop ユーティリティの使用（P.191）

構成ファイル
esxtop ユーティリティは、そのデフォルト構成を ~/.esxtop3rc から読み取ります。
この構成ファイルは、5 つの行からなります。

最初の 4 行には、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークの各パネルにどのフィー
ルドをどの順序で表示するかを指定する小文字と大文字があります。これらの文字
は、それぞれの esxtop パネルの Fields パネルまたは Order パネル内の文字に対応し
ます。

5 行目には、他のオプションについての情報が含まれます。最も重要な点は、構成を
セキュア モードで保存した場合、~/.esxtop3rc ファイルの 5 行目から s を削除しな
いとインセキュアな esxtop を得られないことです。値は、更新間の遅延時間を指定
します。対話モードでは、<c>、<m>、<d>、または <n> を入力すると、esxtop が
どのパネルで起動するかが決まります。

対話モードでの esxtop ユーティリティの使用
デフォルトでは、esxtop は対話モードで実行されます。対話モードでは、以下の各
節で説明する異なるパネルに統計情報が表示されます。

CPU パネル（P.178）

メモリ パネル（P.181）

ストレージ パネル（P.185）

ネットワーク パネル（P.188）

各パネルで、ヘルプ メニューを使用できます。

注意 このファイルの編集は推奨されません。代わりに、実行中の esxtop プロセス内で
フィールドと順序を選択し、変更を加え、W 対話コマンドを使用してこのファイル
を保管してください。
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対話モードのコマンドライン オプション
対話モードでは、以下のコマンドライン オプションを使用できます。

共通の統計情報の説明
esxtop を対話モードで実行している場合、異なるパネルにいくつかの統計情報が表
示されます。以下の統計情報は、4 つのパネルすべてで共通です。

[Uptime] 行は、4 つの各 esxtop パネルの最上部にあり、現在時刻、最後のリブート
からの時間、現在実行中のワールドの数、および負荷平均が表示されます。ワールド
は、ESX Server VMKernel のスケジュール可能なエンティティであり、他のオペレー
ティング システムのプロセスまたはスレッドと同様です。

その下に、過去 1 分間、5 分間、および 15 分間の負荷平均が表示されます。負荷平
均では、実行中と実行準備完了の両方のワールドが考慮されます。1.00 の負荷平均
は、すべての物理 CPU が完全に使用されていることを意味します。2.00 の負荷平均
は、現在使用可能な物理 CPU の 2 倍の数の物理 CPU を ESX Server システムが必要と
しているかもしれないことを意味します。同様に、0.50 の負荷平均は、ESX Server シ
ステム上の物理 CPU が半分使用されていることを意味します。

表 B-1.  対話モードのコマンドライン オプション

オプショ
ン 説明

h    esxtop のコマンドライン オプションのヘルプを表示します。

v esxtop のバージョン番号を表示します。

s    esxtop をセキュア モードで呼び出します。セキュア モードでは、更新間の遅
延を指定する -d コマンドは無効です。

d    更新間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時間は 2 秒です。こ
れは、対話コマンド s で変更できます。2 秒未満の遅延を指定した場合、遅延
は 2 秒に設定されます。

n    反復回数。表示を n 回更新して、終了します。
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対話モードの単一キー コマンド
対話モードで実行している場合、esxtop はいくつかの単一キー コマンドを認識しま
す。この節で示すコマンドは、4 つのパネルすべてで認識されます。コマンド ライン
で s オプションを指定した場合、更新間の遅延を指定するコマンドは無効になります

（「対話モードのコマンドライン オプション（P.175）」を参照）。ソートの対話コマン
ドは、すべて降順でソートします。

表 B-2.  esxtop の対話モードの単一キー コマンド

キー 説明

h また
は ?

