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このマニュアルに記載されている設計、仕様、表現、情報、および推奨事項（総称して「設計」）は、障害も含め

て本マニュアル作成時点のものです。シスコシステムズおよびそのサプライヤは、商品性の保証、特定目的への

準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する

保証をはじめとする、一切の保証の責任を負わないものとします。いかなる場合においても、シスコシステムズ

およびそのサプライヤは、この設計の使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷

をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズ

またはそのサプライヤに知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

設計は予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている設計の使用は、すべてユーザ側

の責任になります。これらの設計は、シスコシステムズ、そのサプライヤ、パートナーの技術的な助言や他の専

門的な助言に相当するものではありません。ユーザは、設計を実装する前に技術アドバイザに相談してください。

シスコによるテストの対象外となった要因によって、結果が異なることがあります。
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not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。ドキュメント内の例、コマンド出力、ネット

ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレス

および電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
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はじめに
このドキュメントでは、EMC® Celerra® ストレージ アレイに接続された Cisco® Unified Computing 
System™（UCS）B シリーズ ブレード サーバ上の VMware® View 4.5™ のスケーラビリティを評価す

ることを目的とした調査の結果を報告します。また、大規模な導入を行うお客様のために、ベスト プ
ラクティスの設計に関する推奨事項およびサイジングに関するガイドラインも記載しています。

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。

リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップ

デートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合があ

りますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊

社担当者にご確認ください。
Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2010, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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主な調査結果の要約
対象読者

このドキュメントの目的は、Cisco UCS 上で VMware View ホスト型 VDI ソリューションの計画、設

計、および導入を行うソリューション アーキテクト、セールス エンジニア、フィールド エンジニア、

およびコンサルタントを支援することです。このドキュメントでは、読者が Cisco UCS、VMware 
View 4.5 ソフトウェア、EMC Celerra ストレージ システム、および関連ソフトウェアのアーキテク

チャについて理解していることを前提としています。

主な調査結果の要約
 • スケール テストの調査結果：ナレッジ ワーカーの負荷を実行する 110 台の Windows 7 デスクトッ

プ（1.5 GB）が 1 台のブレード サーバでサポートされました。

 • 大容量メモリ搭載のブレード（B250 M2）が最良のコスト パフォーマンスを実現しました。

 • 次の結果のように、1 台から 7 台、14 台までのサーバがリニアなスケーラビリティを示しました。

 – 1 台のサーバは 110 台のデスクトップをサポートしました。

 – 7 台のサーバは 770 台のデスクトップをサポートしました。

 – 14 台のサーバは 1540 台のデスクトップを（ほぼ同等の応答時間で）サポートしました。

 • 純粋な仮想化：検証環境は VMware vSphere によってホストされる仮想マシンだけで構成されて

います。仮想デスクトップとサポートするインフラストラクチャ コンポーネント（Active 
Directory や vCenter Server など）はすべて VMware vSphere でホストされています。

 • VMware View は、自動的に標準化される大量のデスクトップ リソースの管理を簡素化することが

できます。

 • Cisco UCS Manager を使用した迅速なプロビジョニングにより、1 台から 2 台以上のシャーシへの

拡張が容易になります。

 • 10G ユニファイド ファブリックは、負荷テスト中のユーザ応答時間に関してすばらしいパフォー

マンスを発揮しています。

 • 低遅延のシスコの Virtual Interface Card（VIC; 仮想インターフェイス カード）は、仮想 NIC によ

る安定性の高い構成を可能にし、応答時間の向上にも寄与します。

 • 検証済みの設計は、リファレンス アーキテクチャを変更することなくリニアなスケーラビリティ

を実現します。

 • B250 M2 ブレードは、192 GB のメモリを搭載することで、デスクトップに割り当てるメモリ容量

を制限することなくサーバの CPU をフル活用できるデスクトップ仮想化に最適なメモリを提供し

ます。

 • 次に示す高度なストレージ テクノロジーにより、管理の簡素化、スケーラブルな設計、および 
TCO の削減が可能になります。

 – 重複排除

 – 圧縮

 – VAAI

 – 完全に自動化されたストレージ階層化

 – パフォーマンスを向上させ、VDI 導入のコストを削減するエンタープライズ フラッシュ ドラ

イブ
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インフラストラクチャ コンポーネント 
インフラストラクチャ コンポーネント
ここでは、システムの設計に使用されているインフラストラクチャ コンポーネントについて説明しま

す。

Cisco Unified Computing System

Cisco Unified Computing System は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ アクセス、お

よび仮想化を統合して 1 つのシステムにまとめる次世代のデータ センター プラットフォームで、Total 
Cost of Ownership（TCO; 総所有コスト）を削減し、ビジネス アジリティ（俊敏な対応力）を高める

ことを目的として設計されています。このシステムは低遅延でロスレスの 10 ギガビット イーサネット 
ユニファイド ネットワーク ファブリックと、エンタープライズクラスの x86 アーキテクチャ サーバを

統合しています。また、システム内のすべてのリソースが 1 つの管理ドメインに属するスケーラブルな

統合マルチシャーシ プラットフォームです。

主なシステム コンポーネントは、次のとおりです。

 • コンピュータ：このシステムは、Intel? Xeon? 5600 番台プロセッサ ベースのブレード サーバを組

み込んだ、まったく新しいクラスのコンピューティング システムを基盤としています。ブレード 
サーバは、シスコが特許を取得している拡張メモリ テクノロジーを実現することで、大量データ

セットを扱うアプリケーションをサポートし、サーバあたりの仮想マシン数の増加を可能にしてい

ます。

 • ネットワーク：システムは、低遅延でロスレスの 10 Gbps ユニファイド ネットワーク ファブリッ

クに統合されています。このネットワーク基盤は、現在は 3 つの別々のネットワークである LAN、

SAN、および高パフォーマンス コンピューティング ネットワークを統合します。ユニファイド 
ファブリックにより、ネットワーク アダプタ、スイッチ、およびケーブルの数が減少し、電力と

冷却の要件が緩和されるため、コスト削減につながります。

 • 仮想化：システムは、仮想環境のスケーラビリティ、パフォーマンス、および運用制御を強化する

ことで、仮想化の可能性を最大限に引き出します。シスコのセキュリティ、ポリシー適用、および

診断機能は仮想化環境にまで拡張されており、変化するビジネス要件や IT 要件により適切に対応

できます。

 • ストレージ アクセス：システムは、ユニファイド ファブリックによって SAN ストレージと 
Network Attached Storage（NAS; ネットワーク接続ストレージ）へのアクセスを統合します。ス

トレージ アクセスの統合は、Cisco Unified Computing System がイーサネット、ファイバ チャネ

ル、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）、および iSCSI 経由でストレージにアクセスできること

を意味し、結果として幅広い選択肢と投資保護がもたらされます。さらに、管理者はストレージ 
リソースへのシステム接続に関するストレージ アクセス ポリシーを事前に割り当てることができ

るので、ストレージの接続や管理が簡素化され、生産性の向上にも役立ちます。

 • 管理：システムは、すべてのシステム コンポーネントを独自に統合し、Cisco UCS Manager ソフ

トウェアを通じてソリューション全体を 1 つのエンティティとして管理できるようにします。

Cisco UCS Manager は、直感的な Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インター

フェイス）、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）、および強力な 
Application Programming Interface（API; アプリケーション プログラミング インターフェイス）

を提供することで、すべてのシステム設定や操作を管理します。Cisco UCS Manager により、ス

トレージ、ネットワーク、およびサーバの管理者が連携してアプリケーションのサービス プロ

ファイルを定義できるようになるため、IT スタッフの生産性が向上します。サービス プロファイ

ルは、適切な物理構成とインフラストラクチャ ポリシーの論理的な定義です。サービス プロファ

イルはプロビジョニングの自動化やビジネス アジリティの向上に役立ちます。これによりデータ 
センター管理者は、数日ではなく、数分間でリソースをプロビジョニングできるようになります。
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インフラストラクチャ コンポーネント
これらのコンポーネントは 1 つのまとまったシステムとして動作し、データ センターにテクノロジー

が統合されます。従来のシステムに比べて大幅な簡素化を実現することで、電力と冷却の要件が緩和さ

れると同時に、データ センター運用の簡素化に役立ちます。このシステムは IT のアジリティを高め、

ビジネス成果の向上を実現します。図 1に示す Cisco Unified Computing System のコンポーネントは、

左から右の順にファブリック インターコネクト、ブレード サーバ シャーシ、ブレード サーバで、手前

にあるのがファブリック エクステンダとネットワーク アダプタです。

図 1 Cisco Unified Computing System

Cisco Unified Computing System のコンポーネント

ファブリック インターコネクト

Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトは、Cisco Unified Computing System の中核

であり、システムのネットワーク接続と管理の機能を提供します（図 2）。Cisco UCS 6100 シリーズ

は、ライン レート、低遅延、ロスレスの 10 ギガビット イーサネットおよび Fibre Channel over 
Ethernet（FCoE）機能を提供します。

Cisco UCS 6100 シリーズは、Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバおよび UCS 5100 シリーズ ブ
レード サーバ シャーシの管理と通信のバックボーンとなります。Cisco UCS 6100 シリーズ ファブ

リック インターコネクトに接続したすべてのシャーシ、およびすべてのブレードは、可用性の高い単

一の管理ドメインに属します。さらに、Cisco UCS 6100 シリーズは、ユニファイド ファブリックをサ

ポートすることにより、ドメイン内のすべてのブレードが LAN と SAN の両方に接続できます。

ネットワーキングに関しては、Cisco UCS 6100 シリーズはカットスルー アーキテクチャを採用してお

り、パケット サイズや有効なサービスに関係なく、すべてのポートで確定的な低遅延かつライン レー

トの 10 ギガビット イーサネットをサポートします。この製品ファミリでは、シスコの低遅延でロスレ

スの 10 ギガビット イーサネット ユニファイド ネットワーク ファブリックの機能がサポートされるの

で、イーサネット ネットワークの信頼性、効率、およびスケーラビリティが向上します。ファブリッ

ク インターコネクトは、ブレードからインターコネクトまで、1 つのロスレス イーサネット ファブ

リック上で複数のトラフィック クラスをサポートします。TCO の大幅な削減効果は、Network 
Interface Card（NIC; ネットワーク インターフェイス カード）、Host Bus Adapter（HBA; ホスト バス 
アダプタ）、ケーブル、およびスイッチの統合が可能な、FCoE に最適化されたサーバ設計よってもた

らされます。

また、Cisco UCS 6100 シリーズは LAN と SAN のトラフィックを 1 つのユニファイド ファブリック

上に統合するように設計されているので、複数の並列するネットワークや、異なる種類のアダプタ 
カード、スイッチング インフラストラクチャ、およびラック内のケーブル配線に伴う資本コストと運

用コストが削減されます。ファイバ チャネル拡張モジュールをインターコネクトに装着すれば、Cisco 

29
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インフラストラクチャ コンポーネント 
Unified Computing System から既存のネイティブ ファイバ チャネル SAN への直接接続が可能です。

FCoE からネイティブ ファイバ チャネルへの接続が可能になることで、既存のストレージ システムへ

の投資が保護されると同時に、ラック内のケーブル配線が大幅に簡素化されます。

図 2 Cisco UCS 6120XP 20 ポート ファブリック インターコネクト（上）と Cisco UCS 6140XP 
40 ポート ファブリック インターコネクト

Cisco UCS 6100 シリーズは、次のモジュール オプションをサポートできる設計になっています。

 • 10 ギガビット イーサネット ポート 6 個を装備したイーサネット モジュール（SFP+ インターフェ

イスを使用）

 • 10 ギガビット イーサネット ポート 4 個（SFP+ インターフェイスを使用）と 1/2/4 Gbps ネイティ

ブ ファイバ チャネル接続用ポート 4 個（SFP インターフェイスを使用）を装備したファイバ チャ

ネル + イーサネット モジュール

 • 1/2/4 Gbps ネイティブ ファイバ チャネル ポート 8 個 （SFP インターフェイスを使用）を装備して

既存のファイバ チャネル ネットワークとの透過的な接続が可能なファイバ チャネル モジュール

 • 1/2/4/8 Gbps ネイティブ ファイバ チャネル ポート 6 個（SFP または SFP+ インターフェイスを使

用）を装備して既存のファイバ チャネル ネットワークとの透過的な接続が可能なファイバ チャネ

ル モジュール

図 3 左から右の順に、1/2/4 Gbps ネイティブ ファイバ チャネル（8 ポート）拡張モジュール、ファ

イバ チャネル（4 ポート）+ 10 ギガビット イーサネット（4 ポート）モジュール、10 ギガビッ

ト イーサネット（6 ポート）モジュール、1/2/4/8 Gbps ネイティブ ファイバ チャネル（6 ポー

ト）拡張モジュール

Cisco ファブリック エクステンダ モジュール

Cisco UCS 2100 シリーズ ファブリック エクステンダは、ユニファイド ファブリックをブレード サー

バ シャーシに組み込むことで、ブレード サーバとファブリック インターコネクト間に 10 ギガビット 
イーサネット接続を提供し、診断、ケーブル配線、および管理を簡素化します。

Cisco UCS 2100 シリーズによって、Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトと 
Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシ間の I/O ファブリックが拡張され、すべてのブレー

ドとシャーシがロスレスで確定的な Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ファブリックによって 1 つ
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インフラストラクチャ コンポーネント
に結ばれます。ファブリック エクステンダは分散ライン カードと同様の製品であるため、スイッチン

グは行わず、ファブリック インターコネクトの拡張として扱われます。このようなアプローチを取る

ことで、シャーシからスイッチングが取り払われ、インフラストラクチャ全体の複雑さが低減します。

また、Cisco Unified Computing System の規模を拡大してシャーシの数を増やしても、必要なスイッチ

の数が増えることはないので、TCO が削減され、すべてのシャーシを可用性の高い 1 つの管理ドメイ

ンとして扱うことが可能になります。

Cisco 2100 シリーズはファブリック インターコネクトと併せてシャーシ環境（電源、ファン、および

ブレード）も管理します。したがって、シャーシごとに別個の管理モジュールを用意する必要はありま

せん。

Cisco UCS 2100 シリーズ ファブリック エクステンダは Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシの背面に

取り付けられます。Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシ 1 台あたり最大 2 台のファブリック エクステン

ダをサポートできるので、キャパシティと冗長性が向上します。

図 4 2 台の Cisco UCS 2104XP ファブリック エクステンダを装着した Cisco UCS 5108 ブレード 
サーバ シャーシの背面図

Cisco UCS 2104XP ファブリック エクステンダには、ブレード シャーシをファブリック インターコネ

クトに接続する 10 ギガビット イーサネット（FCoE 対応）の Small Form-Factor Pluggable +（SFP+）
ポートが 4 個あります。各 Cisco UCS 2104XP には 8 個の 10 ギガビット イーサネット ポートがあり、

