
Tintri vSphere Web Clientプラグイン
ティントリの持つアプリケ ー ションの対応を

VMware® vCenter
™ 

に拡張

ティントリ スマートストレ ー ジは、仮想環境に汎用ストレ ー ジを導入 する場合 の問題を解決できる、常に最適化

されたストレ ー ジ アブ ラ イアンスです。先進的かつ業界初となる、 アプリケ ーションに最適化されたストレ ー ジ

アー キテクチャ ーおよびFlashFirs『テクノロジーにより、LUN やポリ ュ ームの設定が 必要なくなり、仮想環

境に簡単に導入できます。99%の10がフラ ッシュ上で処理され、コン バクトな設置面積で、卓越したパフォ ーマ

ンスを実現できます。

VMware vSphere® Web Client対応の プラグイン は、vCenterインターフェ ースからスペ ース効率と バ

フオ ーマンス効率に優れたクローンを作成 することができます。また、 ティントリ の持つ アプリケ ーション 最適化

機能をvCenterにて実行することができます。こ のプラグイン はVMwareインフラストラクチャ ーとネイティ

ブに統合されており、 管理者はスナッ プショット、クローン 、 レプリケ ーションなどの、 VM単位でのデ ータ管理を

vCenterインターフェースから 使用することができ、大規模な仮想環境での日常 的な管理業務を劇的に簡素化

できます。

日常のストレ ー ジ監視を統合
VMstoreダッシュボー ド：Tintri vSphere Web Clientプラグインには、VMstoreレペル のバフオ ーマンス

と 使用率を細かく見える化し、傾向を分析することができるインターフェースが 用意されています。インターフニー

スを用いることでバフォ ーマンスや容量問題を監視して傾向を分析することができます。また、 管理者はバフォ ー

マンス および容量を確認し、任意 のTintriVMstoreアプラ イアンスで使用可能なバフオ ーマンスと入トレ ー ジ

容量を即座に判断することができます。vSphereWeb Client上でストレ ー ジの利用率も 確認 可能です。管理

画面に表示されるダッシュポー ドの情報を参照し、過去7日間のパフォ ーマンス または容量利用率が 最も大きく

変化したVMを識別すること もできます。管理者はVMとストレ ー ジの関係を理 解する必要 はありません。VM

の名前さえわかれば詳細状況を表示 することができます。

重要事項

日常のストレ ー ジ監視を統合

VMstore ダッシュポー ドを表示して、 バ

フオ ーマンスと容量 の使用率および傾向を

確認

VMstoreアラ ートを監視 および 管理でき

る

仮想インフラストラクチャ ーでVMstoreイ

ン ベ ントリを監視し、VMstoreレベルで具

体的な詳細をドリル ダウン

シンプルかつ柔軟な構成

VMstoreのセットアッ プを数 分間で完了し

た後、VMstore数を増加して徐々に拡張

• VMstore構成を統合 的に管理 および更新

大幅に簡素化されたVM単位のデー タ

管理

遅延を徹底的に分析することにより、VM の

バフオ ーマンス問題を即座に診断

Tintriで実現される、スペ ース効率の高い

VM単位のスナッ ブショットおよびクローン

をvSphereWeb Clientから利用

WAN効率の高いレプリケ ーションによって、

VM単位のデータ保護ポリシーを設定
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vSphere Web ClientのTintriVMstoreダッシコポー ド画面のモジュ ールには、遅延 、IOPS、ス ル ープット

に関する8時間の履歴グラフ、 および容量 、スペ ース利用率、さらにスベ ースと バフオ ーマンス の変動が大きい

VM の瞬間的な情報が 表示されています。
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Tintri vSphere Web Clientプラグイン

VMstoreアラ ー トの確認と応答：Tintri vSphere Web ClientプラグインのvSphereWeb Client UIには、TintriVMstoreシステムの監視お

よび管理機能が統合されています。管理者は複数のVMstoreシステムのアラ ートをvSphereWeb Client UIで統合的に確認および応答することが

できます。統合監視機能は、管理者がVMstoreからのアラ ートを仮想インフラストラクチャ ーの残りの部分に関連付け て、全体像を描くのに役立ちます。

VMsto『e lnvento『yの概要：Tintri vSphere Web Clientプラグインは、仮想インフラストラクチャ ーに導入されたすべてのVMstoreシステムの