現在のパネルのヘルプ メニューを表示し、コマンドの概略と、セキュア モード
の状態を示します。

スペー
ス

現在のパネルをただちに更新します。

^L   現在のパネルを消去し、再描画します。

f または
F

統計情報の列（フィールド）を現在のパネルに追加するか、現在のパネルから削
除するためのパネルを表示します。詳細については、「統計情報の列と順序の
ページ（P.177）」を参照してください。

o また
は O

現在のパネル上で統計情報の列の順序を変更するためのパネルを表示します。詳
細については、「統計情報の列と順序のページ（P.177）」を参照してください。

#    表示する統計情報の行数の入力を求めてきます。0 より大きいどの値でも、表示
する行数の自動判定がオーバーライドされ、これはウィンドウ サイズの測定に基
づきます。1 つの esxtop パネルでこの値を変更した場合、4 つのパネルすべてに
変更が影響します。

s    更新間の遅延を秒数で入力するよう求めてきます。少数の値は、マイクロ秒まで
認識されます。デフォルト値は 5 秒です。最小値は 2 秒です。このコマンドは、
セキュア モードでは使用できません。

W    現在の設定を ~/.esxtop3rc に書き込みます。この方法が、esxtop 構成ファイルを
変更する方法として推奨されます。「構成ファイル（P.174）」を参照してくださ
い。

q    対話モードを終了します。

c    CPU リソース使用率パネルに切り替えます。

m    メモリ リソース使用率パネルに切り替えます。

d    ストレージ（ディスク）リソース使用率パネルに切り替えます。

n    ネットワーク リソース使用率パネルに切り替えます。
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統計情報の列と順序のページ
<f>、<F>、<o>、または <O> を押すと、最上部の行のフィールドの順序とフィール
ドの内容の短い説明を指定するページが表示されます。フィールドに対応するフィー
ルド文字列内の文字が大文字の場合、そのフィールドが表示されます。フィールドの
説明の前のアスタリスクは、フィールドが表示されるかどうかを表します。

フィールドの順序は、文字列内の文字の順序に対応します。

Field Select パネルでは、以下のことができます。

対応する文字を押すことでフィールドの表示を切り替えられます。

対応する大文字を押すことでフィールドを左に移動できます。

対応する小文字を押すことでフィールドを右に移動できます。

以下の図は、フィールド順序の変更を示しています。

図 B-1.  フィールド順序の変更
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CPU パネル
CPU パネルには、サーバ全体の統計情報と、個々のワールド、リソース プール、お
よび仮想マシンの CPU 使用率の統計情報が表示されます。リソース プール、実行中
の仮想マシン、または他のワールドは、場合によりグループと呼ばれます。仮想マシ
ンに属するワールドの場合、実行中の仮想マシンについての統計情報が表示されま
す。その他のすべてのワールドは、それらを含むリソース プールに論理的に統合さ
れます。

図 B-2.  CPU パネル

表示は、単一キー コマンドを使用して変更できます。統計情報と単一キー コマンド
について、以下の各表で説明します。

CPU パネルの統計情報（P.178）

CPU パネルの単一キー コマンド（P.181）

表 B-3.  CPU パネルの統計情報 

行 説明

PCPU(%) 物理 CPU あたりの CPU 使用率と物理 CPU の合計平均使用率のパーセン
テージ。

LCPU(%) 論理 CPU あたりの CPU 使用率のパーセンテージ。パッケージに属する論
理 CPU のパーセンテージの合計は、100 パーセントになります。この行
が表示されるのは、ハイパースレッディングが存在し、有効な場合だけで
す。ハイパースレッディングについては「ハイパースレッディングと ESX 
Server（P.134）」を参照してください。

CCPU(%) ESX Server サービス コンソールによって報告された合計 CPU 時間のパー
センテージ。

us　ユーザー時間のパーセンテージ。

sy　システム時間のパーセンテージ。

id　アイドル時間のパーセンテージ。

wa　待機時間のパーセンテージ。

cs/sec　サービス コンソールによって記録された、秒あたりのコン
テキスト スイッチ。
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ID 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンのリソース プール
ID または仮想マシン ID、または実行中のワールドのワールド ID。

GID 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンのリソース プール
ID。

NAME 実行中のワールドのリソース プールまたは仮想マシンの名前、または実行
中のワールドの名前。

NMEM 実行中のワールドのリソース プール内または仮想マシン内のメンバーの
数。対話コマンド e（後述の対話コマンドを参照）を使用してグループを
展開している場合、結果的に生じるすべてのワールドの NMEM は 1 です

