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１  はじめに 
１-１ 本書の目的 

本書はイントラネット仮想ホスティングのネットワークストレージ（以下『 NW ストレージ』）を利用する為に、

お客さまにて設定が必要な項目、およびその設定方法の参考手順を記載する。 

なお、設定に必要な情報は契約時にメールにて送付している、登録内容通知に記載されている。 

 

１-２ 文章中の用語と表記について 

本書における表記方法を以下に示す。 

 

表 1-1 表記方法一覧 

表記 意味 備考 

xxxx お客さま毎に固有の値を使用する部分はイタリック体で

表記する。各項目で使用する値は「登録内容通知」にて

払い出す。 

 

C:¥> Windows 系 OS の場合にコマンドプロンプトにてコマン

ドを実行する際、この表記を使用する。 

実際のコマンドプロンプトでは環

境ごとに異なるが、C:¥>という

表記で統一する。 

# Linux系OSの場合に、root(管理者)権限にてコマンドを

実行する際、この表記を使用する。 

 

$ Linux 系 OS の場合に、一般ユーザ権限にてコマンドを

実行する際、この表記を使用する。 

 

command 実行するコマンドは塗りつぶしで表記する。  

 

本書における専用用語および略称について以下に示す。 

 

表 1-2 用語/略称一覧 

用語/略称 意味 備考 

iSCSI Internet Small Computer System Interface の略称 

SCSI プロトコルを TCP/IP 上で使用するための規格 
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２  NW ストレージサービス利用の為の設定 
２-１ 設定概要 

２‐１‐１ 設定フロー 

NW ストレージを利用する際には、下記の流れでお客さまにて仮想マシンを設定する必要がある。 

複数の仮想マシンから利用する場合は仮想マシンごとに設定が必要となる。 

下記フロー内の各 Step の詳細については後述する。 

Step2： 

（NW ストレージサービスで提供される）ストレージ向けの経路（ルーティング）設定 

仮想マシンにはストレージの所属するネットワークに対する経路(ルーティング)が設定されて

いないため、登録内容通知をもとに、追加で経路(ルーティング)を設定する。 

 

Step１： 

設定に必要な情報の確認、構成の確認 

設定に必要な項目が、登録内容通知より通知されていることを確認する。 

Step3： 

    ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の導入 ※Windows Server 2003 のみ 

NW ストレージには iSCSI を使用して仮想マシンから接続する。この iSCSI の通信を行うため

に、ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)を導入する。 

Step4： 

    ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の設定 

iSCSI を使用時は、セキュリティを確保するために接続ごとに認証が必要となる。 

ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)に適切な認証情報と接続先を設定すること

で接続が可能となる。 

Step5： 

    ストレージ接続用ソフトウェアによる接続 

Step4 までの設定にて NW ストレージへ接続可能となる。iSCSI でストレージへ接続した後

は、通常の SCSI ディスクを追加した場合と同様に利用できる。 

※お客さまにてパーティションの作成、ファイルシステムの作成が必要 
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２‐１‐２ 設定イメージ 

Step1～5 の設定イメージを以下に示す。 

 

図 ２-1 NW ストレージ設定イメージ 
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２-２ 設定情報 

２‐２‐１ 登録内容通知の確認 

お客さまの登録内容通知から必要な項目を確認する。 

NW ストレージをご契約されてお客さまは「ネットワークストレージ情報」に各項目で使用する値が払い出さ

れていることを確認する。 

 

登録内容通知 

  

 

 

 

 

ネットワークストレージ情報 

※値はお客さまごとに異なる 仮想マシン情報 

※値はお客さまごとに異なる 
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３  参考詳細設定手順  
本章では登録内容通知をもとに、Window Server、LinuxOS ごとに NW ストレージに接続するための詳細

手順を記載する。 

なお、本章はあくまで参考手順のため、実際の設定は仮想マシンごとにお客さまのシステム設計や運用に

合わせた方法で、設定を実施する必要がある。 

※本書に記載している登録内容通知の値は払い出し例となり、お客さまごとに値が異なる。 

 

３-１ Windows サーバの詳細設定手順 

仮想マシンの OS が Windows Server（2003、2008、2012、2016）の場合の設定手順を以下に示す。 

 

３‐１‐１ NW ストレージ接続用の経路設定 

NW ストレージは、他のサービスに利用する経路とは別に専用の経路を使用して接続する。 

このため、NW ストレージに接続するための経路(ルーティング)情報を仮想マシンに設定する必要がある。 

 

仮想マシンからNWストレージが所属するネットワーク向けの通信が、ストレージセグメントゲートウェイに向

かうように経路(ルーティング)の設定を実施する。 

 

① 管理者権限を持っているユーザで、「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、「OK」を選択 

 

※上図は例として Windows Server2016 のログイン画面となる。 
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② コマンドプロンプトの起動 

■Windows Server 2016 の場合 

「スタートメニュー」を左クリックし、「コマンドプロンプト」をクリック 

 

 

■Windows Server 2012 の場合 

画面左下隅へカーソルを移動し、スタートメニューをクリック 
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画面上を右クリックから「すべてのアプリ」をクリック 

 
 

「コマンドプロンプト」をクリック 
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■Windows Server 2008、Windows Server2003 の場合 

スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック 

 

 

