
基本システム管理
ESX Server 3.5、ESX Server 3i バージョン 3.5、および Virtual Center 2.5

Update 2 リリース



VMware, Inc. ヴイエムウェア株式会社
3401 Hillview Ave. 105-0013　東京都港区浜松町 1-30-5
Palo Alto, CA 94304 浜松町スクエア 13F
www.vmware.com www.vmware.com/jp

2 VMware, Inc.

基本システム管理ガイド

最新情報を反映したテクニカル ドキュメントは、ヴイエムウェアWeb サイトにてご覧いただ
けます。 

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

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

本書に関するご意見は、次のアドレスまでお寄せください。

docfeedback@vmware.com 

©2008 VMware, Inc. All rights reserved. 本ソフトウェアは、米国特許 （No. 6,397,242、
6,496,847、6,704,925、6,711,672、6,725,289、6,735,601、6,785,886、6,789,156、6,795,966、
6,880,022、6,944,699、6,961,806、6,961,941、7,069,413、7,082,598、7,089,377、7,111,086、
7,111,145、7,117,481、7,149,843、7,155,558、7,222,221、7,260,815、7,260,820、7,269,683、
7,275,136、7,277,998、7,277,999、7,278,030、7,281,102、および 7,290,253）により保護され
ています。特許出願中。
VMware、VMware ボックスロゴとデザイン、Virtual SMPおよび VMotion は、VMware,Inc. の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Microsoft は、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。 ここに記載されているその他の名称および
マークは各社の商標です。 
VMware VirtualCenter 2.5 は、 Tom Sawyer Software 社の許諾を受けた特定のサード パーティ
のテクノロジーを使用しています。
Tom Sawyer Visualization (c) 2004 Tom Sawyer Software, Oakland, California. All Rights 
Reserved.

基本システム管理ガイド
リビジョン： 20080725
アイテム： JA-000029-00

http://www.vmware.com/jp/support/
mailto:docfeedback@vmware.com


VMware, Inc. 3

目次

本書について 13

はじめに

1 VMware Infrastructure のコンポーネント 19
2 つの仮想マシン管理方法 20
VMware Infrastructure のコンポーネント 21
VMware Infrastructure Client のインターフェイス 23
オプションの VirtualCenter コンポーネント 24
VirtualCenter モジュール 25
管理対象コンポーネント 26
機能コンポーネント 28
アクセス権コンポーネント 29

2 本書の使用方法 31
はじめに 32
仮想マシンの管理 33
システム管理 33
付録 34

3 VMware Infrastructure コンポーネントの起動と停止 35
ESX Server 35
VirtualCenter サーバ 37
VirtualCenter サーバの起動の確認 37
VirtualCenter サーバの再起動 38
VirtualCenter サーバの停止 38

VI Client 39
VI Client の起動とログイン 39
VI Client の停止とログアウト 40

VI Web Access 40
VMware Service Console 42



基本システム管理

4 VMware, Inc.

サービス コンソールでのDHCP の使用 42
サービス コンソールへの接続 42
サービス コンソールでのコマンドの使用 43

4 VI Client の使用 45
VI Client について 45
メニュー バー 47
ポップアップ メニュー 50
コンソール メニュー 50
ナビゲーション バー 52
インベントリ ビューのタブ 54
[ はじめに（Getting Started）] タブ 58
チュートリアルの使用 59

ツールバー 59
[ ステータス バー（Status Bar）]、[ 最近のタスク（Recent Tasks）]、[ 起動さ
れたアラーム（Triggered Alarms）] 60

パネル セクション 61
リストのソートとフィルタリング 62
カスタム属性の使用 63
オブジェクトの選択および表示 66
オブジェクトの選択 66
オブジェクトの監視 67
オブジェクトに対するアクションの実行 68