（コンソール リソース プールなどの一部のリソース プールは、メンバーを
1 つしか持ちません）。

%STATE TIMES 以下のパーセンテージからなる CPU 統計情報のセット。ワールドの場合、
パーセンテージは、1 つの物理 CPU のパーセンテージです。

%USED リソース プール、仮想マシン、またはワールドによって使用されている
パーセンテージ物理 CPU。

%SYS 割り込みの処理とその他のシステム アクティビティの実行のために、リ
ソース プール、仮想マシン、またはワールドに代わって ESX Server 
VMKernel 内で消費された時間のパーセンテージ。この時間は、上記の
%USED を計算するのに使用された時間の一部です。

%TWAIT リソース プール、仮想マシン、またはワールドが待機状態で消費した時間
のパーセンテージ。このパーセンテージは、リソース プール、仮想マシ
ン、またはワールドがアイドルだった時間のパーセンテージを含みます。

%IDLE リソース プール、仮想マシン、またはワールドがアイドルだった時間の
パーセンテージ。リソース プール、仮想マシン、またはワールドが何らか
のイベントを待っていた時間のパーセンテージを見るには、上記の
%TWAIT からこのパーセンテージを引きます。

%RDY リソース プール、仮想マシン、またはワールドの実行準備が完了していた
時間のパーセンテージ。

%MLMTD リソース プール、仮想マシン、またはワールドを実行するとリソース 
プール、仮想マシン、またはワールドのリミットの設定に違反するため
に、ESX Server VMKernel がリソース プール、仮想マシン、またはワール
ドを意図的に実行しなかった時間のパーセンテージ。リソース プール、仮
想マシン、またはワールドの実行がこのように防止された場合にリソース 
プール、仮想マシン、またはワールドの実行準備ができていても、
%MLMTD の時間は %RDY の時間には含まれません。

EVENT 
COUNTS/s

秒あたりのイベント レートからなる CPU 統計情報のセット。これらの統
計情報は、VMware の内部専用の情報です。

CPU ALLOC 以下の CPU 割り当て構成パラメータからなる CPU 統計情報のセット。

表 B-3.  CPU パネルの統計情報  ( 続き )

行 説明
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AMIN リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の [ 予約 ]。「リソース 
プールの作成とカスタマイズ（P.27）」を参照してください。

AMAX リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の [ リミット ]。-1 の
値は制限なしを意味します。「リソース プールの作成とカスタマイズ

（P.27）」を参照してください。

ASHRS リソース プール、仮想マシン、またはワールド属性の [ シェア ]。「リソー
ス プールの作成とカスタマイズ（P.27）」を参照してください。

SUMMARY 
STATS

以下の CPU 割り当て構成パラメータと統計情報からなる CPU 統計情報の
セット。これらの統計情報はワールドにのみ該当し、仮想マシンまたはリ
ソース プールには該当しません。

AFFINITY BIT 
MASK

ワールドの現在のスケジューリング アフィニティを表すビット マスク。
「CPU アフィニティを使用して仮想マシンを特定のプロセッサに割り当て
る（P.130）」を参照してください。

HTSHARING 現在のハイパースレッディング構成。「ハイパースレッディング用の高度
なサーバ構成（P.134）」を参照してください。

CPU esxtop がこの情報を取得した時点でワールドを実行していた物理または論
理プロセッサ。

HTQ ワールドが現在隔離されているかどうかを示します。N が no、Y が yes を
意味します。「隔離（P.136）」を参照してください。

TIMER/s このワールドのタイマ レート。

%OVRLP リソース プール、仮想マシン、またはワールドがスケジュールされた間
に、異なるリソース プール、仮想マシン、またはワールドの代わりに、リ
ソース プール、仮想マシン、またはワールドのスケジューリング中に消費
されたシステム時間のパーセンテージ。この時間は、%SYS には含まれま
せん。たとえば、仮想マシン A が現在スケジュールされていて、仮想マシ
ン B のネットワーク パケットが ESX Server VMKernel によって処理される
場合、それを行なって消費される時間は、仮想マシン A の %OVRLP およ
び仮想マシン B の %SYS として現れます。

%RUN スケジュールされた合計時間のパーセンテージ。この時間では、ハイパー
スレッディングとシステム時間はわかりません。ハイパースレッディング
の有効なサーバでは、%RUN が %USED の 2 倍の大きさになることがあり
ます。