コマンド名前欄に cmd と入力し、「OK」ボタンをクリック 
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③ コマンドプロンプトの起動後、仮想マシンの IP アドレスを確認するために以下のコマンドを実行 

表示された出力結果から登録内容通知に記載されている「NIC2 IP アドレス」が認識されていることを

確認 

 

登録内容通知の「仮想マシン情報」 

 
 

コマンドプロンプト 

 

C:¥> ipconfig 

※出力例 

Ethernet adapter ローカル エリア接続 : 

 

   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.195.14.1 

   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   Default Gateway . . . . . . . . . :10.195.14.254 

 

Ethernet adapter ローカル エリア接続 2: 

 

   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.194.40.1 

   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   Default Gateway . . . . . . . . . :  

※入力コマンド「ipconfig」 

登録内容通知に記載されている 

「NIC 2 IP アドレス」であることと、 

NIC2 の IP アドレスが割り振れた 

インターフェイス名を確認。 

※値はお客さまごとに異なる 
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④ ネットワーク接続の表示 

■Windows Server 2016 の場合 

「スタートメニュー」を左クリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリック 

 

 

コマンド名前欄に ncpa.cpl と入力し、「OK」ボタンをクリック 
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■Windows Server 2012 の場合 

画面左下隅へカーソルを移動し、スタートメニューをクリック 

 

 

画面上を右クリックから「すべてのアプリ」をクリック 

 
 

「ファイル名を指定して実行」をクリック 
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コマンド名前欄に ncpa.cpl と入力し、「OK」ボタンをクリック 

 

 

■Windows Server 2008、Windows Server 2003 の場合 

スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック 

 

 

コマンド名前欄に ncpa.cpl と入力し、「OK」ボタンをクリック 

 
 

ncpa.cpl 
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⑤ ストレージ接続用 IP アドレスの固定設定 

■各 OS 共有項目 

手順③で確認したインターフェイス名を選択し、右クリックで「プロパティ」をクリック 

※インターフェイス名はお客さまごと異なる 

※ここで選択するインターフェイスを間違えると仮想マシンに接続できなくなるため十分注意する 

 
 

「インターネットプロトコルバージョン 4」を選択し、「プロパティ」をクリック 
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コマンドで確認した IP アドレスとサブネットマスクを入力し、「OK」をクリック 

コマンドプロンプト 

 

C:¥> ipconfig 

※出力例 

Ethernet adapter ローカル エリア接続 ＊: 

 

   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.195.14.1 

   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   Default Gateway . . . . . . . . . :10.195.14.254 

 

Ethernet adapter ローカル エリア接続 ＊: 

 

   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.194.40.1 

   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   Default Gateway . . . . . . . . . :  

 

 

 

コマンドで確認した IP アドレス、

サブネットマスクを入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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「OK」をクリック 

 
 

⑥ 現在の経路(ルーティング)情報を確認するために以下のコマンドを実行 

コマンドプロンプト 

 

C:¥> route print 

 

※出力例 

（省略） 

固定ルート: 

  なし 

 

（省略） 

 

※入力コマンド「route print」 

 

固定の経路設定が存在しないことを確認 

※ただし、事前に独自の設定を投入していた

場合は除く 
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⑦ NW ストレージ宛ての経路(ルーティング)情報を設定するために登録内容通知の情報をもとに、以下の

コマンドを実行 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

コマンドプロンプト 

 

C:¥> route add -p 10.194.0.0 mask 255.255.255.0 10.194.40.246 

 

※入力コマンド「route add -p 10.xxx.xxx.0 mask 255.255.255.0 10.xxx.xxx.246」 

 ※ストレージ IP アドレスの値は第 4 オクテット目を「0」にして入力する 

 

⑧ サービスの起動順番に依存関係を持たせるため以下のコマンドを実行 

■Windows Server2003、Windows Server2008 の設定項目 

※OS 種別によりコマンドが異なるため注意 

※Windows Server 2012 / 2016 は不要 

コマンドプロンプト 

 

※Windows Server 2003 の場合 

C:¥> sc config LanManServer depend= MSiSCSI 

 

※Windows Server 2008 の場合 

C:¥> sc config LanManServer depend= SamSS/Srv/MSiSCSI 

※入力コマンド Windows Server 2003 「sc config LanManServer depend= MSiSCSI」 

Windows Server 2008 「sc config LanManServer depend= SamSS/Srv/MSiSCSI」 

「ストレージセグメントゲートウェイ

IP アドレス」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

「ストレージ IP アドレス」の 

第 4 オクテット目を 0 にした値を

入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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⑨ 現在の経路(ルーティング)情報を確認するために以下のコマンドを実行 

出力された結果の「固定ルート」に設定した値が反映されていることを確認 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

コマンドプロンプト 

 

C:¥> route print 

 

※出力例 

 

（省略） 

固定ルート: 

  ネットワーク アドレス  ネットマスク     ゲートウェイ アドレス  メトリック 

 

       10.194.0.0     255.255.255.0   10.194.40.246          1 

 

（省略） 

※入力コマンド「route print」 

 

「ストレージ IP アドレス」の 

第 4 オクテッド目が 0 であること確認 

※値はお客さまごとに異なる 

 

「ストレージセグメントゲートウェイの

IP アドレス」であることを確認 

※値はお客さまごとに異なる 
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⑩ NW ストレージに到達可能なことを確認するために以下のコマンドを実行 