ミッドプレーンを通してシャーシ内の各ハーフ幅スロットに接続されます。ファブリック エクステン

ダは一般に、冗長性を確保するためにペアで構成され、この 2 台でシャーシへの I/O は最大 80 Gbps に
なります。

図 5 Cisco UCS 2104XP ファブリック エクステンダ

Cisco UCS シャーシ

Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシは、Cisco Unified Computing System の重要な構

成要素で、現在と将来のデータ センターに対応するスケーラブルで柔軟なブレード サーバ シャーシを

提供すると同時に、TCO の削減に貢献します。

シスコ初のブレード サーバ シャーシ製品である Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシは、高さが 
6 Rack Unit（RU; ラック ユニット）で、業界標準の 19 インチ ラックに設置できます。1 台のシャー

シには、ハーフ幅の Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバを最大 8 台収容でき、ハーフ幅とフル幅の

どちらのブレード フォーム ファクタも収容可能です。
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インフラストラクチャ コンポーネント 
4 個のホットスワップ可能な単相電源装置は、シャーシの前面からアクセスできます。これらの電源装

置の効率は 92 % で、非冗長、N + 1 冗長、およびグリッド冗長構成をサポートするように設定できま

す。シャーシの背面には、8 個のホットスワップ可能ファン、4 個の電源コネクタ（電源装置ごとに 1 
個）、および Cisco UCS 2104XP ファブリック エクステンダ用の I/O ベイ 2 個があります。

パッシブ ミッドプレーンでは、サーバ スロットあたり最大 20 Gbps の I/O 帯域幅が提供され、2 ス
ロットでは最大 40 Gbps の I/O 帯域幅になります。このシャーシは、将来の 40 ギガビット イーサネッ

ト標準もサポート可能です。

図 6 Cisco ブレード サーバ シャーシ（前面と背面）

Intel Xeon 5600 番台プロセッサ

データ センターが電力および冷却能力の上限に達すると、効率が、既存データ センターの延命と新し

いデータ センター設計の焦点となります。このような取り組みの一環として、IT 部門は、パフォーマ

ンスとスケーラビリティの向上をより効率的に実現する標準のエンタープライズ サーバで既存のイン

フラストラクチャを刷新する必要があります。Intel Xeon プロセッサ 5600 番台は、アプリケーション

の要求に応じて電力消費を自動的に調節し、サーバのパフォーマンスをインテリジェントに調整するこ

とで、エネルギー効率とパフォーマンスの両方を最大化します。この魅力的な両立の鍵は、インテルの

新しい 32 nm Nehalem マイクロアーキテクチャです。インテル マイクロアーキテクチャ Nehalem に基

づく Intel Xeon プロセッサ 5600 番台は、必要とされるパフォーマンスを実現しながらも、CPU とメモ

リを可能な限りの低電力状態に自動的に切り換えるインテル インテリジェント パワー テクノロジーを

採用し、前世代のサーバと同じパフォーマンスを提供しますが、消費電力は最大 30 % 削減されます。

ご使用のシングルコア インフラストラクチャを、Intel Xeon プロセッサ 5600 番台による新しいインフ

ラストラクチャと統合すれば、最大 93 % のエネルギー コスト削減を実現できます。

この革新的でインテリジェントなサーバ テクノロジーには、次の特長があります。

 • インテルの新しい 32 nm マイクロアーキテクチャ Nehalem：第 2 世代 High-k/メタル ゲート トラ

ンジスタ テクノロジーを使用。

 • インテリジェントなパフォーマンス：ビジネス要件とアプリケーション要件に合わせてパフォーマ

ンスを自動的に最適化し、Intel Xeon プロセッサ 5500 番台よりも、1 ワットあたりのパフォーマ

ンスを最大 60 % 高めることが可能。

 • エネルギー効率向上の自動化：ワークロードに対するエネルギー使用量を調整して最適なパフォー

マンス /ワットを実現。新しい 40 ワットのオプションと低電力の DDR3 メモリにより、エネル

ギー コストをさらに削減可能。

 • 柔軟な仮想化：仮想化環境でクラス最高のパフォーマンスと管理性を提供することにより、IT イ
ンフラストラクチャを強化し、2 ソケット、シングルコア サーバに対して最大 15:1 の統合比率を

実現。この新世代のインテル プロセス技術に基づいて構築された新標準のエンタープライズ サー

バおよびワークステーションは、IT インフラストラクチャの効率を飛躍的に向上させ、比類のな

いビジネス能力を発揮するかつてない機会を提供します。
11 
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図 7 Intel Xeon 5600 番台プロセッサ

Cisco UCS B200 M2 ブレード サーバ

Cisco UCS B200 M2 ブレード サーバは、ハーフ幅の 2 ソケット ブレード サーバです。このシステム

は、2 個の Intel Xeon 5600 番台プロセッサ、最大 96 GB の DDR3 メモリ、2 台のホットスワップ可能 
Small Form Factor（SFF; 小型フォーム ファクタ）Serial Attached SCSI（SAS）ディスク ドライブ

（オプション）、および 1 個のメザニン コネクタを使用し、最大 20 Gbps の I/O スループットを実現し

ます。このサーバは、実稼動レベルの仮想化と、その他の主流となるデータ センター ワークロードに

対応するために、簡易性、パフォーマンス、高密度をバランスよく兼ね備えています。

図 8 Cisco UCS B200 M2 ブレード サーバ

Cisco UCS B250 M2 ブレード サーバ

Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバは、シスコ拡張メモリ テクノロジーを採用したフル幅

の 2 ソケット ブレード サーバです。このシステムは、2 個の Intel Xeon 5600 番台プロセッサ、最大 
384 GB の DDR3 メモリ、2 台の SFF SAS ディスク ドライブ（オプション）、および 2 個のメザニン 
コネクタをサポートし、最大 40 Gbps の I/O スループットを実現します。このサーバは、メモリ容量の

増加とスループットの向上により、要求の厳しい仮想化と大量データセットのワークロードに対応でき

る高いパフォーマンスとキャパシティを実現します。

29
01

18
12



 

インフラストラクチャ コンポーネント 
図 9 Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバ

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）

シスコ仮想インターフェイス カードは、サーバ仮想化によって導入されたさまざまな新しい動作モー

ドに対し、高速化を実現することを目的に新規に開発されました。この仮想インターフェイス カード

は、柔軟に設定できる自己仮想化アダプタで、アダプタあたり 128 個の PCIe エンドポイントを作成で

きます。これらの PCIe エンドポイントはアダプタのファームウェアに作成され、ホスト OS またはハ

イパーバイザからは、PCIe 標準に完全に準拠したトポロジとして認識されます。

仮想インターフェイス カードが作成するこれらの各 PCIe エンドポイントには、次の属性を個別に設定

できます。

 • インターフェイス タイプ：HBA、イーサネット、またはダイナミック イーサネット インターフェ

イス デバイス

 • ホストから認識されるリソース マップ：PCIe BAR、割り込み配列

 • ネットワークのプレゼンスおよび属性：MTU、VLAN メンバーシップ

 • QoS パラメータ：802.1p クラス、ETS 属性、レート制限、およびシェーピング 

図 10 Cisco UCS 仮想インターフェイス カード

（注） 仮想インターフェイス カードは、ハードウェア レベルで SR-IOV に対応してします。シスコは、オペ

レーティング システムおよびハイパーバイザが SR-IOV をサポートする際に SR-IOV ベースのソ

リューションへの円滑な移行を実現します。
13 
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Cisco VN-Link in Hardware

仮想インターフェイス カードは、シスコによる VN-Link in Hardware テクノロジーの最初の実装でも

あります。VN-Link in Hardware では、物理ネットワーク スイッチ上に個々の仮想マシンの仮想ポー

トを提供することによって、ハイパーバイザ内の仮想スイッチを排除します。仮想マシンの I/O は、

アップストリームの物理ネットワーク スイッチ（ここでは Cisco UCS ファブリック インターコネク

ト）に直接送信され、これが仮想マシンのスイッチングとポリシー適用を全面的に担当します。

サポートされるハイパーバイザ環境で、仮想インターフェイス カードは 3 つの異なるデバイス タイプ

（FC インターフェイス、標準のイーサネット インターフェイス、特別なダイナミック イーサネット イ
ンターフェイス）として自身を認識させます。FC インターフェイスとイーサネット インターフェイス

は、標準の vmkernel コンポーネントによって使用され、標準の機能を提供します。ダイナミック イン

ターフェイスは、vmkernel レイヤからは認識されず、そのままの PCIe デバイスとして保持されます。

仮想インターフェイス カードでは、Cisco vDS ESX プラグインと VN-Link in Hardware を使用するこ

とで、ダイナミック イーサネット インターフェイスを検出し、それらすべてを、vDS を内部使用する

ためのアップリンク インターフェイスとして登録できるソリューションが提供されます。図 11に示す

ように、各ホスト上の vDS コンポーネントは、それが持つアップリンク インターフェイスの数を検出

し、そのホスト上で稼動する仮想マシンにスイッチを認識させます。仮想マシン上のインターフェイス

からのトラフィックはすべて、vDS スイッチの対応するポートに送信されます。トラフィックは、仮

想インターフェイス カードによって提供される一意のダイナミック イーサネット インターフェイスへ

ただちにマッピングされます。この vDS の実装では、仮想マシン インターフェイスおよびアップリン

ク ポートとの 1 対 1 の関係が保証されます。選択されたダイナミック イーサネット インターフェイス

は、仮想マシンのインターフェイスの正確なプロキシです。

仮想インターフェイス カードによって提供されるダイナミック イーサネット インターフェイスには、

アップストリームのネットワーク スイッチである Cisco UCS ファブリック インターコネクトに対応す

る仮想ポートがあります。

図 11 物理スイッチ上にある各仮想マシン インターフェイス固有の仮想ポート

Cisco UCS ファブリック インターコネクトで動作する Cisco UCS Manager は VMware vCenter ソフト

ウェアと連携して、仮想マシンの作成と移動を調整します。ポート プロファイルは、VLAN、ポート 
セキュリティ、レート制限、QoS マーキングなどの仮想マシン インターフェイス属性を説明するため
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に使用されます。ポート プロファイルは、ネットワーク管理者が Cisco UCS Manager を使用して管理

および設定します。vCenter との統合を強化するために、Cisco UCS Manager はポート プロファイル

のカタログを vCenter にプッシュします。vCenter では、ポート プロファイルは個別のポート グルー

プとして表示されます。こうした統合により、仮想マシン管理者は仮想マシンを作成する際、ポート 
プロファイルのメニューから選択するだけですむようになります。仮想マシンが別のホストに作成され

たり、移動されたりすると、その仮想マシンは自身のポート グループを仮想インターフェイス カード

に通知します。仮想インターフェイス カードは要求されたプロファイルに対応するポート プロファイ

ルを Cisco UCS Manager に照会し、ポート プロファイルで定義された属性に従ってファブリック イン

ターコネクト スイッチの仮想ポートが設定されます。

拡張メモリ アーキテクチャ

メモリ コントローラを組み込んだ新世代の CPU では、CPU あたりのサポート可能メモリ チャネルお

よびスロットの数が限られています。仮想化ソフトウェアは複数の OS インスタンスを実行する必要が

あるため、大量のメモリが必要になり、加えて CPU のパフォーマンスがメモリのパフォーマンスを上

回っていることから、メモリがボトルネックとなっています。仮想化されていない従来のアプリケー

ションにも、大容量のメイン メモリを必要とするものがあります。たとえば、データベース管理シス

テムは、データベース テーブルをメモリ内にキャッシュすることでパフォーマンスが大幅に向上しま

す。また、モデリングおよびシミュレーション ソフトウェアは、より多くの問題状態をメモリ内に

キャッシュすることでメリットが得られます。

メモリ フットプリントを拡大するために、多くの IT 組織では、大型で高価な 4 ソケット サーバへの

アップグレードを強いられます。4 ソケット構成をサポートできる CPU は一般に高価で、消費電力も

大きく、ライセンス コストも高額です。Cisco 拡張メモリ テクノロジーは、標準の DDR3 メモリを引

き続き使用しながら、メイン メモリの形状を論理的に変更することによって、CPU ベースのメモリ コ
ントローラの能力を拡張します。このテクノロジーが採用されている拡張メモリ ブレード サーバでは、

4 個の DIMM スロットが、CPU のメモリ コントローラからは 4 倍の容量を持つ 1 つの DIMM として

認識されます（図 12）。たとえば、標準の DDR3 DIMM を使用する場合は、このテクノロジーにより、

4 個の 8 GB DIMM が 1 個の 32 GB DIMM として認識されます。

この特許取得済みテクノロジーによって、2 ソケット サーバの CPU からアクセスできる業界標準メモ

リの大きさがこれまでよりも拡大します。

 • 大容量のメモリを必要とする環境の場合、データセンターでは CPU 能力とメモリの比率を改善し、

より大容量のメモリを実装できます。メモリ容量を増やすためだけに、高価でエネルギー消費の多

い 4 ソケット サーバに移行する必要はありません。メイン メモリのフットプリントが大きくなれ

ば、ページインやその他の I/O 操作のためのディスク待機が減るため、CPU 使用率が向上します。

その結果、資本投資の有効活用が可能になり、エネルギーも節約できます。

 • 相当量のメイン メモリが必要ではあるものの 384 GB をフルに使用する必要はない環境の場合は、

小容量の DIMM を 8 GB DIMM の代わりに使用することで、コストを削減できます。一般に、2 
個の 4 GB DIMM は 1 個の 8 GB DIMM よりも安価です。
15 



 

インフラストラクチャ コンポーネント
図 12 拡張メモリ アーキテクチャ

VMware vSphere 4 および vCenter Server
VMware vSphere は、大規模なインフラストラクチャの集合体、つまり CPU、ストレージ、ネット

ワーキングを、1 つのシームレスかつ柔軟で動的な運用環境として包括的に管理する仮想化プラット

フォームです。個々のマシンを管理する従来のオペレーティング システムとは異なり、VMware 
vSphere はデータ センター全体のインフラストラクチャを単一のパワーハウスへと集約します。この

パワーハウスのリソースは、必要に応じて任意のアプリケーションに迅速かつ動的に割り当てることが

できます。

VMware vSphere は画期的な利益をもたらしますが、レガシー アプリケーションの場合は実用的で無

停止の漸進的なプロセスを伴います。既存のアプリケーションは変更なしで VMware vSphere に導入

できます。そのアプリケーションが動作している OS も変更する必要はありません。

VMware vSphere は、ビジネスに不可欠なアプリケーションを大規模環境で実行するために必要なパ

フォーマンスを提供します。VMware vSphere は、前世代のプラットフォーム（VMware 
Infrastructure 3）と比べて大きなパフォーマンス向上を達成する一方、仮想化のオーバーヘッドは 2 ～ 
10 % ときわめて限定的です。こうしたパフォーマンスを備えた VMware vSphere は、大規模でリソー

