ティントリによる
インフラストラクチャーの
明瞭な見える化の実現

個別の仮想マシンのパフォーマンスへのエンドツーエンドのビューを持つことは、仮想化さ
れた IT 環境において大いに役立ちます。このホワイトペーパーでは Tintri VMstore と Tintri
Global Center が提供する「明瞭な見える化」機能で、IT 部門が直面している複雑な性能問
題の切り分けや、トラブルシューティングにおける問題点を、いかに迅速かつ簡単に解決でき
るかを説明します。
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見えざる課題に直面する
仮想化は従来のワークロードを支援するタスクに取り組むための最良の方法の 1 つとして認
知されています。仮想化で複数のワークロードを統合することにより、使用率の低いアプリケ
ーションを少ないリソースやインフラストラクチャーで運用することができます。
しかしながら、仮想化でインフラストラクチャーを統合する際には様々な課題が発生します。
統合することで複数のワークロードが同時に稼働することになりますが、仮想マシンやストレ
ージインフラを構成する際のミスにより発生するボトルネックの特定や、新規のワークロード
に与える影響を把握することが困難になるといった、パフォーマンスに関連した課題に直面す
ることがあります。
従来型のアーキテクチャーのストレージは、LUN、ボリュームまたはファイル システム レベ
ルでのパフォーマンス表示はできますが、VM レベルでのパフォーマンスは表示できないた
め、トラブルシューティングが困難になります。管理者は、既存の関連する VM のパフォー
マンスを細かいレベルで把握できないため、新たに追加した VM のワークロードがどのよう
な影響を及ぼすかを計り知ることができません。まれなケースとして、1 つの VM を 1 つ
の LUN またはボリュームに割り当てることを検討することがあります。ただ、これは実運用
としてはあまり現実的ではなく、従来型のストレージ アーキテクチャーによる制限や管理オ
ーバーヘッドが発生します。
パフォーマンスのボトルネックを特定するために、データを繰り返し収集し、データを分析す
ることで仮説を立てますが、テストには多大な時間を要することがあります。大規模なエンタ
ープライズ環境では、ボトルネックを特定するために、いくつもの個人や部門間での調整が必
要となり、プロセスは数日から数週間も掛かります。従来のストレージ アーキテクチャー環
境で仮想化に対する「明瞭な見える化」を得るためには、複雑な専用ソフトウェア ソリュー
ションが必要になります。また、専用ソリューションを導入したとしてもインフラの複雑さや
スキル不足で日々のトラブルシューティングに時間がかかることがあります。そのため、スト
レージごとにワークロードを分けることになり、結果的に仮想化のサイロ化につながります。
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Tintri VMstore は、エンドツーエンドの追跡およびパフォーマンスの可視化を含む、VM の完
全かつ包括的なビューを提供します。それにより管理者はデータセンター内のインフラ全体に
わたる必要で重要な統計情報を個別の仮想マシン各に入手することができます。
Tintri VMstore は vCenter API と連携し、Vdisk および VM レベルでの IO リクエストを監
視し、ハイパーバイザー、ネットワーク、またはストレージのどのレベルで遅延が発生してい
るかを管理画面で表示します。

図1

ハイパーバイザー、ネットワーク、ストレージのボトルネックを特定

Tintri VMstore 内に格納された VM および仮想ディスクであれば、現在は発生していないが可
能性のある潜在的なパフォーマンス問題も即座に見出すことができ、システム状況を即座に見
える化します（図 1）。レイテンシーは直感的なグラフで表示され、管理者は瞬時にボトルネ
ックを確認することができます。今までのように、あやふやで間接的な測定の結果からボトル
ネックの場所を推測するような従来のアプローチは必要なくなります（図 2）。

図1

Tintri VMstore 管理画面でシステム状況を見える化
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図 2

レイテンシーを直感的なグラフで表示しボトルネックを確認

Tintri VMstore を導入することで、特別なアプリケーションを入れることなく各 VM からのデ
ータの傾向を検出できます。Tintri VMstore に組み込まれた管理ツールにより、日々の管理工
数を大幅に削減し、仮想化されたクリティカル アプリケーションや仮想デスクトップの運用
効率を高めます。
複数台の Tintri VMstore を運用する場合は、100 万以上の VM をサポートしインフラ基盤上
で安定稼働するオプションのソフトウェアである Tintri Global Center （TGC）を使用しま
す。これにより、監視とレポートを集中管理することができ、地理的に分散した複数拠点の
Tintri VMstore のシステム管理からノード単位／ノード全体のサマリー閲覧、ならびにレポー
トの作成までを、あたかも 1 台のシステムとして行うことができます（図 3）
。
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図3

地理的に分散した複数拠点の Tintri VMstore をあたかも１台のシステムとして管理

TGC で表示されるデータとしては、IOPS、レイテンシー、スループットなどのストレージの
パフォーマンス データ、容量、vCenter cluster、ホストの状況、保護の状況などがあります
(図 4)。

図 4 Tintri Global Center は地理的に分散した複数の VMstore システムと稼働している VM
に渡り、明瞭な見える化を提供します。
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Tintri Global Center はサマリーレポートに加え、個々の VMstore や特定の VM をフィルタ
ーして情報を表示します。細かいレベルの情報を確認することで迅速なトラブルシューティン
グを可能にします。Tintri Global Center は REST (Representational State Transfer) APIs や
PowerShell に対応しています。パフォーマンス、VM の複数の VMstore システム間での監視
など、粒度の高いカスタム ソリューションを スクリプトで自動化できます。

Tintri について
ティントリジャパンは、米国ティントリ社の日本法人として、2012 年に設立されました。米
国ティントリ社は、仮想化環境を監視、把握、適応できるスマートストレージを提供するスト
レージ・ベンダー企業です。同社のスマートストレージを導入することで、IT 部門のストレ
ージ管理負担を劇的に軽減し、仮想化されたアプリケーションでのサービスに集中できるよう
になります。
アプリケーションに最適化されたティントリ スマートストレージは、仮想マシン単位での可
視化、制御、見える化、即時適応を提供し、ストレージの複雑な設計やトラブルシューティン
グから解放されます。ティントリ スマートストレージは、ビジネスクリティカル データベー
ス、エンタープライズ アプリケーション、デスクトップやモバイル アプリケーション、プラ
イベート クラウドといった数百から数千台の仮想マシンを快適に稼働できます。
ティントリ製品は、AMD、F5 ネットワークス、GE、NTT、ミラークアーズ、タイムワーナー
などのグローバル企業での仮想化やプライベートクラウド環境で利用されています。
ティントリの製品やサービスに関する情報は、以下の Web サイトをご参照ください。
http://www.tintri.co.jp
ティントリジャパンの Facebook は以下の URL をご参照ください。
http://www.facebook.com/TintriJapan
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