登録内容通知に記載されている「ストレージ IP アドレス」に ping を実行し Reply を確認 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

コマンドプロンプト 

 

C:¥> ping 10.194.0.1 

 

※出力例 

Pinging 10.194.0.1 with 32 bytes of data: 

 

Reply from 10.194.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 10.194.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 10.194.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 10.194.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 

 

Ping statistics for 10.194.0.1: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

（省略） 

※入力コマンド「ping xxx.xxx.xxx.xxx」 

※ストレージセグメントゲートウェイ IP アドレスには Ping が飛ばない 

 

「ストレージ IP アドレス」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

通信パケットのロスが 

発生していないことを確認 
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３‐１‐２ ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）ダウンロード 

仮想マシンから NW ストレージに接続する際は iSCSI と呼ばれる規格を使用して接続する。 

仮想マシンで iSCSI を利用するために、仮想マシンの OS に対応したストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI

イニシエータ)を導入する必要がある。  

なお、仮想マシンの OS が Windows Server 2008/2012/2016 の場合は標準でストレージ接続用ソフトウェ

ア(iSCSI イニシエータ)が導入されているため、本設定を実施する必要はない。「３‐１‐４ ストレージ接続用

ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）設定」から設定する。 

 

次頁の表 3-1 を参照の上、対応するストレージ接続用ソフトウェアを弊社お客さまサポートサイトからダウン

ロードする。 

 

お客さまサポートサイト URL:：https://www.bit-drive.ne.jp/support/index.html 

    ※上記 URL からイントラネット仮想ホスティングサービスのページへ移動する。 

    ※仮想マシンから URL を参照する場合は DNS の設定が必要となる。 

 

表 ３-1 ストレージ接続用ソフトウェア対応一覧 

ソフトウェア名 OS OS バージョン 実行ファイル バージョン 

Microsoft 

iSCSI Initiator 

 

Windows Server 

2016 

Datacenter Edition 

64bit 

※標準でインストールされているものを使用 - 

Windows Server 

2012 

Std 64bit  

 Windows Server Std SP2 32bit  

 2008 Ent SP2 32bit  

  Std SP2 64bit  

  Ent SP2 64bit   

  R2 Std SP1 64bit   

  R2 Ent SP1 64bit   

 Windows Server Std SP2 32bit Initiator-2.08-build3825-x86fre.exe 2.08 

 2003 Ent SP2 32bit   

  R2 Std SP2 32bit   

  R2 Ent SP2 32bit   

  Std SP2 64bit Initiator-2.08-build3825-x64fre.exe 2.08 

  Ent SP2 64bit   

  R2 Std SP2 64bit   

  R2 Ent SP2 64bit   

※ 表内の Std は Standard Edition、Ent は Eenterprise Edition の略 
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３‐１‐３ ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）インストール 

■Windows Server 2003 のみ 

ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のインストール手順を以下に示す。 

 

① 管理者権限を持っているユーザで、「ユーザ名」と「パスワード」を入力して「OK」をクリック 

 

 

② ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のインストール用ファイルをダブルクリック 

※32bit 版 OS「Initiator-2.08-build3825-x86fre.exe」 

※64bit 版 OS「Initiator-2.08-build3825-x64fre.exe」 
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③ 以下の画面が表示されるので、「次へ」をクリック 

 
 

 

 

④ 「Initiator Service」、「Software Initiaor」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリック 

 

 

 

選択されていることを 

確認 
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⑤ 「I Agree」を選択し、「次へ」をクリック 

 
 

 

⑥ インストールが成功された旨が表示されたら「完了」をクリック 
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３‐１‐４ ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）設定 

iSCSI で仮想マシンからストレージへ接続する際に、ストレージから認証を受け通信を許可される必要があ

る。このため、ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）にストレージの情報を設定する。 

 

３‐１‐４‐１ Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2016 の場合 

① iSCSI イニシエーターを起動させる 

■Windows Server 2016 の場合 

 スタートメニューから「Windows 管理ツール」をクリックし、「iSCSI イニシエーター」をクリック 
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■Windows Server 2012 の場合 

 画面左下隅へカーソルを移動し、スタートメニューをクリック 

 
 

 「コントロールパネル」をクリック 

 

 

表示方法を「小さいアイコン」と選択し、「iSCSI イニシエーター」をクリック 

 
 

ポップアップが表示されるので、「はい」をクリック 
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■Windows Server 2008 R2 の場合 

 スタートメニューより「管理ツール」をクリックし、「iSCSI イニシエーター」をクリック 

 

 

※これより Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server2016 は共通項目 

② iSCSI イニシエーターのプロパティから 「構成」タブの「変更」をクリック 
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③ 「新しいイニシエータ名」に登録内容通知に記載されている「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP 

Name)」を入力し「OK」をクリック  

※大文字、小文字の表記に注意してください。 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

 

 
 

iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)の値を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H
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④  「探索」タブから「ポータルの探索」をクリック  
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⑤ 「IP アドレスまたはDNS 名」に、登録内容通知に記載されている「ストレージ IPアドレス」を入力し、「詳

細設定」をクリック  

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

 

 
 

「ストレージ IP アドレス」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

初期値から変更しない 
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⑥ 「全般」タブの「CHAP ログオンを有効にする」を選択し、「名前」、「ターゲットシークレット」は登録内容