スを大量に消費するデータベースを実行でき、多くの場合、新型のマルチコア サーバ上でアプリケー

ションをより効率的に拡張できます。

VMware vSphere が提供する一連のアプリケーション サービスによって、アプリケーションは比類な

いレベルの可用性、セキュリティ、およびスケーラビリティを実現できます。たとえば VMware 
vSphere では、VMware High Availability（HA）と VMware Fault Tolerance（FT）を使用してあらゆ

るアプリケーションのダウンタイムを防止できます。従来型の複雑なクラスタリングは必要ありませ

ん。さらに、Hot Add および VMware Distributed Resource Scheduler（DRS）などの機能によって、

アプリケーションを負荷の変動に合わせて動的に拡張できます。

VMware vCenter 製品ファミリは先進的な仮想化管理プラットフォームであり、予防的な管理と仮想イ

ンフラストラクチャの集中制御を通して仮想化の能力を遺憾なく発揮します。たとえば、VMware 
vCenter AppSpeed を使用した IT 運用では、VMware vSphere で動作する分散型多層アプリケーション

のサービス レベルを監視および維持できます。VMware vCenter Lab Manager 4 を使用すると、開発者

およびアプリケーション所有者はオンデマンドでアプリケーション ライブラリにセルフサービス アク

セスを実行したり、開発および試験サイクルを迅速化する開発環境を利用したりすることができます。
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Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチは仮想マシン アクセス スイッチで、Cisco NX-OS ソフトウェア 
オペレーティング システムで実行される VMware vSphere 環境向けのインテリジェント ソフトウェア 
スイッチの実装です。Cisco Nexus 1000V シリーズは、VMware ESX ハイパーバイザ内で動作し、

Cisco VN-Link サーバ仮想化テクノロジーをサポートして以下の機能を提供します。

 • ポリシーベースの仮想マシン接続

 • モバイル仮想マシンのセキュリティおよびネットワーク ポリシー

 • サーバ仮想化およびネットワーキング チーム向けの無停止運用モデル

ネットワーク管理者は Cisco Nexus 1000V シリーズが提供する理想的なモデルを使用して、インフラ

ストラクチャに同種のマシンが新たに追加されたときに仮想化またはサーバ管理者が使用できるネット

ワーク ポリシーを定義できます。Cisco Nexus 1000V シリーズで定義されたポリシーは、VMware 
vCenter Server へエクスポートされてサーバ管理者によって使用され、新しい仮想マシンが特定のネッ

トワーク ポリシーにアクセスする必要がある場合に再使用されます。この概念は、ポート プロファイ

ルと呼ばれる機能を使用して Cisco Nexus 1000V シリーズに実装されています。ポート プロファイル

機能を備えた Cisco Nexus 1000V シリーズを使用すると、仮想化管理者は VMware ESX ホストで 
vSwitch およびポート グループの設定を作成または維持する必要がなくなります。

ポート プロファイルによって固有のコラボレーション モデルが作成されるので、サーバ管理者は自主

的に新しい仮想マシンをプロビジョニングでき、ネットワークの再構成が物理ネットワーク インフラ

ストラクチャに実装されるまで待つ必要はありません。ネットワーク管理者は、Cisco Nexus 1000V シ
リーズの機能セットと、既存の物理的な Cisco スイッチと同じ構文を使用してポート プロファイルを

定義する機能を組み合わせることで、各スイッチ ポートを個別に管理しなくても一貫したポリシーを

適用できます。さらに Cisco Nexus 1000V シリーズ ソリューションでは、ネットワーク運用チームは

一貫性のあるネットワーク管理、診断、およびトラブルシューティング インターフェイスを使用でき、

仮想ネットワーク インフラストラクチャを物理インフラストラクチャのように管理することができま

す。

VMware View

VMware View 4.5 デスクトップ仮想化プラットフォームでは、データ センター内で仮想デスクトップ

を運用し、セキュアなマネージド サービスとしてデスクトップを従業員に配信できます。エンド ユー

ザは、使い慣れているパーソナライズされた環境を提供され、企業から自宅に至るまで、どこからでも

任意の数のデバイスでその環境にアクセスできます。管理者は、デスクトップ データをデータ セン

ターに置くことで、集中制御、効率性、およびセキュリティを実現できます。

ユーザのタイプ

ユーザ デバイスの基盤の拡大および多様化、従来型デスクトップの管理の複雑さ、セキュリティ、

ユーザが所有するデバイス、または IT サポートのないデバイスなど、さまざまな理由から仮想デスク

トップ ソリューションが検討されています。重要な点は、有益な仮想デスクトップ環境を設計および

導入するためのユーザ コミュニティの要件を理解しておくということです。一般的なユーザのタイプ

を次に示します。

 • 現代のナレッジ ワーカーは、終日オフィスで作業しているわけではありません。会議に出席した

り、ブランチ オフィスを訪問したり、自宅やコーヒー ショップで仕事をすることさえあります。

どのような場所も職場になり得るこれらのユーザは、自分がどこにいようとすべて同じアプリケー

ションとデータにアクセスできることを望んでいます。
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 • 外部契約業者は、日常的なビジネスに関与することが多くなっています。これらのユーザは、多数

のアプリケーションおよびデータにアクセスする必要がありますが、管理者は、彼らが使用するデ

バイスや彼らが作業する場所に対する制御権をほとんど与えられていません。このため、IT では

これらのユーザにデバイスを提供するコストと、これらのユーザに各自のデバイスからのアクセス

を許可するセキュリティ リスクとの間で妥協点を見つける必要があります。

 • タスク ワーカーは、明確に定義された一連のタスクを実行します。これらのユーザは、少数のア

プリケーションにアクセスし、自身の PC に関する要件はそれほど多くありません。これらのユー

ザは、顧客、パートナー、および従業員と情報をやり取りするので、しばしば重要なデータにアク

セスします。

 • 移動の多い従業員は、ネットワークへの接続状況に関係なく、どこからでも仮想デスクトップにア

クセスする必要があります。これらのユーザは、独自のアプリケーションをインストールし、写真

や音楽などの個人的なデータを PC に保存して、自分のデバイスをパーソナライズできる機能を求

めています。

 • 共有ワークステーションのユーザは、通常は大学、ビジネス コンピュータ ラボ、会議室、トレー

ニング センターなどで作業します。共有ワークステーション環境では、組織改変のニーズとして、

最新のオペレーティング システムまたはアプリケーションによるデスクトップの再プロビジョニ

ングが要求されます。

仮想デスクトップ ユーザ コミュニティの要件は、システムの設計を決定する決め手となります。

VMware View を構成する主要コンポーネントを次に示します。これらのコンポーネントは、連携して

柔軟かつ堅牢な仮想デスクトップ環境を提供します。

View Connection Server

このソフトウェア サービスは、クライアント接続用のブローカとして機能します。View Connection 
Server は、Windows Active Directory を介してユーザを認証し、適切な仮想マシン、物理またはブ

レード PC、あるいは Windows Terminal Services サーバに要求を送信します。

View Connection Server は、以下の管理機能を提供します。

 • ユーザの認証

 • ユーザへの、特定のデスクトップおよびプールの使用権の付与

 • 特定のデスクトップおよびプールへの VMware ThinApp にパッケージ化されたアプリケーション

の割り当て

 • ローカルおよびリモート デスクトップ セッションの管理

 • ユーザとデスクトップとの間のセキュアな接続の確立

 • シングル サインオンのイネーブル化

 • ポリシーの設定と適用

企業ファイアウォールの内側では、複数の View Connection Server インスタンスのグループをインス

トールして設定します。それらの設定データは組み込みの LDAP ディレクトリに保存され、グループ

のメンバー内で複製されます。

企業ファイアウォールの外側の DMZ では、View Connection Server をセキュリティ サーバとしてイン

ストールおよび設定できます。DMZ 内のセキュリティ サーバは、企業ファイアウォールの内側で 
View Connection Server と通信します。セキュリティ サーバは、機能の一部を提供するので、Active 
Directory ドメイン内に配置する必要はありません。
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View Agent

View Agent サービスは、View デスクトップのソースとして使用するすべての仮想マシン、物理システ

ム、および Terminal Service サーバにインストールします。このエージェントは View Client と通信

し、接続モニタリング、仮想印刷、ローカルに接続された USB デバイスへのアクセスなどの機能を提

供します。

デスクトップ ソースが仮想マシンの場合は、まず View Agent サービスを仮想マシンにインストールし

てから、その仮想マシンをテンプレートまたはリンク クローンの親として使用します。この仮想マシ

ンからプールを作成すると、エージェントは自動的にすべての仮想デスクトップにインストールされま

す。

エージェントと一緒に、シングル サインオン用のオプションもインストールできます。シングル サイ

ンオンでは、ユーザは View Connection Server に接続する場合のみログインを要求され、2 回目に仮想

デスクトップに接続する場合はログインを要求されません。

View Client

これは View デスクトップにアクセスするためのクライアント ソフトウェアで、Windows または Mac 
PC のいずれかでネイティブ アプリケーションとして動作します。Linux 向け View Client の場合は、

シン クライアント上で動作します。

ユーザはログインした後、使用が認められている仮想デスクトップのリストからいずれかを選択しま

す。認証には、Active Directory の資格情報、UPN、スマート カードの PIN、または RSA SecurID 
トークンが必要です。

管理者は、エンド ユーザが表示プロトコルを選択できるように View Client を設定できます。プロトコ

ルには、PCoIP、Microsoft RDP、および HP RGS が含まれます。PCoIP の速度と表示品質は、物理 
PC に匹敵します。

ローカル モードの View Client（旧名称は Offline Desktop）は、ネットワーク接続の有無にかかわら

ず、エンド ユーザが仮想マシンをダウンロードし、それを自身のローカル システム使用できるように 
View Client を拡張したバージョンです。

View Administrator

この Web ベース アプリケーションを使用して、管理者は View Connection Server の設定、View デス

クトップの導入および管理、ユーザ認証の管理、エンド ユーザ問題のトラブルシューティング、シス

テム イベントの起動および検証、分析アクティビティの実行が可能です。

View Connection Server インスタンスをインストールすると、View Administrator アプリケーションも

インストールされます。このアプリケーションを使用すると、管理者は自身のローカル コンピュータ

にアプリケーションをインストールしなくても、場所を問わずに View Connection Server インスタン

スを管理できます。

vCenter Server

このサーバは、ネットワーク上で接続されている VMware ESX サーバの中央管理者として機能しま

す。vCenter Server は、データ センター内における仮想マシンの設定、プロビジョニング、および管理

の中心点として機能します。

これらの仮想マシンは、View デスクトップ プールのソースとして使用する以外に、Connection Server 
インスタンス、Active Directory サーバ、vCenter Server インスタンスなどの VMware View のサーバ 
コンポーネントをホストするために使用することもできます。
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View Composer

このソフトウェア サービスは、vCenter Server インスタンスにインストールして仮想マシンの管理に使

用します。View Composer をインストールすると、指定した親仮想マシンからリンク クローンのプー

ルを作成できます。この方法により、ストレージのコストは最大 90 % 削減されます。

各リンク クローンは一意のホスト名と IP アドレスを持ち、独立したデスクトップのように動作しま

す。ただし、リンク クローンはベース イメージを親と共有するので、必要なストレージが非常に少な

くてすみます。

リンク クローン デスクトップ プールはベース イメージを共有しているので、親仮想マシンを更新する

たけで、更新とパッチを迅速に適用できます。エンド ユーザの設定、データ、およびアプリケーショ

ンは影響を受けません。View 4.5 では、ダウンロードおよびチェック アウトしてローカル システムで

使用する View デスクトップにも、リンク クローン テクノロジーを利用できます。

VMware View には、階層型ストレージを使用するためのオプションもあります。このオプションで

は、重要なデータを上位層の I/O ストレージに配置し、使用頻度の低いデータを下位層のドライブに配

置することができます。View Composer のレプリカを SSD に作成すると、リンク クローンのプロビ

ジョニングおよびリンク クローンからの同時参照で高い読み取りパフォーマンスが得られます。

View Transfer Server

このソフトウェアは、データ センターと、エンド ユーザのローカル システムで使用するためにチェッ

ク アウトされた View デスクトップの間で、データ転送を管理および合理化します。View Transfer 
Server は、ローカル モードの View Client（旧名称 Offline Desktop）を実行するデスクトップをサ

ポートする必要があります。

複数の操作で View Transfer Server が使用され、vCenter Server の View デスクトップとそれに対応す

るクライアント システムのローカル デスクトップの間でデータが送信されます。

ユーザがデータ センターに対して行った変更を複製することで、View Transfer Server はローカル デス

クトップとそれに対応するデータ センター内のデスクトップを同期させます。複製は、ローカル モー

ド ポリシーでユーザが指定した間隔で実行されます。複製は View Administrator でも開始できます。

ユーザが各自のローカル デスクトップから複製を開始できるように、ポリシーを設定できます。

View Transfer Server は、データ センターから共通のシステム データをローカル クライアントに配信

することで、ローカル デスクトップを最新の状態で維持します。View Transfer Server は、イメージ リ
ポジトリから View Composer のベース イメージをローカル デスクトップにダウンロードします。

ローカル コンピューが破損しているか見つからない場合、View Transfer Server はローカル デスクトッ

プをプロビジョニングし、そのローカル デスクトップにデータとシステム イメージをダウンロードす

ることで、ユーザ データを復旧できます。

EMC ユニファイド ストレージのソリューションとコンポーネント

EMC ユニファイド ストレージ

EMC ユニファイド ストレージは、マルチプロトコル環境に柔軟性をもたらします。EMC ユニファイ

ド ストレージでは、統合パッケージ内の NAS、iSCSI、および Fibre Channel SAN を使用して、複数

のストレージ ネットワークを接続できます。EMC ユニファイド ストレージは、FLARE の最新リリー

ス（リリース 30）で EMC FAST や EMC FAST Cache などの先進テクノロジーを活用して、仮想デス

クトップ環境のパフォーマンスを最適化し、サービス レベル契約の維持を支援します。EMC ユニファ

イド ストレージは、VMware vSphere 4.1 で導入された vStorage APIs for Array Integration（VAAI）
をサポートします。VAAI では、仮想デスクトップをより迅速にプロビジョニングおよび起動できま

す。
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以下に示す 3 つの主要な EMC テクノロジーは、単独でイネーブルにすることも、一緒にイネーブルに

することもでき、仮想化デスクトップのコストを最小限に抑えられます。

 • EMC FAST（Fully Automated Storage Tiering）：FAST は、サブ LUN 階層化機能を備え、自動化

をより強化したテクノロジーに拡張されました。この機能は、LUN 抽象化よりも下位のストレー

ジ プール レベルで動作します。旧バージョンの FAST が LUN レベルよりも上位で動作していた

のに対し、現行の FAST ははるかにきめ細かいレベルでデータ パターンを分析します。たとえば、

FAST は 800 GB の LUN をエンタープライズ フラッシュ ドライブに移動する代わりに、1 GB の
チャンク内にあるストレージ プール全体を識別および監視するようになりました。データがアク