VirtualCenter モジュールの管理 69

5 システム構成 71
ESX Server および VirtualCenter のホスト構成 71

[ ハードウェア（Hardware）] タブ 72
[ ソフトウェア（Software）] タブ 73
ESX Server のネットワーク構成 74
ESX Server のストレージ構成 75
セキュリティ構成情報の表示 75
ESX Server のコマンド情報の表示 76

VirtualCenter の構成 76
VirtualCenter の通信の構成 78
VirtualCenter サーバが VI Client との通信に使用するポートの構成 79
Web接続経由での VirtualCenter 通信の構成 80

仮想マシンの構成 81
有効なセッションの操作 84
SNMP および VMware Infrastructure について 85



VMware, Inc. 5

目次

MIB ファイルについて 85
VMWARE-ROOT-MIB 86
VMWARE-ENV-MIB 87
VMWARE-PRODUCTS-MIB 88
VMWARE-RESOURCES-MIB 88
VMWARE-TC-MIB 91
VMWARE-TRAPS-MIB 92
VMWARE-VMINFO-MIB 93
VMWARE-VMKERNEL-MIB 95

VirtualCenter サーバでの SNMP の使用 95
ESX Server 3 での SNMP の使用 97
サービス コンソールからの ESX Server エージェントの構成 97
ESX Server 3 の SNMP トラップの送信先の構成 98

ESX Server 3i での SNMP の使用 99
SNMP 管理クライアント ソフトウェアの構成 100
ESX Server 3 の SNMP セキュリティの構成 100
SNMP の診断 100
ゲストOS での SNMP の使用 102

システム ログ ファイル 102
システム ログ エントリの表示 102
外部システム ログ 104
ESX Server ホストでの syslog の構成 105
診断データのエクスポート 106
ログ ファイルの収集 108

6 VI Client インベントリの管理 109
VI Client のオブジェクトについて 110
インベントリ オブジェクトの追加 112
インベントリ内のオブジェクトの移動 113
インベントリ オブジェクトの削除 115
データストア ブラウザ内のファイルの操作 115
仮想マシン ディスクのコピーについて 116

初期データ センター統合の実行 116

仮想マシンの管理

7 VirtualCenter でのホスト管理 119
ホストについて 120



基本システム管理

6 VMware, Inc.

ホストの状態について 121
ホストの追加 121
ホストへの接続または切断 124
VirtualCenter SSL 証明書変更後のホストの再接続 126
クラスタからのホストの削除 126
VirtualCenter からのホストの削除 128
ホストの健全性ステータスの監視 130
センサーのリセット 131
健全性ステータス データの更新 132

ホストの詳細構成オプション 132

8 データ センターの統合 133
データ センター統合について 134
統合の前提条件 134
はじめて使用する場合 135
統合サービスについて 135
統合設定の指定 136
物理システムの検索 136
範囲の指定 137
システムレベルのシステム管理者認証情報の指定 138

分析結果の表示 139
信頼性のメトリックについて 139

候補の統合 140
ディスクのサイズ変更について 141

統合タスクの表示 141
統合のトラブルシューティング 142
統合機能の無効化 142
コレクタ サービスの無効化 143
Guided Consolidation のアンインストール 143

9 仮想マシンのインポートおよびエクスポート 145
OVF について 146
仮想アプライアンスのインポート 146
仮想マシンのエクスポート 147

10 仮想マシンの作成 149
新規仮想マシン ウィザードの使用方法 150
終了前の追加構成の実行 150
標準的な仮想マシンの作成 151



VMware, Inc. 7

目次

カスタム仮想マシンの作成 154
SAN LUNのマッピング 159

ゲスト OS のインストール 161
VMware Tools のインストールとアップグレード 162
VMware Tools プロパティ ダイアログボックスの表示 169
VMware Tools のアップグレード 170
VMware Tools のカスタム インストール 172
WYSE マルチメディア サポート 173
VMware Tools とWYSE マルチメディア サポートのインストール 173
VMware Tools のアップグレード時にWYSE マルチメディア サポートをイ
ンストールする 173