通知の情報をもとに入力し、「OK」をクリック 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 

 

 

 注意 ： デフォルトで「名前」が入力されているが、認証では大文字、小文字を判別するため、 

必ず登録内容通知の「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力する。 

大文字、小文字の設定を間違えた場合、ログオン認証に失敗する。 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力 

※デフォルトで値が入力されているが、すべて小文字標記

のため再入力する 

※値はお客さまごとに異なる 

 

iSCSI 接続時認証用パスワード

(CHAP Password)を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 
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⑦ ターゲット ポータルの探索の画面に戻り「OK」をクリック 

 
 

⑧ 「ターゲット」タブから「最新の情報に更新」をクリック 

   ボリュームが表示されたならば、利用したいボリュームを選択し「接続」をクリック 

※仮想マシンに対してアクセスが許可されているボリュームの一覧が表示される。 

 

更新後に、アクセスが許可されている

ボリュームが表示される 

※画面は表示例 
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⑨ 「この接続をお気に入りのターゲット一覧に追加する」を選択し、「詳細設定」をクリック 

「複数パスを有効にする」は選択しない 

 

 

 注意 ： 「この接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する」にチェックを入れないと、仮想マシンの 

起動時に NW ストレージが認識されないので、必ずチェックを入れる。 

 

 

「この接続をお気に入りのターゲット

一覧に追加する」を選択 
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⑩ 「全般」タブの「CHAP ログオン情報を有効にする」を選択し、「名前」、「ターゲットシークレット」は登録

内容通知の情報をもとに入力し、「OK」をクリック 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 

 

 

 注意 ： デフォルトで「名前」が入力されていますが、認証では大文字、小文字を判別するため、 

必ず登録内容通知の「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力する。 

大文字、小文字の設定を間違えた場合、ログオン認証に失敗する。 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力 

※デフォルトで値が入力されているが、すべて小文字標記

のため再入力する必要がある 

※値はお客さまごとに異なる 

 

「 iSCSI 接続時認証用パスワード

(CHAP Password)」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

 

iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 
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⑪ ターゲットへの接続の画面に戻り「OK」をクリック 

 

 

⑫ 「ターゲット」タブのボリューム状態が「接続完了」と表示されていることを確認し、「OK」をクリック 
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３‐１‐４‐２ Windows Server 2003 または Windows Server 2008 の場合 

① iSCSI イニシエーターを起動 

■Windows Server 2008 の場合 

 スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックし、「iSCSI イニシエーター」をクリック 

 

 

■Windows Server 2003 の場合 

 スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックし、「iSCSI Initiator」をクリック 

 
 

 

※ 以降の設定では Windows Server 2008 以降と Windows Server 2003 で日本語と英語で表記が異な

る。日本語を基準とし、英語表記内容は日本語に続いて併記する。 
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※これより Windows Server 2003 / Windows Server 2008 共通項目 

② 「全般」(General)タブから「変更」(Change)をクリック 
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③ 「新しいイニシエータ名」(Initiator node name)に登録内容通知に記載されている「iSCSI 接続時認証

用 ID iqn (CHAP Name)」を入力し「OK」をクリック  

※大文字、小文字の表記に注意する 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

 

 

 

iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)の値を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 
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④ 「探索」(Discover)タブから「ポータルの追加」(add)をクリック  
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⑤ 「IP アドレスまたは DNS 名」(IP address or DNS name)に、登録内容通知に記載されている「ストレー

ジ IP アドレス」を入力し、「詳細設定」をクリック  

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

 

 

 

「ストレージ IP アドレス」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

初期値から変更しない 
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⑥ 「全般」(General)タブの「CHAP ログオン情報」(CHAP login information)を選択し、「ユーザ名」(User 

name)、「ターゲットシークレット」(Taraget seacret)は登録内容通知の情報をもとに入力し、「OK」をク

リック 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 

 
 

注意 ： デフォルトで「ユーザー名」が入力されているが、認証では大文字、小文字を判別するため、 

必ず登録内容通知の「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力する。 

大文字、小文字の設定を間違えた場合、ログオン認証に失敗する。 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力 

※デフォルトで値が入力されているが、すべて小文字標記

のため再入力する 

※値はお客さまごとに異なる 

 

iSCSI 接続時認証用パスワード

(CHAP Password)を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 
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⑦ ターゲット ポータルの追加の画面に戻り「OK」をクリック 

 

 

⑧ 「ターゲット」(Targets)タブから「最新の情報に更新」(Refresh)をクリック 

※仮想マシンに対してアクセスが許可されているボリュームの一覧が表示される。 

 
 

※正常に表示されない場合…①~⑥までの対応内容が正しいことを確認する。 

更新後に、アクセスが許可されている

ボリュームが表示される 

※画面は表示例 



 
  

   43/70 2022/4/5 Version 2.0 イントラネット仮想ホスティング 
ネットワークストレージ初期設定ガイド 

⑨ ボリュームを選択し、「ログオン」(Log On)をクリック 

 

 

⑩ 「コンピュータの起動時にこの接続を自動的に復元する」(Automatically restore this connection 

when the system boots)を選択し、「詳細設定」(Advanced)をクリック 

「複数パスを有効にする」(Enable multipath)は選択しない 

 

 