ティブになると、FAST はそれらの「ホット」チャンクだけを自動的にフラッシュなどの上位層に

移動します。データがクール状態になると、FAST も下位層に移行するチャンクを正しく識別し、

それらを事前に移動します。このようにきめ細かい階層化により、ストレージの取得作業が軽減さ

れると同時に、パフォーマンスと応答時間が向上します。FAST は完全に自動化されており、ポリ

シーに基づいて動作するので、上記の処理に手動操作は必要なく、したがって運用コストも削減で

きます。さまざまな階層のストレージが自動的に活用されるため、あらゆる仮想デスクトップ開発

に EMC FAST を役立てることができます。EMC FAST は、シック プロビジョニングされたデス

クトップを使用する仮想デスクトップ展開や、ユーザのデータ ディスクを利用する VMware View 
Composer 環境で特に有用です。

 • EMC FAST Cache：FLARE Release 30 で導入された新機能で、Enterprise Flash Drives（EFD; エ
ンタープライズ フラッシュ ドライブ）をアレイの拡張キャッシュ レイヤとして使用します。

FAST Cache はアレイ全体に適用される機能で、任意の LUN またはストレージ プールに対してイ

ネーブル化できます。FAST Cache は、アレイの FAST Cache 対応オブジェクト内で 64 KB のデー

タ チャンクを検証します。3 回以上アクセスされたデータが含まれる 64 KB チャンクは、FAST 
Cache にコピーされます。それ以降、そのデータ チャンクへのアクセスは、FAST Cache のフラッ

シュ ドライブで処理されます。これにより、非常にアクティブなデータをフラッシュ ドライブに

プロモーションできるようになり、その結果、非常にアクティブなデータへの応答時間が短縮さ

れ、LUN で発生するデータの「ホット スポット」は減少します。

FAST Cache は、読み取りキャッシュと書き込みキャッシュの両方を拡張したもので、ブート ス
トームやアンチウイルス スキャンなど読み取り中心のアクティビティと、パッチやアプリケー

ションの更新など書き込み中心のアクティビティが抽象化されています。

 • Block Data Compression：EMC ユニファイド ストレージに導入された Block Data Compression 
を使用すると、お客様は制約なしに実稼動環境の任意の場所でスペースを節約および再利用できま

す。この機能を使用してデータを圧縮し、貴重なストレージ容量を再利用することで、ストレージ

の効率性がさらに向上します。データ圧縮はバックグラウンド タスクとして実行されるので、パ

フォーマンスのオーバーヘッドは最小限に抑えられます。Block Data Compression は、シン LUN 
もサポートします。VMware View 4.5 と統合された EMC ユニファイド ストレージでは、階層型

ストレージがサポートされ、仮想デスクトップ環境の効率性が向上します。EMC FAST Cache は、

読み取り中心および書き込み中心 I/O の急増を吸収することで、ログイン ストーム、AV スキャ

ン、および再構成イベントの影響を軽減します。EMC ユニファイド ストレージを使用すると、

VMware View 4.5 ストレージを最適なディスク階層に配置できます。こうした階層型ストレージ

環境では、レプリカを Enterprise Flash Drive（EFD; エンタープライズ フラッシュ ドライブ）に

プロビジョニングできる一方、リンク クローンとユーザ データをそれぞれファイバ チャネルと 
SATA ドライブに個別に配置できます。

VMware View 4.5 環境を最適化するための EMC ユニファイド ストレージ テクノロジーの導入方法を

図 13に示します。
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図 13 EMC ユニファイド ストレージによる VMware View 4.5 の最適化

Cisco ネットワーキング インフラストラクチャ

Cisco Nexus 5010 28 ポート スイッチ

Cisco Nexus 5010 スイッチは、1RU の 10 ギガビット イーサネット /FCoE アクセス レイヤ スイッチ

で、500 Gigabits per second（Gbps; ギガビット /秒）のスループットを極めて低遅延で提供するために

組み込まれています。このスイッチは、20 個の固定 10 ギガビット イーサネット /FCoE ポートを備え、

Small Form-Factor Pluggable Plus（SFP+; 着脱可能小型フォーム ファクタ プラス）に対応したモ

ジュールとケーブルを接続できます。さらに最大 6 個の 10 ギガビット イーサネット /FCoE ポート、ま

たは最大 8 個のファイバ チャネル ポート、あるいはその両方の組み合わせを追加サポートするように、

1 つの拡張モジュール スロットを設定できます。スイッチは、1 個のシリアル コンソール ポートと 1 
個のアウトオブバンド 10/100/1000 Mbps イーサネット管理ポートを備えています。N+1 の冗長性を持

つ 2 つのホットプラグ可能な電源装置と、N+1 の冗長性を持つ 5 つのホットプラグ可能なファン モ
ジュールにより、前面から背面への冷却が確実に行われます。

Cisco Nexus 5000 シリーズの機能の特徴

機能と利点

スイッチ ファミリの豊富な機能は、ラックレベルのアクセス レイヤ アプリケーションに最適のシリー

ズを実現します。このスイッチ ファミリは、IT 部門が各自の要件とタイミングに基づいてネットワー

クを統合できる、標準ベースのイーサネットおよび FCoE 機能を搭載し、データ センター ラックへの

投資を保護します。

 • 高密度ポート、ワイヤ速度のパフォーマンス、および群を抜く低遅延性を結合することで、スイッ

チはラックレベルの 10 ギガビット イーサネットに対して増大し続ける要求を満たす理想的な製品

となります。スイッチ ファミリは、ブレードおよびラックマウント サーバがフル実装された単一

または複数のラックをサポートするのに十分なポート密度を備えています。

 • 現代のデータ センター向けに組み込まれたスイッチには、対応するサーバと同等の設計が施され

ています。ポートと電源接続は、よりサーバ ポートに近い背面に配置されており、可能な限り短

く効率的にケーブルを配線することができます。ホットスワップ可能な電源および冷却モジュール

は前面パネルから操作でき、パネルのステータス ライトでスイッチの動作を一目で確認できます。
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インフラストラクチャ コンポーネント 
前面から背面への冷却は、サーバの設計に合致しており、データ センターの暖気および冷気通路

の効率的な設計をサポートします。サービサビリティも強化されており、すべてのお客様は前面パ

ネルから操作して自身でユニットを交換できます。SFP+ ポートの使用によって柔軟性が向上し、

短距離用の銅線と長距離用のファイバを含む一連のインターコネクト ソリューションを使用でき

ます。

 • Channel over Ethernet および IEEE データ センター ブリッジング機能は、I/O の統合をサポート

し、複数のトラフィック フローを管理しやすくし、パフォーマンスを最適化します。SAN 統合の

実装では、イーサネットのポーズ メカニズムによって提供されるロスレス ファブリックのみが必

要ですが、Cisco Nexus 5000 シリーズの追加機能では、さらに管理しやすく高パフォーマンスな

ユニファイド ネットワーク ファブリックを作成できます。

10 ギガビット イーサネットとユニファイド ファブリックの機能

Cisco Nexus 5000 シリーズは、10 ギガビット イーサネット接続のための最初にして最高の優れたアク

セス スイッチ ファミリです。スイッチのほとんどの機能は、10 ギガビット イーサネットで高いパ

フォーマンスを実現するように設計されています。Cisco Nexus 5000 シリーズは、それぞれの 10 ギガ

ビット イーサネット ポートで FCoE もサポートし、ユニファイド データセンター ファブリックを実装

するための機能を備えており、LAN、SAN、およびサーバ クラスタリングのトラフィックを統合する

ことができます。

低遅延 

Cisco Nexus 5000 シリーズの ASIC で採用されているカットスルー スイッチング テクノロジーによっ

て、3.2 マイクロ秒の低遅延を提供できます。この遅延の低さは、スイッチングされるパケットのサイ

ズにかかわらず一定です。この遅延は、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）、

Quality of Service（QoS）、およびその他すべてのデータ パス機能をオンにした完全構成時のインター

フェイスで測定されました。Cisco Nexus 5000 シリーズの遅延の低さは、アプリケーション間の遅延

を約 10 マイクロ秒のレベルにまで抑えます（ただし、Network Interface Card [NIC; ネットワーク イ
ンターフェイス カード ] によって異なります）。次に説明する輻輳管理機能に加えて、これらの数値が

示すように、Cisco Nexus 5000 シリーズは遅延に敏感な環境のための有力な選択肢となります。

他の機能には、ノンブロッキング ラインレート パフォーマンス、シングルステージ ファブリック , 輻
輳管理、仮想出力キュー、ロスレス イーサネット（優先度ベース フロー制御）、遅延廃棄、Fibre 
Channel over Ethernet、ハードウェアレベルの I/O 統合、およびエンドポートの仮想化があります。詳

細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_white_papers_list.html を参照して

ください。

Microsoft Windows 7

Microsoft 社は、同社の次世代デスクトップ オペレーティング システムとして 2009 年秋に Windows 7 
を導入しました。Windows 7 は、Windows XP および他の主要ソフトウェアを継承するオペレーティ

ング システムです。IDC レポートによると、企業ユーザの約 70% が Windows XP を使用しており、こ

れらのユーザの大部分が Windows 7 への移行を視野に入れています（IDC レポート「Deployment 
Opportunities for Windows 7」を参照。

Microsoft Windows 7 のゴールデン イメージの作成とプロビジョニング

Microsoft Windows 7 は、次の 2 つの方法で View 4.5 向けのプロビジョニングを実行できます。

 • 従来のゲスト OS をインストールし、アプリケーションを設定する

 • Microsoft Deployment Toolkit（MDT）を使用する
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ソリューションの検証
これらの方法は、それぞれ異なる最適化モードおよび設定を提供します。両方の方法に関する手順を

追った詳細な設定情報については、次の URL を参照してください。

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-View-OptimizationGuideWindows7-EN.pdf このドキュメ

ントは、2 種類の方法の詳細を記載しており、各方法の最適化技法について説明します。

ソリューションの検証

Cisco Unified System および EMC Storage での VMware View 4.5 の
スケーラビリティの構成トポロジ

図 14 高度なアーキテクチャ
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ソリューションの検証
図 15 詳細なアーキテクチャ

Cisco UCS の設定

この項では、インフラストラクチャ構築の一環として行われた Cisco UCS の設定について説明します。

ラック、電源、およびシャーシの設置については、インストール ガイド

（http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/hw/chassis/install/ucs5108_install.html）に

記載されており、このドキュメントの対象範囲には含まれません。各ステップの詳細については、次の

ドキュメントを参照してください。
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ソリューションの検証
 • Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/1.3.1/b_CLI_Config
_Guide_1_3_1.html

 • Cisco UCS M シリーズ GUI コンフィギュレーション ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/b_UCSM_GU
I_Configuration_Guide_1_3_1.html

Cisco UCS サービス プロファイルの設定は、次の URL のサービス プロファイル コンフィギュレー

ション ガイドに記載されるステップに従って実装されました。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_configuration_example09186a0080af7515.sht
ml 図 16に、設定プロセスの高レベル フローを示します。

図 16 UCS Manager の高レベル フロー
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ソリューションの検証
Cisco UCS システム クラスの設定

Cisco UCS では、次のようにユーザ クラス名を定義します。

 • Platinum

 • Gold

 • Silver

 • Bronze

Cisco UCS で QoS をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

表 1 名前表のマップ（Cisco Unified Computing System と NXOS）

Cisco UCS 名 NXOS 名

Best effort Class-default

FC Class-fc

Platinum Class-Platinum

Gold Class-Gold

Silver Class-Silver

Bronze Class-Bronze

表 2 Cisco Unified Computing System のデフォルトのクラスと CoS のマップ

Cisco UCS クラス名 Cisco UCS デフォルト クラス値

Best effort Match any

Fc 3

Platinum 5

Gold 4

Silver 2

Bronze 1

表 3 Cisco Unified Computing System のウェイト

Cisco UCS クラス名 ウェイト

Best effort 5

Fc 5
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ソリューションの検証
ステップ 1 [Platinum] ポリシー ボックスをクリックして Platinum ポリシーを設定します。ジャンボ フレームをイ

ネーブルにする場合は、[MTU] を [normal] から [9000] に変更します。この設定中、オプションはパ

ケット廃棄ポリシーなしに設定されています。
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ソリューションの検証
ステップ 2 ポリシーの [LAN] タブで、プラチナ ポリシーを定義し、プライオリティとして [Platinum] を選択しま

す。
29 



 

ソリューションの検証
ステップ 3 このポリシーを QoS ポリシーの下にある vNIC テンプレートに含めます。

これは、エンドツーエンド QoS に関して Cisco UCS が提供する独自の価値です。たとえば、EMC ス
トレージ用に VLAN を設定し、プラチナ ポリシーとジャンボ フレームを設定して、エンドツーエンド 
QoS およびパフォーマンスの保証を得ることができます。Platinum ポリシーとノードロップ クラスが

設定された NIC を設定することができます。
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ソリューションの検証
VMware View 4.5 の構成

図 17に、テスト環境におけるネットワークのトポロジを示します。

図 17 テスト ネットワーク トポロジ

テスト環境の要約

 • vSphere クラスタ X 2

 • vCenter Server X 1

 • vCenter および View Events 用の SQL 2008 Server X 1

 • View Connection Server X 1

 • 仮想デスクトップ X 1540

 • AD サーバ X 1

 • DHCP サーバ X 1

 • CentOS IMAP メールサーバ X 1

 • Celerra NAS ヘッド X 2、NFS ボリューム X 2

 • RAWC Controller X 1

 • RAWC Session Launcher X 100

コンポーネントの構成は、表 4～表 13に示します。
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ソリューションの検証
表 4 VMware vSphere 4.1

vSphere 4.1 ESXi 260247 

ハードウェア： Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ モデル： B250 –M2

OS： VMWare ESXi 4.1.0 サービス パック： -

CPU： 

6 コア Intel 5680（1333 GHz）X 2 

（合計 24 論理コア） RAM：

192 GB（1333 
MHz）

ディスク：

SAN からのブート

ネットワーク：

VIC アダプタ

10 GbE X 4

表 5 VMware vCenter 4.1

VMware vSphere vCenter 4.1.0 Build 258902

OS： Windows 2008 Enterprise R2 64 ビット サービス パック： - 

CPU： vCPU X 2 RAM： 4096 MB

ディスク：

40 GB 仮想ディスク X 2 

ネットワーク：

10 GbE X 2

（VMXNET3）

View Composer 2.5.0-291081

表 6 VMware vCenter、View、VUM データベース サーバ

MSSQL 2008 R2

OS： Windows 2008 Enterprise R2 64 ビット サービス パック： - 

CPU： vCPU X 2 RAM： 4096 MB

ディスク：

40 GB 仮想ディスク X 2 

ネットワーク：

10 GbE X 2

（VMXNET3）

表 7 VMware View Connection Server

VMware View 4.5 Connection Server

OS： Windows 2008 Enterprise R2 64 ビット サービス パック： - 

CPU： vCPU X 2 RAM： 8192 MB

ディスク：

40 GB 仮想ディスク X 1 

ネットワーク：

10 GbE X 2

（VMXNET3）

View Connection Server 4.5.0-293049
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ソリューションの検証
表 8 VMware View Desktop Agent