表 B-3.  CPU パネルの統計情報  ( 続き )

行 説明
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メモリ パネル
メモリ パネルには、サーバ全体とグループのメモリ使用率の統計情報が表示されま
す。CPU パネルと同様に、グループは、メモリを消費しているリソース プール、実
行中の仮想マシン、またはその他のワールドに対応します。マシン メモリと物理メ
モリの違いについては、「仮想マシン内の仮想メモリ（P.136）」を参照してください。

メモリパネルの最上部にある最初の行には、現在時刻、最後のリブートからの時間、
現在実行中のワールドの数、およびメモリ オーバーコミットの平均が表示されます。
メモリ オーバーコミットの平均は、過去 1 分間、5 分間、および 15 分間について表
示されます。1.00 のメモリ オーバーコミットは、100 パーセントのメモリ オーバー
コミットを意味します。「メモリのオーバーコミット（P.44）」を参照してください。

図 B-3.  esxtop メモリ パネル

表 B-4.  CPU パネルの単一キー コマンド 

コマンド 説明

e    CPU 統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。
展開表示には、リソース プールまたは仮想マシンに属する個々のワールドに
よって分割された CPU リソース使用率統計情報が含まれます。個々のワー
ルドのすべてのパーセンテージは、単一の物理 CPU のパーセンテージです。
以下の例を考慮してください。

リソース プールによる %Usedが 2 方向サーバ上で 30%の場合、リソース 
プールは 2 つの物理 CPU の 30 パーセントを使用しています。
リソース プールに属するワールドによる%Usedが2方向サーバ上で30%
の場合、ワールドは 1 つの物理 CPU の 30 パーセントを使用しています。

U    リソース プールまたは仮想マシンの %Used 列によって、リソース プール、
仮想マシン、およびワールドをソートします。

R    リソース プールまたは仮想マシンの %RDY 列によって、リソース プール、
仮想マシン、およびワールドをソートします。

N    リソース プール、仮想マシン、およびワールドを GID 列によってソートしま
す。これがデフォルトのソート順序です。
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表 B-5.  esxtop メモリ パネル

フィールド 説明

PMEM (MB) サーバのマシン メモリ統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位
です。

total　サーバ内のマシン メモリの合計量。
cos　ESX Server サービス コンソールに割り当てられたマシン メモリの
量。
vmk　ESX Server VMKernel によって使用されているマシン メモリの量。
other　ESX サービス コンソールと ESX Server VMKernel 以外のすべての
ものによって使用されているマシン メモリの量。
free　空きマシン メモリの量。

VMKMEM 
(MB)

ESX Server VMKernel のマシン メモリ統計情報を表示します。値はすべてメ
ガバイト単位です。

managed　ESX Server VMKernel によって管理されているマシン メモリ
の合計量。
min free　ESX Server VMKernel が空きにしておこうとするマシン メモリ
の最小量。
rsvd　リソース プールによって現在予約されているマシン メモリの合
計量。
ursvd　現在未予約のマシン メモリの合計量。
state　現在のマシン メモリの可用性状態。値は、high、soft、hard、
low のいずれかです。high はマシン メモリにプレッシャーがかかって
いないこと、low はかかっていることを意味します。

COSMEM (MB) ESX Server サービス コンソールによって報告されたメモリ統計情報が表示
されます。値はすべてメガバイト単位です。

free　アイドル メモリの量。
swap_t　構成された合計スワップ。
swap_f　スワップ フリーの量。
r/s is　メモリがディスクからスワップ インされる速度。
w/s　メモリがディスクにスワップされる速度。

NUMA (MB) ESX Server の NUMA 統計情報を表示します。この行が表示されるのは、
ESX Server ホストが NUMA サーバ上で実行されている場合だけです。値は
すべてメガバイト単位です。
サーバ内の NUMA ノードごとに 2 つの統計情報が表示されます。

ESX Server によって管理されている、NUMA ノード内のマシン メモリの
合計量。
現在空きである、ノード内のマシン メモリの量（括弧内）。
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PSHARE (MB) ESX Server のページ共有統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単
位です。

shared　共有されている物理メモリの量。
common　ワールド間で共通のマシン メモリの量。
saving　ページ共有によって節約されたマシン メモリの量。