 注意 ： 「コンピュータの起動時にこの接続を自動的に復元する」にチェックを入れないと、仮想マシンの 

起動時に NW ストレージが認識されないので、必ずチェックを入れる。 

利用したいボリュームを選択 

※画面は表示例 

「コンピュータの起動時にこの接続を自動

的に復元する」を選択 
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⑪ 「全般」(General)タブの「CHAP ログオン情報」(CHAP login information)を選択し、「ユーザ名」(User 

name)、「ターゲットシークレット」(Taraget seacret) は登録内容通知の情報をもとに入力し、「OK」をク

リック 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 

 
 

注意 ： デフォルトで「ユーザー名」が入力されているが、認証では大文字、小文字を判別するため、 

必ず登録内容通知の「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力する。 

大文字、小文字の設定を間違えた場合、ログオン認証に失敗する。 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力 

※デフォルトで値が入力されているが、すべて小文字標記

のため再入力する 

※値はお客さまごとに異なる 

 

「 iSCSI 接続時認証用パスワード

(CHAP Password)」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

 

iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 
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⑫ ターゲットへのログオンの画面に戻り「OK」をクリック 

 

 

⑬ 「ターゲット」(Targets)タブの選択したボリュームの状態に「接続完了」(Connected)と表示されている  

ことを確認し「OK」をクリック 
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３‐１‐５ ボリューム接続状態確認 

         NWストレージのボリュームがOSからディスクとして認識できているかを確認するための手順を以下に   

   示す。 

 

① 「コンピューターの管理」を起動 

■Windows Server 2016 の場合 

 スタートメニューより「Windows 管理ツール」をクリックし、「コンピューターの管理」をクリック 
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■Windows Server 2012 の場合 

 画面左下隅へカーソルを移動し、スタートメニューをクリック 

 

 

 「管理ツール」をクリック 

 

 

 「コンピューターの管理」をクリック 
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■Windows Server 2008 の場合 

 スタートメニューより「管理ツール」をクリックし、「コンピュータの管理」をクリック 

 
 

■Windows Server 2003 の場合 

 スタートメニューより「管理ツール」をクリックし、「コンピュータの管理」をクリック 
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② 「記憶域」をクリックし、「ディスクの管理」でボリュームが認識されていることを確認 

※以降はお客さまにてパーティション分割およびファイルシステム作成をおこなう。 

 
 

 

ボリュームが認識されていることを確認 

※表示例 
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３-２ LinuxOS の詳細設定手順 

仮想マシンの OS が Red Hat Enterprise Linux または Cent OS の場合の設定手順を以下に示す。 

 

３‐２‐１ NW ストレージ接続用の経路設定 

NW ストレージは、他のサービスに利用する経路とは別に専用の経路を使用して接続する。 

このため、NW ストレージに接続するための経路(ルーティング)情報を仮想マシンに設定する必要がある。 

 

仮想マシンからNWストレージが所属するネットワーク向けの通信が、ストレージセグメントゲートウェイに向

かうように経路(ルーティング)の設定を実施する。 

 

① 管理者権限で対象の仮想マシンにログイン 

シェル 

 

user: root 

password: xxxxxxxx 

 

※入力コマンド「root」、「xxxxxxxx（ログインパスワード）」 

 

管理者権限をもったユーザ

でログイン 
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② 仮想マシンの IP アドレスを確認するために以下のコマンドを実行 

表示された出力結果から仮想マシンの NIC2 がユーザストレージセグメントの IP アドレスであることを 

確認 

 

登録内容通知の「仮想マシン情報」 

 
 

 

シェル 

 

# ifconfig -a 

 

※出力例 

(省略) 

eth 1     Link encap:Ethernet  HWaddr **:**:**:**:**:** 

          inet addr: 10.194.40.1  Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx:  Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: ****::***:****:****:**/** Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:0  Metric:1 

          RX packets: xxx errors:x dropped:x overruns:x frame:x 

          TX packets: xxx errors:x dropped:x overruns:x carrier:x 

          collisions:x txqueuelen:xxxx 

          RX bytes:xxxxxxxx (**.**KiB)  TX bytes:xxxxxxxx (x.x KiB) 

          Interrupt:xxx Base address:***** 

(省略) 

 

※入力コマンド「ifconfig –a」 

2 番目の NIC(インターフェース)を確認 

※特殊な設定をしていない限りは eth1 

「NIC 2 IP アドレス」であること

を確認 

※値はお客さまごとに異なる 
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③ 現在の経路(ルーティング)情報を確認するために以下のコマンドを実行 

※以降の設定結果確認の比較のために実行結果を記録しておく。 

シェル 

 

# netstat -rn 

 

※出力例 

 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask      Flags   MSS Window  irtt Iface 

10.128.１.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0 

169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0 

0.0.0.0         10.128.1.249    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0 

10.127.１.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth1 

 

※入力コマンド「netstat -rn」 
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④ NW ストレージ宛ての経路(ルーティング)情報を設定するために登録内容通知をもとに以下の 

コマンドを実行 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

 

シェル 

 

# echo"10.194.0.0/24 via 10.194.20.246" >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1 

 

 

 

 

※入力コマンド 

 「echo "10.xxx.xxx.0/24 via 10.xxx.xxx.246" >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1」 

 

 注意 ： ストレージ IP アドレスの値は第 4 オクテット目を「0」にして入力 

 

 

 