VMware View Desktop Agent（仮想デスクトップ）

OS： Windows7 Enterprise 32 ビット サービス パック： 1

CPU： vCPU X 1 RAM： 1536 MB

ディスク：

40 GB X 1

ネットワーク：

1 GbE X 1

（VMXNET3）

View Agent 4.5.0-293049

表 9 Active Directory サーバ

MS Active Directory サーバ

OS： Windows 2008 Enterprise R2 64 ビット サービス パック： - 

CPU： vCPU X 2 RAM： 4096 MB

ディスク：

40 GB 仮想ディスク X 1 

ネットワーク：

10 GbE X 2

（VMXNET3）

表 10 DHCP サーバ

MS DHCP サーバ

OS： Windows 2008 Enterprise R2 64 ビット サービス パック： - 

CPU： vCPU X 1 RAM： 4096 MB

ディスク：

40 GB 仮想ディスク X 1 

ネットワーク：

10 GbE X 2

（VMXNET3）

表 11 メール サーバ

CentOS 5.3 Dovecot IMAP サーバ

OS： CentOS 5.3_i386 サービス パック： - 

CPU： vCPU X 1 RAM： 1024 MB

ディスク：

15 GB 仮想ディスク X 1 

ネットワーク：

10 GbE X 1

（フレキシブル）

表 12 RAWC Controller

VMware RAWC 1.2

OS： Windows 2003 R2 Enterprise 64 ビット サービス パック： 2

CPU： vCPU X 4 RAM： 2048 MB

ディスク：

20 GB 仮想ディスク X 1 

ネットワーク：

10 GbE X 2

（VMXNET3）
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ソリューションの検証
VMware View コンポーネントは、VMware View 4.5 のインストレーション ガイド

（http://www.vmware.com/pdf/view45_installation_guide.pdf）で指定されたガイドラインに従って構

成されました。

表 13 Session Launcher

VMware RAWC 1.2 Session Launcher

OS： Windows XP 32 ビット サービス パック： 1

CPU： vCPU X 2 RAM： 8192 MB

ディスク：

8 GB X 1

ネットワーク：

1 GbE X 1

（VMXNET3）
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ソリューションの検証
LAN の構成

この構成は、Cisco Nexus 5010 のペア、低遅延でラインレートの 10 ギガビット、およびデータ セン

ター アプリケーション用の Fibre Channel over Ethernet（FCoE）スイッチで構成されます。各 Cisco 
UCS ファブリック インターコネクトには 4 個の 10 G イーサネット アップリンク ポートが構成され、

図 18に示すようにネクタイ型に Nexus 5010 ペアに接続されます。FC と Cisco UCS に推奨されるベス

ト プラクティスごとのイーサネット データアクセスの両方を実行しているので、ファブリック イン

ターコネクトは、エンド ホスト モードです。ファブリック インターコネクトあたり 40 Gbps を超える

プロビジョニングを行いました。これは、スケーラブルで拡張可能なシステムを構築しているためで

す。

図 18 Cisco Unified Computing System からアップストリーム Cisco Nexus 5000 を使用した

ネットワーク構成

Cisco Nexus 5000 を使用して EMC Celerra NS-480 ストレージ システムに接続して、NAS にアクセス

します。EMC 社は、ポート チャネルで設定され、ダウンストリーム Cisco Nexus 5000 のペアに接続

されたデュアル ポートの 10G Chelsio をサポートしています。すべてのポートでは、ジャンボ フレー

ムが設定されています。

この設定で使用される Cisco Nexus 5000 の詳細な設定の 1 つについては、「付録 A：設定の選択」を参

照してください。
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ソリューションの検証
図 19 EMC Celerra NS-480 のネットワーク構成

EMC NS-480 の LAN 構成

物理設計に関する考慮事項：

 • EMC 社は、Gigabit Ethernet（GbE; ギガビット イーサネット）接続と Link Aggregation Control 
Protocol（LACP）をサポートするスイッチおよび銅ベースのメディアをサポートするスイッチ上

のポートを推奨しています。

論理設計に関する推奨事項：

 • この検証済みソリューションは、Virtual Local Area Network（VLAN; 仮想ローカル エリア ネッ

トワーク）を使用して各種のネットワーク トラフィックを分離し、スループット、管理性、アプ

リケーションの分離、ハイ アビリティ、およびセキュリティを向上させます。

 • 仮想デスクトップ ネットワークの IP スキームは、DHCP サーバの 1 つ以上のサブネットに十分な

数の IP アドレスが存在し、これらのアドレスを各仮想デスクトップに割り当てることができるよ

うに設計する必要があります。

リンク アグリゲーション：

 • Celerra ユニファイド ストレージは、リンク アグリゲーションを使用してネットワークのハイ ア
ビリティまたは冗長性を提供します。これは、リンクまたはスイッチの障害の問題に対応するため

に使用される方法の 1 つです。

 • リンク アグリゲーションは、複数のアクティブなイーサネット接続が 1 つの MAC アドレスと場合

によっては複数の IP アドレスを持つ 1 つのリンクとして認識されるようにできるハイ アベリティ

機能です。

 • このソリューションでは、LACP が Celerra で設定され、2 つの 10 GbE ポートを 1 つの仮想デバ

イスに統合します。イーサネット ポートでリンクが失われた場合には、別のポートにフェール

オーバーします。すべてのトラフィックがアクティブなリンクに分散されます。
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ソリューションの検証
Celerra ネットワーク構成のデータ ムーバ ポート

Celerra NS-4800 は、2 つのブレードで構成されています。これらのブレードは、アクティブ /アク

ティブまたはアクティブ /パッシブに構成できます。アクティブ /パッシブ構成では、パッシブ ブレー

ドがアクティブ ブレードのフェールオーバー デバイスとして機能します。このソリューションでは、

ブレードはアクティブ /パッシブ モードで動作します。

Celerra NS-480 ブレードは、4 個の 10 GbE コントローラ ポートで構成されます。fxg0 ポートおよび 
fxg1 ポートは、LACP を使用して設定され、仮想マシン トラフィック、ホーム フォルダ アクセス、お

よびローミング プロファイル用外部アクセスをサポートします。fxg2 ポートおよび fxg3 ポートは、今

後の拡張で使用するために設定されません。

external_interface デバイスは管理用に使用され、VLAN 274 上のプライベート ネットワークでデータ

の出し入れが行われます。LACP1 デバイスに存在する両方のインターフェイスは、fxg0 および fxg1 
で設定されます。

ポートは次のように設定されます。

external_interface protocol=IP device=lacp1
inet=10.6.121.55 netmask=255.255.255.0
broadcast=10.6.121.255
UP, Ethernet, mtu=1500, vlan=521,
macaddr=0:60:16:26:19:0
lacp1_int protocol=IP device=lacp1
inet=192.168.80.5 netmask=255.255.240.0
broadcast=192.168.95.255
UP, Ethernet, mtu=9000, vlan=274,
macaddr=0:60:16:26:19:0

データ ムーバでの LACP の設定

server_2 で fxg0 および fxg1 を使用するリンク アグリゲーションを設定するには、コマンド プロンプ

トで次のように入力します。

$ server_sysconfig server_2 -virtual -name <Device Name> -
create trk
-option "device=fxg0,fxg1 protocol=lacp"

ポートが正しくチャネル化されたことを確認するには、次のように入力します。

$ server_sysconfig server_2 -virtual -info lacp1
server_2:
*** Trunk lacp1: Link is Up ***
*** Trunk lacp1: Timeout is Short ***
*** Trunk lacp1: Statistical Load C is IP ***
Device Local Grp Remote Grp Link LACP Duplex Speed
--------------------------------------------------------------
fxg0 100000 5888 Up Up Full 10000 Mbs
fxg1 100000 5888 Up Up Full 10000 Mbs

両方の cge ポートのリモート グループ番号が一致し、LACP ステータスが「Up」である必要がありま

す。適切な速度およびデュプレックスが予想どおりに確立されているかどうかを確認します。
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ソリューションの検証
SAN の構成

ストレージ コンポーネント

FLARE Release 30 のストレージ プールは、異種ドライブ プールをサポートしています。このソ

リューションでは、20 台のディスクのプールが 14 台の FC ディスクおよび 6 台の SATA ドライブから

構成されました。図 20に示されるように、このストレージ プールから、4 個のシック LUN（サイズ

は、各 1.25 TB）が作成されました。プールの FAST Cache は、イネーブルです。

図 20 ストレージ プールの LUN

ストレージ プール内の各 LUN の階層化ポリシーは [Highest Available Tier] に設定されており、頻繁に

アクセスを受けるすべてのデスクトップ データが FC ディスクに残されるようにします。データが古く

なり、使用頻度が下がると、プール内の SATA ドライブに移動されます。

FAST Cache のイネーブル化

FAST Cache は、Unisphere? 内のアレイのシステム プロパティ内のアレイ全体に適用される機能とし

てイネーブルになります。[FAST Cache] タブ、[Create] ボタンの順にクリックし、適切な EFD を選択

して FAST Cache を作成します。FAST Cache には、ユーザ設定パラメータはありません。
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ソリューションの検証
図 21 FAST Cache

このソリューションでは、レプリカ ストレージの FAST Cache はイネーブルになっていません。レプ

リカ イメージは、EFD からサービスの提供を受けます。これらの LUN の FAST Cache をイネーブル

にすると、オーバーヘッドが増加します。パフォーマンスが向上することはありません。

レプリカ イメージが FC ディスクに保存される場合は、これらの LUN の FAST Cache をイネーブルに

します。

プール内のいずれかの LUN の FAST Cache をイネーブルにするには、プールのプロパティに移動して 
[Advanced] タブをクリックします。FAST Cache をイネーブルにするには、図 22に示すように 
[Enabled] をオンにします。
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ソリューションの検証
図 22 FAST Cache のイネーブル化

FAST の設定

プール LUN に FAST 機能を設定するには、プール LUN のプロパティに移動して [Tiering] タブをク

リックします。このタブで LUN の階層化ポリシーを設定します。

図 23 LUN の階層化ポリシー
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ソリューションの検証
Celerra Home Directory 機能

Celerra Home Directory インストーラは、各 DART リリースごとの NAS Tools and Apps CD に収録さ

れており、Powerlink の次の場所からダウンロードできます。

[Home] > [Support] > [Software Downloads and Licensing] > [Downloads C] > [Celerra Software]

Celerra Home Directory 機能のインストール手順は、Powerlink で入手可能な EMC Celerra Network 
Server Documentation CD に収録されています。

この機能をインストールしたら、Celerra Management Microsoft Management Console（MMC）ス

ナップインを使用して Home Directory 機能を設定します。図 24および図 25にサンプル設定を示しま

す。

図 24 サンプル設定：1

末尾のサフィクスが 1 ～ 500 のユーザ アカウントの場合、図 25に示すサンプル設定では、

¥userdata1_fs¥<domain>¥<user> の形式で ¥userdata1_fs ファイル システムにユーザのホーム ディレ

クトリが自動作成され、このパスに H:¥ drive がマッピングされます。各ユーザは、このフォルダに対

する独占権を持ちます。

図 25 サンプル設定：2

Powerlink から入手可能な『EMC Celerra Home Directory-A Detailed Review』ホワイト ペーパーに

は、詳細と高度な設定例が記載されています。
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ソリューションの検証
CIFS の構成

EMC CIFS/NFS ボリュームの構成例

この手順では、EMC Celerra システム上の EMC Unisphere を使用して CIFS 共有を作成し、VDI デス

クトップからドライブを共有にマッピングする方法について説明します。

ステップ 1 Control Station IP アドレスにログインします。
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ソリューションの検証
ステップ 2 次に示す共有をクリックします（すべての既存の共有も表示されます）。CIFs called fs1 という名前の 
CIFS が既に設定されていることがわかります。

ステップ 3 [Sharing] タブのプルダウン メニューを使用します。[CIFS Share Wizard] をクリックします。[Share 
Wizard] ダイアログボックスが表示され、NFS（この場合は CIFS）設定の手順が示されます。
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ソリューションの検証
ステップ 4 ここでは、ファイル システムを選択して CIFS を作成します（これは、デフォルト設定です）。[Next] 
をクリックします。

ステップ 5 CIFS 共有の作成 /設定場所となる適切なデータ ムーバを選択します。ここでは、server_2 という名前

のデータ ムーバを選択します。[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 6 このステップでは、CIFS の作成場所となるデータ ムーバを選択します。プルダウンを使用すると、使

用可能なすべてのデータ ムーバを表示できます。適切なデータ ムーバを選択したら、[Next] をクリッ

クします。

ステップ 7 ここでは、ボリュームを使用して共有を作成するか、事前定義された共有プールを使用して共有を作成

するかを選択します。ストレージ プールを選択し、[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 8 事前定義された適切なプールを選択します。

ステップ 9 CIFS 共有名を定義します。この例では、VDICIFS を使用しました。

EMC データ重複除外機能のチェックボックスもここでオンにします。
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ソリューションの検証
ステップ 10 ここでは、高速パフォーマンスおよび最大容量を定義します。

ステップ 11 このテストでは、デフォルトの割り当て設定は使用しませんでした。[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 12 送信して CIFS を作成する前に、CIFS の設定を確認します。

確認したら、[Submit] をクリックします。

ステップ 13 作成すると、使用可能な共有の中に新しい CIFS 共有が表示されます。設定プロセスを完了させるため

に、作成した共有を選択します。
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ソリューションの検証
ステップ 14 CIFS 共有を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 15 ここでは、ホストがこの CIFS 共有を認識する名前を指定します。

CIFS 名を入力すると、パス名が表示されます。
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ソリューションの検証
ステップ 16 最終確認 /結果のページです。名前およびパスを確認したら、[Finish] をクリックしてプロセスを完了

します。

ステップ 17 ここでは、作成が正常に完了したことを伝えるメッセージが表示されます。
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ソリューションの検証
ステップ 18 これらのステップを完了すると、CIFS 共有が共有のメイン ペインに表示されるようになります。

VDICIFS は、使用可能な共有として一覧に表示されません。

OS のインストール

ESXi のインストール

ESXi のインストールは、UCSM から KVM を使用して仮想メディアを介して実行されました。UCS 
ブレードに ESXi の ISO をマウントし、SAN ブート ターゲットに取り付けました。