SWAP (MB) ESX Server のスワップ使用率統計情報を表示します。値はすべてメガバイ
ト単位です。

curr　現在のスワップ使用率。
target　ESX Server システムが予想するスワップ使用率。
r/s　メモリがESX Serverシステムによってディスクからスワップ インさ
れる速度。
w/s　メモリが ESX Server システムによってディスクにスワップされる
速度。

背景情報については、「スワッピング（P.145）」を参照してください。

MEMCTL (MB) メモリ バルーン統計情報を表示します。値はすべてメガバイト単位です。
curr　vmmemctl モジュールを使用して解放する物理メモリの合計量。
target　vmmemctl モジュールを使用して解放することを ESX Server ホ
ストが試みる物理メモリの合計量。
max　vmmemctl モジュールを使用して ESX Server ホストが解放できる
物理メモリの最大量。

メモリ バルーニングの背景情報については、「メモリ バルーン
（vmmemctl）ドライバ（P.143）」を参照してください。

AMIN このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ予約。「予約（P.23）」を参
照してください。

AMAX このリソース プールまたは仮想マシンのメモリリミット。-1 の値は制限な
しを意味します。「リミット（P.24）」を参照してください。

ASHRS このリソース プールまたは仮想マシンのメモリ シェア。「シェア（P.22）」
を参照してください。

NHN リソース プールまたは仮想マシンの現在のホーム ノード。この統計情報
は、NUMA システム上でのみ有効です。仮想マシンにホーム ノードがない
場合、ダッシュ（-）が表示されます。154 ページの「ESX Server サーバの
NUMA スケジューリング」を参照してください。

NRMEM (MB) 仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられている現在のリモート メ
モリ量。この統計情報は、NUMA システム上でのみ有効です。「VMware の
NUMA 最適化アルゴリズム（P.163）」を参照してください。

N%L ローカルである仮想マシンまたはリソース プールに割り当てられているメ
モリの現在のパーセンテージ。

MEMSZ (MB) リソース プールまたは仮想マシンに割り当てられている物理メモリの量。

表 B-5.  esxtop メモリ パネル ( 続き )

フィールド 説明
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SZTGT (MB) ESX Server VMKernel がリソース プールまたは仮想マシンに割り当てること
を希望しているマシン メモリの量。

TCHD (MB) リソース プールまたは仮想マシンの作業セットの見積もり。「メモリ割り
当てとアイドル メモリ税（P.140）」を参照してください。

%ACTV ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は瞬時値です。

%ACTVS ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は低速移動平均です。

%ACTVF ゲストによって参照されているゲスト物理メモリのパーセンテージ。これ
は高速移動平均です。

MCTL? メモリ バルーン ドライバがインストールされているかどうか。[N] が no、
[Y] が yes を意味します。「メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ

（P.143）」を参照してください。

MCTLSZ (MB) バルーニングの方法によってリソース プールから解放された物理メモリの
量。「メモリ バルーン（vmmemctl）ドライバ（P.143）」を参照してくださ
い。

MCTLTGT 
(MB)

バルーニングの方法によって ESX Server システムがリソース プールまたは
仮想マシンから解放できる物理メモリの量。「メモリ バルーン

（vmmemctl）ドライバ（P.143）」を参照してください。

MCTLMAX 
(MB)

バルーニングの方法によって ESX Server システムがリソース プールまたは
仮想マシンから解放できる物理メモリの最大量。この最大量は、ゲスト OS
のタイプに依存します。

SWCUR (MB) このリソース プールまたは仮想マシンの現在のスワップ使用率。

SWTGT (MB) ESX Server システムが予想する、リソース プールまたは仮想マシンによる
スワップ使用率のターゲット。

SWR/s (MB) リソース プールまたは仮想マシンのディスクから ESX Server ホストがメモ
リをスワップ インする速度。

SWW/s (MB) リソース プールまたは仮想マシンのメモリを ESX Server ホストがディスク
にスワップする速度。

CPTRD (MB) チェックポイント ファイルから読み取られたデータの量。

CPTTGT (MB) チェックポイント ファイルのサイズ。

ZERO (MB) リソース プールまたは仮想マシンの、消去された物理ページ。

SHRD (MB) リソース プールまたは仮想マシンの、共有された物理ページ。

SHRDSVD 
(MB)