11 仮想マシンの管理 175
仮想マシンのパワー状態の変更 175
仮想マシンの電源状態 176
パワー状態の変化について 178
仮想マシンの手動パワーオン /オフ 178
サスペンドとレジュームの使用 179
仮想マシンのパワー状態変更のスケジュール設定 180

仮想マシンの追加と削除 181
既存の仮想マシンの VirtualCenter への追加 181
VirtualCenter からの仮想マシンの削除 181
仮想マシンまたはテンプレートの VirtualCenter への返還 183

仮想マシンの起動とシャットダウン 183

12 仮想マシンの構成 187
仮想マシンのプロパティ エディタ 187
仮想マシンのハードウェア構成の変更 188
仮想マシン オプションの変更 195
仮想マシン リソース設定の変更 201
CPUリソース 201
CPUの詳細設定 202
メモリ リソース 204
ディスク リソース 205

新しいハードウェアの追加 206
レガシー仮想マシン 211
仮想ハードウェアのアップグレード 212

13 テンプレートおよびクローンの操作 213
テンプレートについて 213



基本システム管理

8 VMware, Inc.

テンプレートの作成 214
テンプレートの編集 217
テンプレートからの仮想マシンのデプロイ 217
テンプレートの削除 219
テンプレートの復元 220
仮想マシンのクローン作成 221
仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクの作成 223

14 ゲスト OSのカスタマイズ 225
ゲストのカスタマイズ準備 226
ゲストのカスタマイズのための仮想ハードウェア要件 226
ゲスト カスタマイズのためのWindows の要件 227
ゲスト カスタマイズのための Linux 要件 228

Windows ゲスト OSのカスタマイズ 228
Linux ゲスト OS のカスタマイズ 233
カスタマイズ仕様ウィザードの使用方法 235
[ 仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）] ウィザードの使用方
法 239

ゲストOS のカスタマイズの終了 240
Linux ゲスト OS のカスタマイズの完了 240
Windows ゲスト OSのカスタマイズの完了 240

15 仮想マシンの移行 243
移行について 244
コールド移行 244
サスペンド状態の仮想マシンの移行 245
VMotion による移行 245
VMotion のホスト構成 246
共有ストレージ 246
VMotion のネットワーク要件 246
ホストのネットワーク構成の詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』
または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 247

CPU の互換性について 247
CPUファミリと機能セットについて 249
VMotion 互換性強化について 250
EVC 要件 251
EVC クラスタの作成 251
既存のクラスタでの EVCの有効化 252
CPUの互換性マスクについて 253



VMware, Inc. 9

目次

VMotion の仮想マシン構成要件 254
スワップファイルの場所の互換性 254
スナップショットを使用した仮想マシンの移行 255

仮想マシンの移行ウィザードの使用方法 256
移行の互換性チェックについて 259

Storage VMotion による移行 260
Storage VMotion の要件と制限事項 261
Storage VMotion のリモート コマンド ライン構文 262
仮想マシン構成ファイルのパスの表示 263
仮想マシン構成ファイルのパスの表示 263

Storage VMotion コマンドラインの例 263

16 スナップショットの使用 265
スナップショットについて 265
スナップショット間の関係 266
スナップショットと仮想マシンのほかのアクティビティ 267
スナップショットの作成 267
ディスク モードの変更による、スナップショットからの仮想マシンの除外 268

スナップショット マネージャの使用 269
スナップショットのリストア 271
親スナップショット 272
[ スナップショットまで戻る（Revert to Snapshot）] コマンド 272

システム管理

17 ユーザー、グループ、権限、およびロールの管理 277
要素へのアクセス 278
アクセス ルール 279
階層の継承 279
複数の権限の設定 280
複数オブジェクトでの設定が必要なタスク 281