より効率的な方法としては、PXE インストールを使用できます。PXE からインストールする場合は、

最初の vNIC のデフォルト VLAN として管理 VLAN を設定する必要があります。

VMware vMA または Virtual Management Assistant

VMware vSphere Management Assistant（vMA）は、プレビルドの Linux 仮想マシンです。管理者は、

スクリプトを導入して ESX システムおよび ESXi システムを管理できます。vMA に含まれるソフト

ウェアには、vSphere CLI、ノンインタラクティブ ログインをサポートする認証コンポーネント、およ

びログ収集コンポーネントがあります。テストでは、ESXi ホストからの resxtop 出力を収集するため

に頻繁に vMA を使用しました。これは設定変更にも使用され、16 台以上のホストを管理する際に節

約できる時間を見ても明らかなように、使いやすいアプライアンスです。

インストールした各ホストを vMA の vifpinit を使用して VIFastPass に登録することによって、冗長タ

スクは vMA のデフォルトの bash シェルを使用してループできます。
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ソリューションの検証
Nexus 1000V VEM Module のインストール

ESXi ホストは、Nexus 1000V Virtual Ethernet Module（VEM）を使用してインストールされ、

vCenter に追加されました。

Cisco Nexus 1000V および VEM のインストールおよび設定の詳細については、次の URL を参照して

ください。

 • http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3_b/install/vsm/
guide/n1000v_vsm_install.html

 • http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/products_installation_and_configuration_guides_list.h
tml

 • http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3_b/install/vem/
guide/n1000v_vem_install.html

ネットワークの設定

管理トラフィック、EMC ストレージ トラフィック、および vMotion トラフィックからデスクトップ 
トラフィックを分離するために、異なる VLAN が使用されました。ホストは Cisco Vitural Ethernet 
Module（VEM）を使用してインストールされ、Nexus 1000V VSM に追加されました。NFS および 
vMotion 用の VmKernel が作成されました。

たとえば、ESXi ホストでは次の設定が行われました。

ネットワーク設定に Cisco Nexus 1000V を使用することにより、DHCP スヌーピングを実行する高度

な機能およびハイパーバイザ自体における他のスマート ネットワーク スイッチ機能が提供されます。

これらの機能は、vSwitch がこのような機能を提供できない仮想ディスク環境において大きな利点にな

ります。
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ソリューションの検証
vMA を使用した NTP サーバおよび NAS データストアの設定

仮想環境における実行ベンチマークの 1 つの重要な側面は、NTP サーバの設定および各サーバに対す

る vCenter からの設定です。これはタイム ラグの観点から重要であり、さまざまなコンポーネントか

ら収集されたパフォーマンス データの同期化を維持します。

NTP および NAS リソースの設定は、次のように vMA から実行できます。

esxcfg-ntp -a 172.26.162.6
esxcfg-ntp -a 172.26.162.9
esxcfg-ntp --stop
esxcfg-ntp --start
esxcfg-nas -a -o 192.168.98.100 -s  /vol/tenant_49_infra tenant_49_infra
esxcfg-nas -a -o 192.168.98.100 -s  /vol/tenant_49_rawc tenant_49_rawc
esxcfg-nas -a -o 192.168.98.100 -s  /vol/tenant_49_vdi_desktop tenant_49_vdi_desktop

VMware vSphere の設定

単一サーバの拡張テストでは、SAN からのブートを使用して 1 台の ESXi 4.1.0 サーバが設定されまし

た。このテストには、1 個の EMC ストレージ ボリュームが設定されました。

2 シャーシ テストでは、クラスタが作成され、DRS モードが手動に設定された 7 台のサーバがこのク

ラスタの一部となりました。7 台のサーバには 1 個の NAS デバイスが NFS デバイスとしてマウントさ

れ、ランチャ VM を使用して 8 台のサーバのデスクトップに負荷が生成されました。各ブレードには、

それぞれ 110 台のデスクトップ（合計 770 台のデスクトップ）が割り当てられました。

図 26 VMware vSphere の設定

14 サーバ テストでは、2 個のクラスタが作成されました。クラスタ 1 には、すべての 7 個の ESXi 
4.1.0 がインストールされ、クラスタ 2 には 7 個の ESXi 4.1.0 がインストールされました。すべてのデ

スクトップ ホストは、Cisco UCS VIC（M81KR）アダプタを使用してインストールされました。
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ソリューションの検証
VMware View 4.5 コンポーネントと設定

VMware View のインストールの概要

VMware Web サイトで入手可能な『VMware View Installation Guide』には、View Connection Server 
および View Composer 2.5 のインストールに関する詳細な手順が記載されています。このソリュー

ションでは、特別な設定手順は必要ありません。

VMware Web サイトで入手可能な『ESXi Installation and vCenter Server Setup Guide』には、vCenter 
Server および ESXi のインストールに関する詳細な手順が記載されており、詳細はこのドキュメントの

対象範囲には含まれません。このソリューションでは、特別な設定手順は必要ありません。

VMware View の設定

デスクトップ プールを展開する前に、『VMware View Installation Guide』に記載される次の手順を必

ず完了しください。

 • Active Directory を準備する

 • vCenter Server に View Composer 2.5 をインストールする

 • View Connection Server をインストールする

 • vCenter Server インスタンスを View Manager に追加する

VMware View デスクトップ プールの設定

VMware 社は、レプリカ イメージあたり最大 250 のデスクトップを使用することを推奨しています。

つまり、デスクトップ 250 台ごとに独自のプールを作成する必要があります。このソリューションで

は、永続的な自動デスクトップ プールが使用されました。

このソリューションに設定されるように永続的な /専用自動デスクトップ プールを作成するには、次の

ステップを完了します。
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ステップ 1 https://server/admin（「server」は View Manager サーバの IP アドレスまたは DNS 名）で [VMware 
View Administration] ページにログインします。

ステップ 2 [Inventory] の下にあるメインの VMWAare View Administrator ダッシュボードの左ペインで [Pools] 
リンクをクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 3 [Pools] バナーの下にある [Add] ボタンをクリックします。

ステップ 4 [Type] ページで [Automated Pool] を選択してプール タイプを定義し、[Next] をクリックします。

プール タイプには、次の 3 つがあります。

 • Automated：vCenter 仮想マシンのスナップショットまたはサーバ テンプレートを使用してデスク

トップを生成します。

 • Manual：デスクトップのプロビジョニングに既存のマシン セットを使用します。任意の種類の物

理マシンを使用できます。

 • Terminal Services プール：オフライン デスクトップ アクセスを提供します。
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ソリューションの検証
ステップ 5 [User Assignment] ページでは、[Dedicated] オプション ボタンを選択して、[Enable automatic 
assignment] チェックボックスをオンにします。[Next] をクリックします。ユーザ割り当て方法には、

専用と流動の 2 つのオプションがあります。ここでは、専用ユーザ割り当てを選択しました。専用ユー

ザ割り当てでは、各ユーザが、プール内の特定のデスクトップに割り当てられます。専用プールではデ

スクトップ リソースがユーザに割り当てられるのに対して、流動プールは、プールから使用可能なす

べてのデスクトップをプロビジョニングします。

ステップ 6 次の図に示すように [vCenter Server] ページで [View Composer linked clones] を選択し、View 
Composer をサポートする vCenter Server を選択します。[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 7 次の図に示すように [vCenter Server] ページで [View Composer linked clones] を選択し、View 
Composer をサポートする vCenter Server を選択します。[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 8 [Pool Identification] ページに必要な情報を入力し、[Next] をクリックします。

必ず一意のプール名を入力してください。表示名は、View 4.5 デスクトップの境界バナーに表示され

ます。[Display name] フィールドおよび [Description] フィールドは任意です。
59 



 

ソリューションの検証
ステップ 9 [Pool Settings] ページで必要な変更をすべて行い、[Next] をクリックします。

このドキュメントで行われたテストでは 1 つだけ設定を変更し（[Automatically logoff after 
disconnect] を [Immediate] に変更）、その他の設定はデフォルトのままとしました。

ステップ 10 [View Composer Disk] ページで [Do not redirect Windows profile] オプション ボタンと [Do not redirect 
disposal files] オプション ボタンの両方をオンにして、[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 11 次の図に示すように、[Provisioning Settings] ページでデスクトップ プールの名前を選択し、プロビ

ジョニングするデスクトップの台数を入力します。この例では、110 台のデスクトップで構成される

プールが、Desktop-1 ～ Desktop-110 という命名パターンで生成されます。命名規則は 14 文字未満に

する必要があります。[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 12 [vCenter Settings] ページを参照して、次の図に示すように仮想マシンのデフォルトのイメージおよび

フォルダ、仮想デスクトップをホスティングするクラスタ、デスクトップを保持するためのリソース 
プール、およびデスクトップの展開に使用されるデータストアを選択します。次の図では、クローンの

配置先に 1 つの 1.2 TB FC LUN を選択し、レプリカの配置先に 1 つの 45 GB EFD LUN を選択しまし

た。

（注） マスター イメージの候補として表示される適格な仮想マシンは、VM の電源が切れるときにス

ナップショットを持っている必要があります。

[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 13 次の図に示すように、[Select Datastores] ページで [Use different datastore for View Composer replica 
disks] を選択し、レプリカとリンク クローン用のデータストアを選択します。

ステップ 14 [Guest Customization] ページでドメインおよび AD コンテナを選択してから、[Use QuickPrep] オプ

ション ボタンをオンにします。[Next] をクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 15 [Ready to Complete] ページでプールの設定を確認してから、[Finish] ボタンをクリックして仮想デス

クトップの展開を開始します。

ステップ 16 プールの生成が完了したら、プールに資格を追加する必要があります。これにより、特定のユーザにこ

のプールのデスクトップ リソースにログインする資格が与えられます。次の図は、CzechRepublic 
プールに資格を持った割り当て済みユーザいないことを示します。資格を設定するには、プールをク

リックしてそのプールを選択してから、[Entitlements] ボタンをクリックします。
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ソリューションの検証
ステップ 17 [Entitlements] ボタンをクリックすると、次のウィンドウが表示されます。[Add] をクリックします。

ステップ 18 [Add] をクリックすると、[Find User or Group] ボックスのポップアップが表示されます。次の図では、

使用する VDI ユーザ グループを検索します。[Start with] フィールドに名前を入力し、[Find] をクリッ

クします。対象ユーザまたはグループが検出されたら、そのユーザまたはグループをクリックして選択

してから [OK] を選択してプールの資格リストに追加します。
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ソリューションの検証
追加されたグループは、[Entitlements] ウィンドウに表示されます。この時点で、プールからデスク

トップにアクセスできるようになります。このプールの [Entitled] 列の下に緑色のチェック マークが表

示されます。
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テストの設定と構成
テストの設定と構成

図 27 サーバのスケーラビリティ テストで使用されたテスト環境

単一サーバのスケーラビリティ テストに使用された Cisco UCS テスト構成

ハードウェア コンポーネント

 • Cisco UCS B250-M2（5680、3.33 GHz）ブレード サーバ（192 GB のメモリ [4 GB X 48 
DIMMS、1333 MHz] を装備）X 1

 • Cisco UCS B200-M2（5680、3.33 GHz）ブレード サーバ（96 GB のメモリ [8 GB X 12 DIMMS、
1333 MHz] を装備）X 2

 • 各 B250-M2 に 2 個のシスコ仮想インターフェイス カード アダプタ

 • Cisco Nexus 5000 および 7000

 • EMC Celerra NS-480 ストレージ アレイ、2 個のコントローラ、デュアル ポート 10G Chelsio カー

ド（70 台の SAS ドライブを装備）X 2

ソフトウェア コンポーネント

 • Cisco UCS firmware 1.3(1n)

 • VMware vSphere 4.1、Virtual Center 4.1
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テストの設定と構成
 • VMware View 4.5

 • Windows 7：32 ビット、1 vCPU、1.5 GB のメモリ、40 GB/VM

2 シャーシ テストに使用された Cisco UCS の構成

ハードウェア コンポーネント

 • Cisco UCS B250-M2（5680、3.33 GHz）ブレード サーバ（192 GB のメモリ [4 GB X 48 
DIMMS、1333 MHz] を装備）X 7

 • Cisco UCS B200-M2（5680、3.33 GHz）ブレード サーバ（96 GB のメモリ [8 GB X 12 DIMMS、
1333 MHz] を装備）X 2

 • 各 B250-M2 に 2 個のシスコ仮想インターフェイス カード アダプタ

 • Cisco Nexus 5000 および 7000

 • 2.8 GHz IV Intel Xeon デュアル プロセッサおよびストレージ プロセッサあたり 8GB のメモリを

備えた EMC Celerra NS-480 ストレージ アレイ

ソフトウェア コンポーネント

 • Cisco UCS firmware 1.3(1n)

 • VMware vSphere 4.1（ESXi）、Virtual Center 4.1

 • VMware View 4.5

 • Windows 7：32 ビット、1 vCPU、1.5 GB のメモリ、40 GB/VM

4 シャーシ テストに使用された Cisco UCS の構成

ハードウェア コンポーネント

 • Cisco UCS B250-M2（5680、3.33 GHz）ブレード サーバ（192 GB のメモリ [4 GB X 48 
DIMMS、1333 MHz] を装備）X 14

 • Cisco UCS B200-M2（5680、3.33 GHz）ブレード サーバ（96 GB のメモリ [8 GB X 12 DIMMS、
1333 MHz] を装備）X 2

 • 各デスクトップ ブレード サーバに 2 個のシスコ仮想インターフェイス カード アダプタおよび 
M200-M2 上の vSphere 用に Menlo-Q カードと Menlo-E カードの組み合わせ

 • Cisco Nexus 5000 および 7000

 • 2.8 GHz IV Intel Xeon デュアル プロセッサおよびストレージ プロセッサあたり 8GB のメモリを

備えた EMC Celerra NS-480 ストレージ アレイ

ソフトウェア コンポーネント

 • Cisco UCS firmware 1.3(1n)

 • VMware vSphere 4.1（ESXi）、Virtual Center 4.1

 • VMware View 4.5
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テストの設定と構成
 • Windows 7：32 ビット、1 vCPU、1.5 GB のメモリ、40 GB/VM

テスト方法と成功基準

VMware 社の RAWC ツールを使用して仮想デスクトップ ユーザのシミュレーションを実行しました。

このツールは、次の 3 つの主要コンポーネントで構成されています。

 • RAWC Controller：Windows 2003 R2 に基づいて構築され、RAWC Controller インターフェイス

と呼ばれるパッケージを含みます。このインターフェイスでは、各デスクトップ ログインに対し

てワークロードを選択できます。

 • Session Launcher：Windows XP SP1 および .net プラットフォームに基づいて構築されています。

このセッション ランチャは RAWC Controller にインストールされ、RAWC Controller 上の共有に

アクセスします。Session Launcher は、次の 2 つの機能を担います。

 – ログイン情報を取得する。

 – 開始されたセッション インスタンスのログファイルを書き込むことによって、正常なログイ

ンを記録する。

 • Workload Simulator：View Client からのログイン時にデスクトップで起動し、リアルタイムでア

プリケーションを起動します。このシミュレータは、特定のアプリケーションによるデータの読み

書きおよび生成を開始して、実際のユーザが生成するであろうアクティビティのシミュレーション

を実行します。

負荷の生成

VMware 社は、ナレッジ ワーカーのシミュレーションを実行するために RAWC ツール向けのユーザ 
プロファイルを開発しました。図 28に示すように、このユーザ プロファイルには典型的なオフィス ア
プリケーションが含まれています。