リソース プールまたは仮想マシンの共有ページのために保管されたマシン 
ページ。

表 B-5.  esxtop メモリ パネル ( 続き )

フィールド 説明
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メモリ パネルの対話コマンド

ストレージ パネル
このパネルには、サーバ全体のストレージ使用率の統計情報が表示されます。統計情
報は、デフォルトではストレージ アダプタごとに統合されます。ストレージ チャネ
ル、ターゲット、LUN、または LUN を使用するワールドごとに統計情報を表示する
こともできます。

図 B-4.  esxtop ストレージ パネル

OVHD (MB) リソース プールの現在のスペース オーバーヘッド。「メモリ オーバーヘッ
ドについて（P.138）」を参照してください。

OVHDMAX 
(MB) 

リソース プールまたは仮想マシンによって招来される可能性がある最大ス
ペース オーバーヘッド。「メモリ オーバーヘッドについて（P.138）」を参照
してください。

表 B-6.  メモリ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

M    リソース プールまたは仮想マシンを [Group Mapped] 列によってソートしま
す。

B    リソース プールまたは仮想マシンを [Group Memctl] 列によってソートしま
す。

N    リソース プールまたは仮想マシンを [GID] 列によってソートします。これが
デフォルトのソート順序です。

表 B-5.  esxtop メモリ パネル ( 続き )

フィールド 説明
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ストレージ パネルの対話コマンド
 

表 B-7.  ストレージ パネルの統計情報 

列 説明

ADAPTR ストレージ アダプタの名前。

CID ストレージ アダプタのチャネル ID。この ID が表示されるのは、対応するア
ダプタが展開されている場合だけです。後述の対話コマンド e を参照してく
ださい。

TID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット ID。この ID が表示されるのは、
対応するアダプタとチャネルが展開されている場合だけです。後述の対話コ
マンド e と a を参照してください。

LID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット LUN ID。この ID が表示されるの
は、対応するアダプタ、チャネル、およびターゲットが展開されている場合
だけです。後述の対話コマンド e、a、および t を参照してください。

WID ストレージ アダプタのチャネル ターゲット LUN ワールド ID。この ID が表
示されるのは、対応するアダプタ、チャネル、ターゲット、および LUN が
展開されている場合だけです。後述の対話コマンド e、a、t、および l を参
照してください。

NCHNS チャネル数。

NTGTS ターゲット数。

NLUNS LUN 数。

NVMS ワールド数。

SHARES シェア数。

BLKS バイト単位のブロック サイズ。この統計情報は、LUN にのみ該当します。

AQLEN ストレージ アダプタのキューの深さ。サポートするようにアダプタ ドライ
バが構成されている、ESX Server VMKernel アクティブ コマンドの最大数。

LQLEN LUN のキューの深さ。LUN が持つことができる ESX Server VMKernel アク
ティブ コマンドの最大数。

WQLEN ワールドのキューの深さ。ワールドが持つことができる ESX Server VMKernel
アクティブ コマンドの最大数。これは、ワールドの LUN あたりの最大数で
す。

%USD ESX Server VMKernel アクティブ コマンドによって使用されているキューの
深さ（アダプタ、LUN、またはワールド）のパーセンテージ。

LOAD ESX Server VMKernel アクティブ コマンドと ESX Server VMKernel キュー コマ
ンドのキューの深さ（アダプタ、LUN、またはワールド）に対する比率。

ACTV ESX Server VMKernel 内の現在アクティブなコマンドの数。

QUED ESX Server VMKernel 内の現在キューに入っているコマンドの数。

CMDS/s 秒あたりのコマンド発行数。
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READS/s 秒あたりの読み取りコマンド発行数。

WRITES/s 秒あたりの書き込みコマンド発行数。

MBREAD/s 読み取ったメガバイト / 秒。

MBWRTN/s 書き込んだメガバイト / 秒。

DAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均デバイス レーテンシー。

KAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均 ESX Server VMKernel レーテンシー。