ユーザー 282
グループ 283
権限 284
ロール 285
ロールの作成 288
ロールのクローン作成 289
ロールの編集 290
ロールの削除 290



基本システム管理

10 VMware, Inc.

ロール名の変更 291
アクセス権限 292
アクセス権限の割り当て 292
大規模ドメインの検索リストの調整 295
アクセス権限の変更 296
アクセス権限の削除 297

18 パフォーマンス統計およびリソース マップの設定と監視 299
統計の収集 299
収集間隔と収集レベルについて 300
収集レベルのシナリオ 302
収集レベルの効果的使用 303

データベースへの統計データの格納方法 303
統計収集間隔の構成 305

パフォーマンス チャート 307
チャートの表示 308
チャート データのファイルへの保存 309
チャート ビューのカスタマイズ 310

リソース マップ 311
VMotion リソース マップについて 312
マップの要素とアイコン 313
マップの表示 314
マップの印刷 314
マップのエクスポート 314

19 タスク、イベントおよびアラームの管理 315
タスクの管理 315
タスクについて 316
タスクの表示および実行 317
スケジュール設定されたタスクの管理 319
スケジュール設定タスクのスケジュール変更 322
スケジュール設定されたタスクの削除 323
タスクのキャンセル 323

イベントの管理 325
すべてのイベント メッセージの表示 326
選択したイベント メッセージの表示 327
イベント メッセージのソートおよびフィルタリング 328
イベント メッセージのエクスポート 330

アラームの管理 331
アラームについて 333



VMware, Inc. 11

目次

E メール メッセージの SMTP アラーム通知の準備 334
SNMP アラーム通知の準備 335
アラームの作成 336
アラームの編集 342
アラームの削除 343

付録

A 定義済み権限 347
アラーム 348
データ センター 349
データストア 350
拡張機能 351
フォルダ 351
グローバル 352
ホスト CIM 354
ホスト構成 355
ホスト インベントリ 358
ホストのローカル操作 359
ネットワーク 360
パフォーマンス 360
権限 361
リソース 361
スケジュール設定タスク 363
セッション 364
タスク 365
仮想マシンの構成 365
仮想マシンの通信 368
仮想マシンのインベントリ 370
仮想マシンのプロビジョニング 371
仮想マシンの状態 373

B Microsoft Sysprep ツールのインストール 375

C パフォーマンス チャートのメトリック 379
CPU 380
仮想マシン 381
ホスト 382



基本システム管理

12 VMware, Inc.

リソース プール 382
クラスタ 383

ディスク 383
ホストと仮想マシン 383

メモリ 384
仮想マシン 384
ホスト 386
リソース プール 388
クラスタ 389

クラスタ サービス 391
クラスタ 391

ネットワーク 391
ホストと仮想マシン 391

システム 392

インデックス 393



VMware, Inc. 13  

本『基本システム管理』では、VMware® Infrastructure Client（VI Client）コンポーネ
ントの起動方法および停止方法、VMware Infrastructure 環境の構築方法、コンポーネ
ント情報の監視方法および管理方法、VMware Infrastructure 環境を使用したユーザー
またはグループのロールおよび権限の設定方法について解説します。 また、データ セ
ンターにおける仮想マシンの管理、作成、構成に関する情報も提供します。 

さらに、システム内で実行できるさまざまなタスクを簡単に紹介し、これらのタスク
のすべてについて詳細に解説するドキュメントのクロス リファレンスを提供します。 

『基本システム管理』は、VMware ESX Server 3.5 と VMware ESX Server 3i バージョン
3.5 の両方を対象にしています。 わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次
の製品名を使用します。

ESX Server 3.5 に固有の説明の場合、用語「ESX Server 3」を使用します。 

ESX Server 3i バージョン 3.5 に固有の説明の場合、用語「ESX Server 3i」を使用し
ます。 

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

説明上、リリースを明確に識別することが重要な場合は、バージョンを付けたフ
ル ネームの製品名を使用します。 

VMware Infrastructure 3 ESX Server の全バージョンに該当する説明の場合、「ESX 
Server 3.x」を使用します。

対象読者
本書に記載されている情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経
験をお持ちのユーザーで、仮想マシン テクノロジーおよびデータ センターの操作に
詳しい方を対象としています。