「ストレージセグメントゲートウェイ

IP アドレス」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 

「ストレージ IP アドレス」の 

第 4 オクテッド目を 0 にした値を

入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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⑤ 経路(ルーティング)設定を反映するために NIC の停止/起動。下記コマンドを実行 

シェル 

 

# ifdown eth1 

 

 

 

# ifup eth1 

”eth1 の IP アドレス情報を検出中…  完了。” 

 

 

 

※入力コマンド「ifdown eth1」 

「ifup eth1」 

 

⑥ 現在の経路(ルーティング)情報を確認するために以下のコマンドを実行 

出力された結果に設定した値が反映されていることを確認 

シェル 

 

# netstat -rn 

 

※出力例 

 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface 

10.128.１.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0 

169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0 

0.0.0.0         10.128.1.249    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0 

10.127.１.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth1 

10.194.0.0      10.194.40.246    255.255.255.0   UG         0 0          0 eth1 

 

※入力コマンド「netstat –rn」 

 

NIC(インターフェース)の停止を示す旨の

メッセージは特に表示されない。 

NIC(インターフェース)が起動し、IP アドレス

を検出した旨のメッセージが表示される。 

「ストレージ IPアドレス」の第 4オクテッド目を0にした値と 

「ストレージセグメントゲートウェイ IP アドレス」を確認 
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⑦ NW ストレージに到達可能なことを確認するために以下のコマンドを実行 

接続する NW ストレージの IP アドレスに ping を実行し Reply を確認 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

シェル 

 

# ping 10.194.0.1 –c 4 

 

※出力例 

 

PING 10.194.0.1 (10.194.20.246) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 10.194.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.234 ms 

64 bytes from 10.194.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms 

64 bytes from 10.194.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms 

64 bytes from 10.194.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.032 ms 

 

--- 10.194.0.1 ping statistics --- 

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3169ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.047/0.075/0.017 ms 

 

※入力コマンド「ping xxx.xxx.xxx.xxx –c 4」 

通信パケットのロスが発生し

ていないことを確認 

「ストレージ IP アドレス」を使用 

※値はお客さまごとに異なる 
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３‐２‐２ ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）ダウンロード 

仮想マシンから NW ストレージに接続する際は iSCSI と呼ばれる規格を使用して接続する。 

仮想マシンで iSCSI を利用するために、仮想マシンの OS に対応したストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI

イニシエータ)を導入する必要がある。  

 

次頁の表 3-2 を参照の上、対応するストレージ接続用ソフトウェアを弊社サポートサイトからダウンロードす

る。 

 

サポートサイト URL:：https://www.bit-drive.ne.jp/support/index.html 

    ※上記 URL からイントラネット仮想ホスティングサービスのページへ移動。 

    ※仮想マシンから URL を参照する場合は DNS の設定が必要となる。 

 

表 ３-２ ストレージ接続用ソフトウェア対応一覧 

ソフトウェア名 OS OS バージョン 実行ファイル バージョン 

iscsi-initiator Red Hat 5.3 32bit iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5.i386.rpm 6.2.0.871 

-utils Enterprise Linux 5.4 32bit   

  5.3 64bit iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5. x86_64.rpm 6.2.0.871 

  5.4 64bit   

  5.11 32bit/64bit 標準でインストールされているものを使用 - 

  6.4 64bit iscsi-initiator-utils-6.2.0.872-10.el6.x86_64.rpm 6.2.0.872 

  6.6 64bit 標準でインストールされているものを使用 - 

   7.2 64bit 

 Cent OS 5.3 32bit iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5.i386.rpm 6.2.0.871 

  5.4 32bit   

  5.3 64bit iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5.x86_64.rpm 6.2.0.871 

  5.4 64bit    

 

 

 

 

5.11 32bit/64bit 標準でインストールされているものを使用 - 

6.4 64bit iscsi-initiator-utils-6.2.0.872-10.el6.x86_64.rpm 6.2.0.872 

6.6 64bit 標準でインストールされているものを使用 - 

 7.2 64bit 
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３‐２‐３ ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）インストール 

 

① 管理者権限で対象の仮想マシンにログイン 

シェル 

 

user: root 

password: xxxxxxxx 

※入力コマンド「root」、「xxxxxxxx（ログインパスワード）」 

 

② ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のインストール状態を確認するために以下のコマンド 

を実行。既にソフトウェアがインストールされている場合は、「３‐２‐４ ストレージ接続用ソフトウェア

（iSCSI イニシエータ）設定」から設定する。 

シェル 

 

# rpm -qa | grep "iscsi" 

 

※出力例 

 

iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5 

※入力コマンド「rpm -qa | grep "iscsi"」 

 

③ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のパッケージをインストールするために以下のコマン 

ドを実行 

※表 3-2 にて指定されている rpm パッケージを使用 

シェル 

 

32bitOS の場合 

# rpm -ivh iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5.i386.rpm 

 

※出力例 

警告: iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5.i386.rpm: ヘッダ V3 DSA signature 

: NOKEY, key ID e8562897 

準備中...    (100%)########################################## [100%] 

1:iscsi-initiator-utils  (100%)########################################## [100%] 

※入力コマンド「rpm -ivh iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5.xxxxxxxx.rpm 」