GAVG/cmd コマンドあたりのミリ秒単位の平均仮想マシン オペレーティング システム 
レーテンシー。

ABRTS/s 秒あたりのアボートされたコマンド数。

RESETS/s 秒あたりのリセットされたコマンド数。

表 B-8.  ストレージ パネルの対話コマンド

コマンド 説明

e    ストレージ アダプタ統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開
されたストレージ アダプタに属する個々のチャネルによって分割されたスト
レージ リソース使用率の統計情報を表示できます。アダプタ名の入力を求め
てきます。

a    ストレージ チャネル統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展開
されたストレージ チャネルに属する個々のターゲットによって分割されたス
トレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。最初にアダプタ名、次
にチャネル ID の入力を求めてきます。チャネル自体を展開する前に、チャネ
ル アダプタを展開する必要があります。

t   ストレージ ターゲット統計情報の展開表示と非展開表示を切り替えます。展
開されたストレージ ターゲットに属する個々の LUN によって分割されたス
トレージ リソース使用率の統計情報を表示できます。最初にアダプタ名、次
にチャネル ID、最後にターゲット ID の入力を求めてきます。ターゲット自
体を展開する前に、ターゲット チャネルとアダプタを展開する必要がありま
す。

l    LUN の展開モード表示と非展開モード表示を切り替えます。展開されたスト
レージ LUN を使用する個々のワールドによって分割されたストレージ リ
ソース使用率の統計情報を表示できます。最初にアダプタ名、次にチャネル
ID、次にターゲット ID、最後に LUN ID の入力を求めてきます。LUN 自体を
展開する前に、LUN ターゲット、チャネル、およびアダプタを展開する必要
があります。

r    [Reads] 列によってソートします。

w    [Writes] 列によってソートします。

表 B-7.  ストレージ パネルの統計情報  ( 続き )

列 説明
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ネットワーク パネル
このパネルには、サーバ全体のネットワーク使用率の統計情報が表示されます。統計
情報は、構成された仮想ネットワーク デバイスごとに、ポートごとに配列されます。
物理ネットワーク アダプタの統計情報については、物理ネットワーク アダプタが接
続されたポートに対応する行を参照してください。特定の仮想マシン内で構成された
仮想ネットワーク アダプタの統計情報については、仮想ネットワーク アダプタが接
続されたポートに対応する行を参照してください。

図 B-5.  esxtop ネットワーク パネル

ネットワーク パネルの統計情報

R   [MB read] 列によってソートします。

T    [MB written] 列によってソートします。

N    最初に [ADAPTR] 列によってソートし、次に各 [ADAPTR] 内の [CID] 列によっ
てソートし、次に各 [CID] 内の [TID] 列によってソートし、次に各 [TID] 内の 
[LID] 列によってソートし、最後に各 [LID] 内の [WID] 列によってソートしま
す。これがデフォルトのソート順序です。

表 B-8.  ストレージ パネルの対話コマンド ( 続き )

コマンド 説明

表 B-9.  ネットワーク パネルの統計情報

列 説明

PORT 仮想ネットワーク デバイス ポート ID。

UPLINK [Y] は、対応するポートがアップリンクであることを意味します。[N] は、そ
うではないことを意味します。

UP   [Y] は、対応するリンクが稼動していることを意味します。[N] は、そうでは
ないことを意味します。

SPEED メガビット / 秒単位でのリンク速度。

FDUPLX [Y] は、対応するリンクが全二重で動作していることを意味します。[N] は、
そうではないことを意味します。
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ネットワーク パネルの対話コマンド

USED 仮想ネットワーク デバイス ポート ユーザー。

DTYP 仮想ネットワーク デバイス タイプ。[H] はハブを意味し、[S] はスイッチを意
味します。

DNAME 仮想ネットワーク デバイス名。

PKTTX/s 秒あたりの送信パケット数。

PKTRX/s 秒あたりの受信パケット数。

MbTX/s 送信されたメガビット / 秒。

MbRX/s 受信されたメガビット / 秒。

%DRPTX ドロップされた送信パケットのパーセンテージ。

%DRPRX ドロップされた受信パケットのパーセンテージ。

表 B-10.  ネットワーク パネルの対話コマンド

コマンド 説明

T    [Mb Tx] 列によってソートします。

R    [Mb Rx] 列によってソートします。

t   [Packets Tx] 列によってソートします。

r    [Packets Rx] 列によってソートします。

N    [PORT ID] 列によってソートします。これがデフォルト
のソート順序です。

表 B-9.  ネットワーク パネルの統計情報 ( 続き )