図 28 RAWC ツール向けユーザ プロファイル

各 Session Launcher は、最大 20 のユーザ セッションを処理できます。操作を開始するためには、

Session Launcher が VMware View Server に対するセッションを開始します。各セッションは、特定の

ユーザ アカウントで開始します。各ユーザ セッションでプロセスが開始し、スクリプトをロードして

特定のアプリケーション アクティビティを開始します。VDI デスクトップ マシンが、2 つの機能を担

う RAWC Controller の共有をマウントします。まず Microsoft Windows 7 Desktop が成功したログイ

ンを記録し、次に出力ファイルから設定を読み取ってワークロード プロセスを開始します。
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テスト結果
ユーザ ワークロードのシミュレーション

RAWC ツールは、典型的なデスクトップ ユーザのアクティビティのシミュレーションを実行するよう

に設計されています。ほとんどのユーザは、ログイン後にまず E メールをチェックするので、最初に

実行されるアプリケーションは Outlook です。その後はアプリケーションがランダムに実行され、

ファイルの開閉、ファイルの作成、データの入力、ファイルの保存などさまざまな操作が行われます。

ワークロードに含まれるアプリケーションは、Microsoft Office 2007 Professional Plus 製品（Outlook、
2 つの Microsoft Word ドキュメント、複数の Microsoft Excel スプレッドシート、および Microsoft 
PowerPoint）です。Adobe Reader でドキュメントを開く /閲覧するおよび Microsoft Internet Explorer 
を使用した Web サーフィンも含まれます。

VMware RAWC ツールの詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-WP-WorkloadConsiderations-WP-EN.pdf

成功基準

ワークロード テストの成功は、次の 3 つの基準を評価して判断します。

 • ワークロードの完了と RAWC Controller から共有のログ ファイルに書き込まれたタイミング

 • EMC の Application Operations Manager のボリューム アクティビティとテスト ウィンドウとの比

較

 • vMA アプライアンスで生成されたリモート esxtop から収集されたデータ

テスト担当者は、デスクトップ ログイン グループが各セッション ランチャから正常に起動したことを

目視で確認する必要もあります。確認は、RAWC Controller から開始された RDP セッションを監視す

ることによって行いました。

テスト結果
このテストの目的は、EMC Celerra NS-480 ストレージ システムを使用して導入された Cisco UCS ブ
レード サーバ上で Microsoft Windows 7 デスクトップを仮想化する VMware vSphere 4.1 における 
VMware View 4.5 の検証に必要なデータを提供することです。テスト結果は、次の 2 つの項に分けて

記載されます。

 • 「単一の Cisco UCS ブレード サーバの検証結果」

 • 「7 台の Cisco UCS ブレード サーバの検証結果」

この項には、お客様がご自身の実装を設計する際に参考にできるデータ ポイントに関する情報が記載

されます。これらの検証結果は、このドキュメントに記載された特定の環境条件において可能な例であ

り、VMware vSphere 4.1 のスケーラビリティを使用した VMware View 4.5 のすべての特性を表すもの

ではありません。

VMware View 4.5 VDI のテスト結果

この項では、VMware View 4.5 VDI 検証テストで得られた結果の詳細について説明します。各テスト 
サイクルの全体的な成功を検証するために、主要な成功基準メトリックが示されました。検証の裏づけ

となるすべてのデータは、最後の 4 シャーシ構成の検証に記載されています。
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テスト結果
単一の Cisco UCS ブレード サーバの検証結果

最初の検証プロセスは、単一の Cisco UCS ブレード サーバでホスティングできる仮想デスクトップの

台数を確認することでした。サーバあたりの仮想デスクトップの台数を識別する際は、使用可能な 
RAM の合計、CPU の量、IO、およびネットワーク オーバーヘッドを評価することが重要です。それ

ぞれの仮想デスクトップは 1.5 GB の RAM を備えるように構成され、各ブレードには 192 GB の RAM 
が用意されました。

検証に使用された基準は、次の 3 つでした。

 • 平均 CPU が約 80 % に達するまでデスクトップを増やす。これは、すべてのデスクトップがワー

クロードを実行する定常状態期間に判断されました。

 • メモリ バルーニングまたはスワッピングを回避する。

 • あるレベルで維持されるユーザ エクスペリエンスが劣化を示さない。

各デスクトップ構成をホスティングするサーバのコア CPU 使用率が取得されました。図 29に示すよ

うに、プロセッサの使用率パターンは、繰り返し行ったテストを通じて一貫していました。ナレッジ 
ワーカー プロファイル ワークロードを使用した 110 台を超えるデスクトップの CPU 使用率は、常に 
80 % を超えました。したがって、110 台のデスクトップでは、コア プロセッサの 20 % がワークロー

ドのスパイクおよび予期しない障害状態のために使用できると判断されました。

図 29 ESX ホストのコア CPU 使用率の時間

EFD（ソリッド ステート）ドライブを階層化されたストレージ アーキテクチャ内で使用すると、デス

クトップ アーキテクチャ全体の拡張が可能になり、より多くのデスクトップに対応できます。これは、

従来のアーキテクチャと比べると、全体的な CPU 使用率が低いためです。図 29からわかるように、

110 台のデスクトップでは CPU の平均コア使用率が 65 % 近くなので、単一の UCS ブレードでホス

ティング可能なデスクトップの台数が増加します。

図 30は、テスト中に取得された物理ハードウェアの実行コンテキストまたは Physical CPU（PCPU; 
物理 CPU）値を示します。PCPU は、ハイパースレッディングを使用できない場合は物理 CPU コアを

指し、ハイパースレッディングがイネーブルの場合は Logical CPU（LCPU）を指します。ハイパース

レッディングを使用すると、各プロセッサでの並列処理が可能です。Intel Westmere プロセッサはハイ

パースレッディングを使用します。したがって、2 個の 6 コア Westmere プロセッサを備えた B250-M2 
プラットフォームの LCPU は合計 24 になります。PCPU 使用率は、各 LCPU に対して取得でき、

PCPU（LCPU）がアイドル状態ではないリアル タイムの割合を示します。図 30に、すべての PCPU 
を平均した CPU 使用率を示します。図 30に示される値からは、ワークロード スパイクおよび予期し

ない障害状態に使用できるリソースがプロセッサにはあることを確認できます。
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テスト結果
図 30 ESX ホストの CPU 使用率

図 31 非カーネル メモリ使用率
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テスト結果
図 32 メモリ バルーニング（MB 単位）

非制約環境とアプリケーション アクセスを一致させるために、ワークロード内のアプリケーションの

平均起動時間を基準として、ユーザ エクスペリエンスが分析されました。図 33に示すように、アプリ

ケーションの起動時間は、デスクトップの実行台数を通じて一定でした。検証では、110 というデスク

トップ台数を超えると、アプリケーションの起動時間がやや遅くなることが判明しました。最大起動時

間は、最大 110 台のデスクトップでのすべての実行について 2.5 秒未満でした。

図 33 アプリケーションの平均起動時間

前述したメモリおよび CPU 使用率の要件を前提として、単一ブレード サーバ上で許容できる仮想デス

クトップの台数を決定した後で、UCS ファブリック インターコネクトから Nexus 5000 へと通過する

ネットワーク トラフィックの量を把握しました。ナレッジ ワーカーのワークロードを実行する 110 台
のデスクトップを 10 ギガビット イーサネット接続がサポートしていることに留意することが重要で

す。トラフィック量は、ファブリック インターコネクトまでの各 Nexus 5000 のポート チャネル ダウ

ンリンクで把握されました（すべてのイーサネットベースのトラフィックを含みます）。ファイバ チャ

ネル使用率の観点からは、UCS シャーシからのすべての IO トラフィックがファブリック インターコ

ネクト上の FC ポートで把握されました。
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テスト結果
図 34 n5k-vdi-1-port-channel2：VPC から FI-A

図 35 n5k-vdi-1-port-channel3：VPC から FI-B
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テスト結果
図 36 DC1-VDI1-FI-A-fc2/3

図 37 DC1-VDI1-FI-A-fc2/4

7 台の Cisco UCS ブレード サーバの検証結果

7 ブレードの負荷テストは、VDI 環境のスケーラビリティおよび予測可能性に重点を置きました。7 ブ
レード テストのシナリオでは、ブレードあたり 110 台の仮想デスクトップを展開した単一ブレード テ
ストの結果を活用しました。次のテスト条件が作成されました。

 • 各ホストには、110 台のデスクトップ VM がプロビジョニングされました。

 • 385 台の VM で構成された 2 つのプールが、7 ホスト クラスタ内で使用されました。
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スケーリングとサイジングのガイドライン
 • DRS では自動 vMotion はオフでした。

 • テスト ワークロードは、0 ～ 24 分の遅延で継続されました。

 • Session Launcher は、Launcher あたり 20 ユーザに増やされました。

 • 各 Session Launcher 間の RDP 接続の遅延は、3 秒から 20 秒へと増やされました。

7 ブレード テストは、単一ブレード テストの結果と非常に良く似た、予測可能なリソース使用率を示

しました。各ブレードのプロセッサおよびメモリの使用率は、単一ブレード テストに基づいたパ

フォーマンス予測内で推移しました。ネットワーク使用率および IOPS 速度は、予測可能な形で増加し

ました。

（注） 下記に示すパフォーマンスの組み合わせグラフは、前述した単一ブレード サーバの図と同様です。

図 38 7 ホストのコア CPU 使用率の時間

スケーリングとサイジングのガイドライン
このリファレンス アーキテクチャでのテストに成功した 4 個のシャーシまたは 14 台のサーバを超えて

拡張する場合には、多数の要因を考慮する必要があります。この項では、4 個の UCS シャーシを越え

て拡張する場合のガイドラインについて説明します。

スケーラビリティに関する考慮事項とガイドライン

単一のブレード特性に対して 110 台のデスクトップの負荷が選択されました。これは、次の 3 つの基準

を満たすためです。

 • テスト対象のすべてのデスクトップについて、ワークロード期間中の平均 CPU 負荷が 80% であ

る。

 • メモリ バルーニングまたはスワッピングが発生しない。
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 • ユーザ エクスペリエンスが劣化しない。

Cisco UCS システムの構成

結果からわかるように、Cisco UCS リファレンス アーキテクチャの実装はリニアなスケーラビリティ

を示しました。

UCS アップリンク密度の設定は、お客様の任意です。専用デスクトップ シャーシに関してテスト中に

得た値を値から推計して、次の結果を得ました。

したがってバックエンド ストレージは、「EMC ユニファイド ストレージのソリューションとコンポー

ネント」に記載の IOP に関する考慮事項に基づいて拡張する必要があります。

VMware 社は、デスクトップの台数を増やす際に VMware コンポーネントを拡張する方法の詳細を記

載した VMware アーキテクチャの計画ガイドを次の URL で提供しています。

http://www.vmware.com/pdf/view45_architecture_planning.pdf 「EMC ユニファイド ストレージのソ

リューションとコンポーネント」も参照してください。

vSphere の構成

vSphere 4.1 については、スケーリングの計算を行う際に最大構成を考慮する必要があります。次の 
URL で VMware vSphere 4.1 の最大構成を参照してください。
http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r41/vsp_41_config_max.pdf

主要パラメータは次のとおりです。

 • DRS クラスタ

 – DRS クラスタあたりのホスト数1

表 14 UCS システムの構成：テスト対象サーバ

vSphere

 シャーシの数

テスト対象 B250-M2 
サーバの数  VM の数 VM/コア

1 1 ブレード 110 9.16

2 7 ブレード 770

4 14 ブレード 1540

表 15 UCS システムの構成：サーバ（推計）

vSphere

シャーシの シャーシ

の数 B250-M2 サーバの 数 VM の VM の数 VM/コア

8 32 ブレード 3520 9.16

12 48 ブレード 5280

16 64 ブレード 7040

20 80 ブレード 8800

1. vSphere は、DRS/HA クラスタ内で最大 32 のホストをサポートします。View 4.5 では、クラスタ内
で 9 台以上のホストをサポートできません。
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スケーリングとサイジングのガイドライン
 – DRS クラスタあたりの仮想マシン台数 

 – DRS クラスタ内のホストあたりの仮想マシン台数

HA クラスタの実装する場合、主要パラメータは次のとおりです。

 • HA クラスタ

 – HA クラスタあたりのホスト数 1

 – 8 台以下のホストが含まれる HA クラスタ内のホストあたりの仮想マシン台数 

 – 9 台以上のホストが含まれる HA クラスタ内のホストあたりの仮想マシン台数

単一 VC の容量を超えて拡張する場合、別の vCenter を追加する必要があるので、vCenter のスケーラ

ビリティが別の重要な基準になります。リンクされた vCenter の概念を使用すると、複数の VC で多数

の ESX ホストおよびクラスタを管理できます。

サイジングのガイドライン

この調査の主な結果の 1 つは、CPU およびメモリに関する Microsoft Windows 7 デスクトップの特性

です。192 GB のメモリを備える単一ブレード サーバの物理メモリの大部分は、110 台のデスクトップ

のアクティブなセッションに使用されました。各 Windows 7 仮想デスクトップは、1.5 GB の RAM で
構成されました。

このサイズを超えて拡張するには、メモリのオーバーサブスクリプションが必要になります。VMware 
では、最大 1.5 倍のメモリのオーバーサブスクリプションをサポートしています。しかし、負荷によっ

ては、パフォーマンス劣化の原因となるメモリのバルーニングおよびスワッピングが発生することがあ

ります。

CPU の計算

 • 各デスクトップの CPU（MHz）=（コアの数 * 周波数 [GHz]）* CPU 使用率 * 1000/デスクトップ

の総数

 • 各デスクトップの CPU（MHz）=（24 * 3.33）* 0.80 * 1000/110 = 581 MHz

お客様のワークロードがテストで使用したナレッジ ワーカー ワークロードと同様の場合、各デスク

トップは、平均約 581 MHz を使用します。

メモリの計算

VMware vSphere は、システム メモリに使用可能な合計物理メモリの約 6 % を予約します。デスク

トップでは、残りの非カーネル メモリを使用できます。この量は、メモリ計算の合計メモリから差し

引かれます。

以下では、異なる UCS ブレード サーバに存在する、1.5 GB RAM を備えた Windows 7 について検討

します。96 GB のメモリおよび Intel 5680 プロセッサ（速度は 3.33 GHz）を備えた Cisco B200-M2 
サーバは、ナレッジ ワーカーの負荷実行中にメモリの制約を受けますが、CPU の制約は受けません。

デスクトップの台数 /ブレード =（システム上の合計メモリ * 0.94）/（1 台の Windows 7 デスクトップ

のメモリ）

この例では、メモリのオーバーサブスクリプションを回避するために推奨されるデスクトップ /ブレー

ドの負荷 =（96 * 0.94）/ 1.5 =（約）61 デスクトップです。

この場合、性能の低いシリーズの CPU が 3.33 GHz（5680）の代わりに使用されるか、負荷のスパイ

クに備える予備 CPU を持つために保持されることがあります。
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サイジングの要約

このテストは、特定の制御されたワークロードに基づいてサイジングに関する推奨事項を提供します。

この結果は、デスクトップ ユーザにピーク パフォーマンスを提供した環境を維持することに重点を置

きました。

お客様のワークロードは、このテストで使用したワークロードとは異なることが想定されます。ブレー

ドあたり 110 台のデスクトップは、サイジングの適切な目安にはなりますが、Cisco、EMC、および 
VMware の 3 社が連携して提供する VDI ソリューションのスケーラビリティを活用すれば、必要に応

じて容易に環境を拡張できます。

参考資料

Cisco

Cisco Enhanced Secure Multi-Tenancy（ESMT）アーキテクチャ：
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns1050/landing_dcVDDC.html

Cisco Secure Multi-Tenancy 導入ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/Virtualization/securecldeployg.ht
ml#wp99931

Cisco UCS シャーシ インストール ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/hw/chassis/install/ucs5108_install.html

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/1.3.1/b_CLI_Config_Gu
ide_1_3_1.html

Cisco UCS M シリーズ GUI コンフィギュレーション ガイド：
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/b_UCSM_GUI_C
onfiguration_Guide_1_3_1.html

Cisco Nexus 5000 シリーズの機能：
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_white_papers_list.html

Cisco Nexus 1000V および VEM のインストールと設定：

 • http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3_b/install/vsm/
guide/n1000v_vsm_install.html

 • http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/products_installation_and_configuration_guides_list.h
tml

 • http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3_b/install/vem/
guide/n1000v_vem_install.html

EMC

EMC Celerra NS-480：http://www.emc.com/products/detail/hardware/celerra-ns480.htm
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付録 A：設定の選択
VMware

VMware vSphere 4.1 の最大構成：http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r41/vsp_41_config_max.pdf.