管理者権限をもったユーザ

でログイン 

同様の文字列が表示された場合は既にソ

フトウェアがインストールされている 

※未インストール時は何も表示されない 
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④ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のインストール結果を確認するために以下のコマンド 

を実行 

シェル 

 

# rpm -qa | grep "iscsi" 

 

※出力例 

 

iscsi-initiator-utils-6.2.0.871-0.16.el5 

 

※入力コマンド「rpm -qa | grep "iscsi"」 

インストールしたパッケージが

表示されることを確認 
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３‐２‐４ ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）設定 

iSCSI で仮想マシンからストレージへ接続する際に、ストレージから認証を受け通信を許可される必要があ

る。このため、ストレージ接続用ソフトウェア（iSCSI イニシエータ）にストレージの情報を設定する。 

 

仮想マシンの OS が Red Hat Enterprise Linux または CentOS の場合のストレージ接続用 

ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)を設定する方法を以下に示す。 

 

① ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の設定ファイルをバックアップするために以下のコマ 

ンドを実行 

シェル 

 

# cd /etc/iscsi 

# cp -p initiatorname.iscsi initiatorname.iscsi.org 

# cp -p iscsid.conf iscsid.conf.org 

# ls 

 

※出力例 

 

initiatorname.iscsi  initiatorname.iscsi.org  iscsid.conf  iscsid.conf.org 

 

※入力コマンド「cd /etc/iscsi」 

「cp -p initiatorname.iscsi initiatorname.iscsi.org」 

    「cp -p iscsid.conf iscsid.conf.org」 

「ls」 

 

任意の名前で設定ファイル

のバックアップを取得 
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② ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のイニシエータ名を登録内容通知の情報をもとに、 

以下の通り編集 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

シェル 

 

# vi initiatorname.iscsi 

 

※編集内容 

 

InitiatorName=iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 

 

※入力コマンド「vi initiatorname.iscsi」 

「InitiatorName=iqn.local.teos.xxxxxxxxxx」 

 

 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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③ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)のイニシエータ名編集結果の確認 

シェル 

 

# diff initiatorname.iscsi initiatorname.iscsi.org 

 

※出力例 

 

1c1 

< InitiatorName=iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 

--- 

> InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:9aaf89e1f565 

 

※入力コマンド「diff initiatorname.iscsi initiatorname.iscsi.org」 

 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」1

であることを確認 

※値はお客さまごとに異なる 
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④ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の接続用情報を登録内容通知の情報をもとに、 

以下のコマンドを実行 

注意 ： 編集対象の「#」は必ず削除する。 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

シェル 

 

# vi iscsid.conf 

※編集内容 

node.session.auth.authmethod = CHAP 

# To set a CHAP username and password for initiator 

# authentication by the target(s), uncomment the following lines: 

node.session.auth.username = iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 

node.session.auth.password = Z2v6iCLzH7qs 

 

discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP 

# To set a discovery session CHAP username and password for the initiator 

# authentication by the target(s), uncomment the following lines: 

discovery.sendtargets.auth.username = iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 

discovery.sendtargets.auth.password = Z2v6iCLzH7qs 

 

 

※入力コマンド「vi iscsid.conf」、「node.session.auth.authmethod = CHAP」 

    「node.session.auth.username = iqn.local.teos.xxxxxxxxxxx」 

    「node.session.auth.password = xxxxxxxxxxx」 

「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」と 

「iSCSI 接続時認証用パスワード(CHAP Password)」

を入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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    「discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP」 

    「discovery.sendtargets.auth.username = iqn.local.teos. xxxxxxxxxxx」 

    「discovery.sendtargets.auth.password = xxxxxxxxxxx」 

 

⑤ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の接続用情報編集結果の確認 

シェル 

 

# diff iscsid.conf iscsid.conf.org 

 

※出力例 

 

39c39 

< node.session.auth.authmethod = CHAP 

--- 

> #node.session.auth.authmethod = CHAP 

43,44c43,44 

< node.session.auth.username = iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 

< node.session.auth.password = Z2v6iCLzH7qs 

--- 

> #node.session.auth.username = username 

> #node.session.auth.password = password 

53c53 

< discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP 

--- 

> #discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP 

57,58c57,58 

< discovery.sendtargets.auth.username = iqn.local.teos.W3AT64R.EY2Fn55H 

< discovery.sendtargets.auth.password = Z2v6iCLzH7qs 

--- 

> #discovery.sendtargets.auth.username = username 

> #discovery.sendtargets.auth.password = password 

 

※入力コマンド「diff iscsid.conf iscsid.conf.org」 

 

修正行の文頭に「#」が入力さ

れていないことを確認 
「iSCSI 接続時認証用 ID iqn (CHAP Name)」と 

「 iSCSI 接 続 時 認 証 用 パ ス ワ ー ド (CHAP 

Password)」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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⑥ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)を起動するために以下のコマンドを実行 

シェル 

 

# service iscsi start 

 

※出力例 

 

iscsid is stopped 

Starting iSCSI daemon: iscsi: registerd transport(cxgb3i) 

iscsi: registered transport(bnx2i) 

iscsi: registered transport(tcp) 

iscsi: registered transport(iser) 

[  OK  ] 

[  OK  ] 

Setting up iSCSI targets: iscsiadm: No records found! 