列 説明
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バッチ モードでの esxtop ユーティリティの使用
バッチ モードでは、リソース使用率の統計情報を収集して、ファイルに保存できま
す。バッチ モードで実行するには、最初にバッチ モードの準備が必要です。

esxtop をバッチ モードで実行するための準備の手順

1 esxtop を対話モードで実行します。

2 4 つの各パネルで、関心のある列を選択します。

3 W 対話コマンドを使用して、この構成を ~/.esxtop3rc ファイルに保存します。

esxtop をバッチ モードで実行する手順

1 esxtop を呼び出して、出力をファイルにリダイレクトします。以下に例を示し
ます。

esxtop -b > my_file.csv 

ファイル名には、.csv の拡張子が必要です。esxtop ユーティリティではこれは
強制されませんが、後処理ツールで必要になります。

2 バッチ モードで収集した統計情報は、Microsoft Excel や Perfmon などのツール
を使用して処理できます。

バッチ モードでは、esxtop は対話コマンドを受け付けません。バッチ モードでは、
esxtop は、要求された回数だけ反復するまで（詳細については、下記のコマンドラ
イン オプション n を参照）、または <Ctrl>+<C> を押してプロセスを終了するまで、
動作します。

バッチ モードのコマンドライン オプション
バッチ モードでは、以下のコマンドライン オプションを使用できます。

表 B-11.  バッチ モードのコマンドライン オプション

オプショ
ン 説明

b    esxtop をバッチ モードで実行します。

d    統計情報スナップショット間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最
短時間は 2 秒です。2 秒未満の遅延を指定した場合、遅延は 2 秒に設定されま
す。

n   反復回数。esxtop は、統計情報をこの回数だけ収集および保存してから終了し
ます。
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リプレイ モードでの esxtop ユーティリティの使用
リプレイ モードでは、esxtop は、vm-support を使用して収集したリソース使用率の
統計情報を再生します。詳細については、vm-support マニュアルページを参照して
ください。

リプレイ モードで実行するには、最初にリプレイ モードの準備が必要です。

esxtop をリプレイ モードで実行するための準備の手順

1 ESX Server サービス コンソールで、vm-support をスナップショット モードで実
行します。

以下のコマンドを使用します。

vm-support -S -d duration -i interval 

2 esxtop がリプレイ モードで使用できるように、作成された tar ファイルを unzip
および untar します。

esxtop をリプレイ モードで実行する手順

コマンドライン プロンプトで以下のコマンドを入力します。

esxtop -R <vm-support_dir_path>

追加のコマンドライン オプションを下記の「リプレイ モードのコマンドライン オプ
ション（P.192）」に示します。

esxtop を ESX Server サービス コンソール上でリプレイ モードで実行する必要はあり
ません。

リプレイ モードを実行すると、バッチ モードと同じ形式で出力を作成できます（詳
細については、次のコマンドライン オプション b を参照）。

リプレイ モードでは、esxtop は、対話モードと同じセットの対話コマンドを受け付
けます。リプレイ モードでは、esxtop は、vm-support によって収集された、読み取
るべきスナップショットがなくなるまで、または指定された回数の反復を esxtop が
完了するまで、動作します（詳細については、次のコマンドライン オプション n を
参照）。
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リプレイ モードのコマンドライン オプション
esxtop のリプレイ モードでは、いくつものコマンドライン オプションを使用できま
す。

表 B-12.  リプレイ モードのコマンドライン オプション

オプショ
ン 説明

R    vm-support によって収集されたスナップショットのディレクトリへのパス。

b    esxtop をバッチ モードで実行します。

d   パネル更新間の遅延を指定します。デフォルトは 5 秒です。最短時間は 2 秒で
す。2 秒未満の遅延を指定した場合、遅延は 2 秒に設定されます。

n    反復回数。esxtop は、表示をこの回数だけ更新してから終了します。
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