View 4.5 向け Windows 7 のプロビジョニング：
http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-View-OptimizationGuideWindows7-EN.pdf

VMware アーキテクチャ計画ガイド：http://www.vmware.com/pdf/view45_architecture_planning.pdf.

VMware View 4.5 インストール ガイド：http://www.vmware.com/pdf/view45_installation_guide.pdf

VMware RAWC ツール：
http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-WP-WorkloadConsiderations-WP-EN.pdf.

付録 A：設定の選択

Nexus 5000 の設定

n5k-vdi-1# show run
version 4.1(3)N2(1)
feature fcoe
feature npiv
feature telnet
feature lacp
feature vpc
vpc domain 1
  peer-keepalive destination 172.28.194.194
role name default-role
  description This is a system defined role and applies to all users.
  rule 5 permit show feature environment
  rule 4 permit show feature hardware
  rule 3 permit show feature module
  rule 2 permit show feature snmp
  rule 1 permit show feature system
username admin password 5 $1$.wPOYrbg$bcOUHottwMShE.BHGw9sy.  role network-admin
no password strength-check
ip host n5k-vdi-1 172.28.194.193
switchname n5k-vdi-1
snmp-server user admin network-admin auth md5 0x1738580ade8f22ca2c065e2d4c5dc5d7 priv 
0x1738580ade8f22ca2c065e2d4c5dc5d7
 localizedkey
snmp-server host 172.28.203.171 traps version 2c public  udp-port 2162
snmp-server enable traps entity fru
snmp-server community public group network-admin
vrf context management
  ip route 0.0.0.0/0 172.28.194.1
vlan 1,82,150-152
vsan database
  vsan 100 name "SAN-Fabric-A" 
device-alias database
  device-alias name VDI-VXI-ESX1-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0f
  device-alias name VDI-VXI-ESX1-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:0f
  device-alias name VDI-VXI-ESX3-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0d
  device-alias name VDI-VXI-ESX4-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0c
  device-alias name VDI-VXI-ESX5-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0b
  device-alias name VDI-VXI-ESX11-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:07
  device-alias name VDI-VXI-ESX11-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:07
  device-alias name VDI-VXI-ESX12-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:08
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付録 A：設定の選択 
  device-alias name VDI-VXI-ESX12-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:08
  device-alias name VDI-VXI-ESX13-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:09
  device-alias name VDI-VXI-ESX15-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0a
  device-alias name VDI-VXI-ESX17-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:05
  device-alias name VDI-VXI-ESX17-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:05
  device-alias name VDI-VXI-ESX18-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:04
  device-alias name VDI-VXI-ESX18-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:04
  device-alias name VDI-VXI-ESX33-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:03
  device-alias name VDI-VXI-ESX33-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:03
  device-alias name VDI-VXI-ESX41-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:06
  device-alias name VDI-VXI-ESX41-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:06
  device-alias name VDI-VXI-ESX42-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:02
  device-alias name VDI-VXI-ESX42-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:02
  device-alias name VDI-VXI-ESX43-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:01
  device-alias name VDI-VXI-ESX43-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:01
  device-alias name VDI-VXI-ESX44-HBA0 pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:00
  device-alias name VDI-VXI-ESX44-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:00
  device-alias name VDI-VXI-FI-A-FC2-3 pwwn 20:43:00:05:9b:7f:55:00
  device-alias name VDI-VXI-FI-A-FC2-4 pwwn 20:44:00:05:9b:7f:55:00
  device-alias name VDI-VXI-FI-B-FC2-3 pwwn 20:43:00:05:73:a3:ef:40
  device-alias name VDI-VXI-FI-B-FC2-4 pwwn 20:44:00:05:73:a3:ef:40
  device-alias name VDI-VXI-ESX16a-HBA1 pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:0e
  device-alias name VDI-VXI-NS-480-SPA1 pwwn 50:06:01:67:46:e0:0b:e1
  device-alias name VDI-VXI-NS-480-SPB1 pwwn 50:06:01:6f:46:e0:0b:e1
  device-alias name CLARiX-NS-480-SPA0 pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
  device-alias name CLARiX-NS-480-SPB0 pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1

device-alias commit

fcdomain fcid database
  vsan 1 wwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1 fcid 0x4f00ef dynamic
!            [CLARiX-NS-480-SPB0]
  vsan 1 wwn 20:43:00:05:9b:7f:55:00 fcid 0x4f0000 dynamic
!            [VDI-VXI-FI-A-FC2-3]
  vsan 1 wwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1 fcid 0x4f02ef dynamic
!            [CLARiX-NS-480-SPA0]
  vsan 1 wwn 20:44:00:05:9b:7f:55:00 fcid 0x4f0001 dynamic
!            [VDI-VXI-FI-A-FC2-4]
  vsan 100 wwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1 fcid 0x4400ef dynamic
!              [CLARiX-NS-480-SPA0]
  vsan 100 wwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1 fcid 0x4401ef dynamic
!              [CLARiX-NS-480-SPB0]
  vsan 100 wwn 20:43:00:05:9b:7f:55:00 fcid 0x440000 dynamic
!              [VDI-VXI-FI-A-FC2-3]
  vsan 100 wwn 20:44:00:05:9b:7f:55:00 fcid 0x440001 dynamic
!              [VDI-VXI-FI-A-FC2-4]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:0f fcid 0x440002 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX1-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:0e fcid 0x440003 dynamic
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:0d fcid 0x440004 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX3-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:0a fcid 0x440005 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX15-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:0b fcid 0x440006 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX5-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:0c fcid 0x440007 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX4-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:09 fcid 0x440008 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX13-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:04 fcid 0x440009 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX18-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:05 fcid 0x44000a dynamic
!              [VDI-VXI-ESX17-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:08 fcid 0x44000b dynamic
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!              [VDI-VXI-ESX12-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:07 fcid 0x44000c dynamic
!              [VDI-VXI-ESX11-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:06 fcid 0x44000d dynamic
!              [VDI-VXI-ESX41-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:02 fcid 0x44000e dynamic
!              [VDI-VXI-ESX42-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:01 fcid 0x44000f dynamic
!              [VDI-VXI-ESX43-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:00 fcid 0x440010 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX44-HBA0]
  vsan 100 wwn 20:05:04:00:0a:00:00:03 fcid 0x440011 dynamic
!              [VDI-VXI-ESX33-HBA0]

interface port-channel1
  description To n5k-vdi-2
  switchport mode trunk
  vpc peer-link
  spanning-tree port type network
  speed 10000

interface port-channel2
  description VPC To FI-A
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  vpc 200
  speed 10000

interface port-channel3
  description VPC To FI-B
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  vpc 300
  speed 10000

interface port-channel4
  description VPC To 7K VPC
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  vpc 1000
  speed 10000

interface port-channel100
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  speed 10000

interface port-channel101
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  speed 10000
vsan database
  vsan 100 interface fc2/1
  vsan 100 interface fc2/2
  vsan 100 interface fc2/3
  vsan 100 interface fc2/4

interface fc2/1
  no shutdown

interface fc2/2
  no shutdown
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interface fc2/3
  no shutdown

interface fc2/4
  no shutdown

interface fc2/5

interface fc2/6

interface fc2/7

interface fc2/8

interface fc3/1

interface fc3/2

interface fc3/3

interface fc3/4

interface fc3/5

interface fc3/6

interface Ethernet1/1
  description To n5k-vdi-2
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active

interface Ethernet1/2
  description To n5k-vdi-2
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active

interface Ethernet1/3
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 4 mode active

interface Ethernet1/4
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 4 mode active

interface Ethernet1/5

interface Ethernet1/6

interface Ethernet1/7

interface Ethernet1/8

interface Ethernet1/9

interface Ethernet1/10

interface Ethernet1/11

interface Ethernet1/12

interface Ethernet1/13
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interface Ethernet1/14

interface Ethernet1/15

interface Ethernet1/16

interface Ethernet1/17
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 2 mode active

interface Ethernet1/18
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 3 mode active

interface Ethernet1/19

interface Ethernet1/20

interface Ethernet1/21

interface Ethernet1/22

interface Ethernet1/23

interface Ethernet1/24

interface Ethernet1/25

interface Ethernet1/26

interface Ethernet1/27

interface Ethernet1/28

interface Ethernet1/29

interface Ethernet1/30

interface Ethernet1/31

interface Ethernet1/32

interface Ethernet1/33
  description To DM2
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 100 mode active

interface Ethernet1/34
  description To DM2
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 100 mode active

interface Ethernet1/35
  description To DM4
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 101 mode active

interface Ethernet1/36
  description To DM4
84



 

付録 A：設定の選択 
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 82,150-152
  channel-group 101 mode active

interface Ethernet1/37

interface Ethernet1/38

interface Ethernet1/39

interface Ethernet1/40

interface mgmt0
  ip address 172.28.194.193/24
line console
boot kickstart bootflash:/n5000-uk9-kickstart.4.1.3.N2.1.bin
boot system bootflash:/n5000-uk9.4.1.3.N2.1.bin 
cfs eth distribute
interface fc2/1
interface fc2/2
interface fc2/3
interface fc2/4
interface fc2/5
interface fc2/6
interface fc2/7
interface fc2/8
interface fc3/1
interface fc3/2
interface fc3/3
interface fc3/4
interface fc3/5
interface fc3/6
!Full Zone Database Section for vsan 100
zone name vdi-vxi-esx1-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0f
!               [VDI-VXI-ESX1-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx1-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0f
!               [VDI-VXI-ESX1-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx16a-hba1-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0e
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx16-hba1-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:00
!               [VDI-VXI-ESX44-HBA0]

zone name vdi-vxi-esx16-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:00
!               [VDI-VXI-ESX44-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx16a-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0e
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    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx16a-hba1-emc-ns480-spb0 vsan 100
zone name vdi-vxi-esx3-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0d
!               [VDI-VXI-ESX3-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx3-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0d
!               [VDI-VXI-ESX3-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx15-hba0-emcns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0a
!               [VDI-VXI-ESX15-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx15-hba0-emcns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0a
!               [VDI-VXI-ESX15-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx5-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0b
!               [VDI-VXI-ESX5-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx4-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0c
!               [VDI-VXI-ESX4-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx4-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0c
!               [VDI-VXI-ESX4-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx5-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:0b
!               [VDI-VXI-ESX5-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx13-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:09
!               [VDI-VXI-ESX13-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx17-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:05
!               [VDI-VXI-ESX17-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]
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zone name vdi-vxi-esx18-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:04
!               [VDI-VXI-ESX18-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx12-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:08
!               [VDI-VXI-ESX12-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx12-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:08
!               [VDI-VXI-ESX12-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx11-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:07
!               [VDI-VXI-ESX11-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx11-hba1-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:07
!               [VDI-VXI-ESX11-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx17-hba1-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:05
!               [VDI-VXI-ESX17-HBA1]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx18-hba1-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:04
!               [VDI-VXI-ESX18-HBA1]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx17-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:05
!               [VDI-VXI-ESX17-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx18-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:04
!               [VDI-VXI-ESX18-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx17-hba1-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:05
!               [VDI-VXI-ESX17-HBA1]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx18-hba1-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:08:00:0a:01:00:04
!               [VDI-VXI-ESX18-HBA1]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
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!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx41-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:06
!               [VDI-VXI-ESX41-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx41-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:06
!               [VDI-VXI-ESX41-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx42-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:02
!               [VDI-VXI-ESX42-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx42-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:02
!               [VDI-VXI-ESX42-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx43-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:01
!               [VDI-VXI-ESX43-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx43-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:01
!               [VDI-VXI-ESX43-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx44-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:00
!               [VDI-VXI-ESX44-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx44-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:00
!               [VDI-VXI-ESX44-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx13-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:09
!               [VDI-VXI-ESX13-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zone name vdi-vxi-esx33-hba0-emc-ns480-spa0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:03
!               [VDI-VXI-ESX33-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:66:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPA0]

zone name vdi-vxi-esx33-hba0-emc-ns480-spb0 vsan 100
    member pwwn 20:05:04:00:0a:00:00:03
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!               [VDI-VXI-ESX33-HBA0]
    member pwwn 50:06:01:6e:46:e0:0b:e1
!               [CLARiX-NS-480-SPB0]

zoneset name VDI-VXI-SAN-A vsan 100
    member vdi-vxi-esx1-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx1-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx16a-hba1-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx16a-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx3-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx3-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx15-hba0-emcns480-spa0
    member vdi-vxi-esx15-hba0-emcns480-spb0
    member vdi-vxi-esx5-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx4-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx4-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx5-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx13-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx17-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx18-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx12-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx12-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx11-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx11-hba1-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx17-hba1-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx18-hba1-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx17-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx18-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx17-hba1-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx18-hba1-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx41-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx41-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx42-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx42-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx43-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx43-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx44-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx44-hba0-emc-ns480-spb0
    member vdi-vxi-esx33-hba0-emc-ns480-spa0
    member vdi-vxi-esx33-hba0-emc-ns480-spb0

zoneset activate name VDI-VXI-SAN-A vsan 100

n5k-vdi-1# 
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