[  OK  ] 

 

※入力コマンド「service iscsi start」 

 

 

まだボリュームのスキャンを実施して

いないため表示自体は問題ない 
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⑦ NW ストレージのボリュームをスキャンして使用可能にするために登録内容通知の情報をもと 

に、以下のコマンドを実行 

 

登録内容通知の「ネットワークストレージ情報」 

 
 

シェル 

 

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.194.0.1 

 

※出力例 

 

10.131.3.15.2003-10.com.lefthandnetworks:teos-dev:37:test 

 

      ※入力コマンド「iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p xxx.xxx.xxx.xxx」 

 

注意 ： 正常に表示されない場合は①~⑥までの設定内容が正しいか確認する。 

 

アクセスが許可されている

ボリュームが表示される 

「ストレージ IP アドレス」を入力 

※値はお客さまごとに異なる 
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⑧ NW ストレージのボリュームを使用するために NW ストレージへログインする。以下のコマンドを 

実行 

※上記コマンドの実行結果で表示されたボリュームが使用可能になる。 

シェル 

 

# iscsiadm -m node --login 

 

※出力例 

 

Logging in to [iface: default, target: iqn.2003-10.com.lefthandnetworks:teos-dev:37:test, 

portal: 192.168.1.101,3260] 

Login to [iface: default, target: iqn.2003-10.com.lefthandnetworks:teos-dev:37:test, portal: 

192.168.1.101,3260]: successful 

 

      ※入力コマンド「iscsiadm -m node –login」 

 

注意 ： 正常に表示されない場合は④までの設定内容が正しいか確認する。 

 

使用可能になったボリュームが

表示される 
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以下、OS 起動時にストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)を自動起動する場合に実施 

※ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)を自動起動する必要がない場合は実施する必要は 

ない 

 

⑨ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の自動起動設定を確認するために以下のコマンドを 

実行 

シェル 

 

# chkconfig --list | grep "iscsi" 

 

※出力例 

 

iscsi          0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off 

iscsid          0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off 

 

※入力コマンド「chkconfig --list | grep "iscsi"」 

 

⑩ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の自動起動を有効にするために以下のコマンドを実行 

※chkconfig --list | grep "isci" にてリストが表示されたが結果が off だった場合に実施 

シェル 

 

# chkconfig iscsi on 

# chkconfig iscsid on 

 

※入力コマンド「chkconfig iscsi on」、「chkconfig iscsid on」 

※自動起動を停止したい場合は「chkconfig iscsi off」、「 chkconfig iscsid off」を実行する。 

 

リストが表示されかつ3,4,5が

on になっている場合は自動

起動設定がされている 
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⑪ ストレージ接続用ソフトウェア(iSCSI イニシエータ)の自動起動設定結果を確認するために以下のコマン 

ドを実行 

シェル 

 

# chkconfig --list | grep "iscsi" 

 

※出力例 

 

iscsi          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off 

iscsid          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off 

 

※入力コマンド「chkconfig --list | grep "iscsi"」 

 

リストが表示されかつ 2,3,4,5 が

on になっている場合は自動起

動設定が有効化されている 
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３‐２‐５ ボリューム接続状態確認 

NW ストレージのボリュームが OS からディスクとして認識できているかを確認するための手順を以下に示

す。 

 

① ボリュームが認識されていることを確認するために以下のコマンドを実行 

シェル 

 

# fdisk -l 

 

※出力例 

 

Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders 

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes 

 

デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System 

/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux 

/dev/sda2              14        2610    20860402+  8e  Linux LVM 

 

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders 

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes 

 

ディスク /dev/sdb は正常な領域テーブルを含んでいません 

 

※入力コマンド「fdisk –l」 

 

注意 ： 正常にボリュームが認識できたら、以降はお客さまにてパーティション分割およびファイルシステム 

作成をおこなう。 

 

なお、仮想マシン起動時にボリュームを自動でマウントしたい場合は、ストレージ接続用ソフトウェア 

(iSCSI イニシエータ)の自動起動設定とともに、/etc/fstab に自動マウントの設定を追記しておく。 

※ /etc/fstab 設定する際は「４ NW ストレージご利用時の注意事項」を確認すること。 

 

ボリュームが認識されており、

パーティション分割がされてい

ない状態 
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４  NW ストレージご利用時の注意事項 
 

① NW ストレージに接続している仮想マシン停止時の注意事項 

NWストレージのボリュームに接続した状態で仮想マシンを停止した場合、仮想マシンの停止が完了せず接

続不可となる場合がある。本事象の発生原因は、仮想マシン停止時にてNIC停止後、NWストレージボリュ

ームに対してファイルシステムのアンマウントが実行されるためである。 

仮想マシンを停止する場合、Windows 系仮想マシンの場合は iSCSI のセッションログアウトを、Linux 系仮

想マシンの場合は NW ストレージボリューム領域をマウントしているファイルシステムのアンマウントを実施

しておく必要がある。 

 

② NW ストレージに接続している仮想マシン起動時の注意事項 

Linux 系仮想マシンの/etc/fstab に NW ストレージ領域のファイルシステムチェックを実行する設定を入れた

場合、仮想マシンが起動できなくなる事象が発生する。本事象の発生原因は、仮想マシンの起動時にて

NIC が起動していない状態で、NW ストレージ領域のファイルシステムチェックが実行されるためである。 

/etc/fstab の設定実施時には、ファイルシステムチェックの設定に注意する必要がある。 
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