概要を示します。管理者はVMstoreの型番、シリアル番号、TintriOSソフトウェアのバ ージョン、稼働時問などのVMstoreの特性の概要を表示でき

ます。さらに、バフオ ーマンスや容量を示すダッシコポ ードなどにドリルダウンして、VMstoreレベルの詳細を取得することもできます。

シンプルかつ柔軟な構成

数分間でセットアップ可能：Tintri vSphere Web Clientブラグインはインスト ールおよび構成方法がシンプルなため、管理者は数分間でメリットを実

感できます。VMstoreおよびvCenterの認証情報を指定するだけで、VMstoreの既存のデ ータストアをこのプラグインに接続できます。

VMstoreの追加による段階的な拡張：Tintri vSphere Web Clientプラグインを使用すると、管理者は数回クリックするだけで、新しいVMstore

およびデ ータストアをvCenterインフラストラクチャ ーに追加できます。それぞれのVMstoreアプリケ ーションはvCenter内の 単 一のデ ータストア

として表示されるため、複数のVMstoreシステムをVMwareStorage DRSクラスタ ーとして拡張および管理するのも簡単です。

VMsto『e構成の更新：Tintri vSphere Web Clientには、管理者がVMstoreの構成を 一 元的に更新する機能があります。たとえば、変化するデ ー

タ保護のニ ーズに合わせて、VMsto「eのデフォルトのスナップショット スケジュ ールを変更することができます。

大幅に簡素化されたVM単位のデー タ管理

VMバフォ ーマンス問題の即時の診断：バフオ ーマンスのポトルネックのトラブルシュ ーティングは問題の原因を特定するのが困難なことが多いため、管理

が非常に面倒です。TintrivSphere Web Clientプラグインを使用すると、管理者はゲストOSレイヤーからストレ ージ レイヤーまでを即座に表示で

きます。ま た、ホスト、ネットワ ーク、ストレ ージなどの任意のインフラストラクチャ ー レイヤ ーで、VM単位の遅延分析結果をリアルタイムに表示できるた

め、バフォ ーマンス問題の原因を特定し、すぐに対処できます（右図参照）。TintrivSphere Web Clientプラグインにはパフォ ーマンスの履歴をグラフィ

カルに表示する機能もあり、トラブルシ.J. —ティングを簡素化できます。

VM単位のスペース効率の高いスナップショットとクロ ーン：Tintri管理画

面と同様に、TintrivSphere Web Clientプラグインでも、スペ ース効

率とバフォ ーマンス効率の高い Tintriスナップショットを作成して、VM
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単位でデ ータを保護することができます。デフォルトのスナップショット 38 

スケジコ ールではすべてのVMが自動的に保護されます。カスタ ム スケ 36 

ジュ ールを使用すると、デ ータ保護に関する具体的なニ ーズに対応します。 34 

vSphere Web Clientプラグインを使用すると、スペ ース効率の高い 32 

VM単位のクローンを作成し、vCenterサ ーバ ー上で確認できます。デ ー

タ保護のスケジュ ールもvSphereWeb Client UI からVM単位でカ 28 

スタマイズできます。ま た、TintriVAAIプラグインを利用することで、ス " 

ペ ース効率とバフオ ーマンス効率の高いクローンを作成できます。

WAN効率の高いVM単位レプリケ ー ション：Tintri vSphere Web 

Clientプラグインでデ ータの保護をリモ ートまで拡張できます。Tintri

のVM単位のレプリケ ーションは、グロ ーバ ルな重複排除と圧縮を行った

後にスナップショット間に変更されたブロックのみを送信するため、WAN

使用率を最大95%削減します。

ローカルおよびリモ ート スナッブショットの保持ポリシ ーは、VM単位で 08 

カスタマイズできます。 リモ ートにあ るVMstore上 の共通スナップ ゜’

ショットがクローンVMの再作成に使用されるため、クローンVMのレプ ゜4

リケ ーションと保存を効率的に行います。その結果、WAN経由で送信さ
゜ 2

れるデ ータは なくなり、レプリケ ートされたコピーを格納するため のスト
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レ ージ スペ ースが必要なくなります。
デイスク（オレンジ、非表示）、ストレ ージ（青）、ネットワ ーク（黄色）、ホスト（緑） の遅延に関する個々

の情報を含む、2日間のエンドツ ーエンドの遅延が表示されます。
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