本書について
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本書へのフィードバック
ドキュメントの向上にご協力ください。 本書に関するコメントがございましたら、下
記の電子メールアドレスまでフィードバックをお寄せください。 

docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure のドキュメント
VMware Infrastructure ドキュメントは、VMware VirtualCenter のドキュメントと ESX 
Server のドキュメントを組み合わせて構成しています。 

図で使用される略語
本書の図では、表1の略語を使用しています。

テクニカル サポートおよび教育リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。 
本書の最新バージョンおよびその他の文書は、次のWebサイトをご覧ください。

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

表1  略語

略語 説明

データベース VirtualCenter データベース

データストア 管理対象ホスト用のストレージ

dsk # 管理対象ホスト用のストレージ ディスク

ホスト n VirtualCenter 管理対象ホスト

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

tmplt テンプレート

ユーザー # アクセス権限を持つユーザー

VC VirtualCenter

VM # 管理対象ホスト上の仮想マシン

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

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

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1の問
題に関しては電話でのサポートをご利用ください。 詳細は、次のURLをご覧ください。

http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html

サポート サービス
お客様のビジネス ニーズに適した各種サポートの詳細については、次のURL を参照
してください。

http://www.vmware.com/jp/support/services

ヴイエムウェア教育サービス
当社が提供する有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボや事例の紹介をいた
します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供していま
す。 詳細はヴイエムウェアWeb サイトにある教育サービスのページをご覧ください。

http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm

http://www.vmware.com/jp/support
http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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1

本章では、ESX Server または VirtualCenter サーバから仮想マシンを管理する場合に使
用する、VMware Infrastructure のコンポーネントおよび操作について紹介します。

本章では、次の内容について説明します。

2つの仮想マシン管理方法 （P.20）

VMware Infrastructure のコンポーネント （P.21）

VMware Infrastructure Client のインターフェイス （P.23）

オプションの VirtualCenter コンポーネント （P.24）

VirtualCenter モジュール （P.25）

管理対象コンポーネント （P.26）

機能コンポーネント （P.28）

アクセス権コンポーネント （P.29）

VMware Infrastructure のコ
ンポーネント 1
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2 つの仮想マシン管理方法
VMware Infrastructure Client（VI Client）は、仮想マシンを管理するための柔軟で構成
可能なソリューションです。 仮想マシンは、主に次の 2種類の方法で管理します。 

ESX Server による直接管理。ESX Server ホスト（シングル ホストまたはスタンド
アロン ホスト）にインストールされている仮想マシンおよびそのリソースのみ
を管理できる。

VirtualCenter サーバによる管理。多数の ESX Server ホストに割り当てわれた複数
の仮想マシンおよびそのリソースを管理する。

次の図は、ESX Server の仮想インフラストラクチャ コンポーネントを示しています。

図1-1  ESX Server ホストを使用する場合の VMware Infrastructure コンポーネント
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次の図は、VirtualCenter サーバのVMware Infrastructureコンポーネントを示しています。

図1-2  VirtualCenter サーバを使用する場合の VMware Infrastructure コンポーネント

VMware Infrastructure のコンポーネント
VMware Infrastructure 環境を実行するには、次のアイテムが必要です。

ESX Server　仮想マシンを作成するために使用する仮想化プラットフォーム。仮
想マシンは、構成ファイルとディスク ファイルのセットであり、これらのすべ
てのファイルで物理マシンのすべての機能を実行します。 

ユーザーは、ESX Server を介して仮想マシンの実行、オペレーティング システム
のインストール、アプリケーションの実行、仮想マシンの構成を行います。 構成
には、ストレージ デバイスなど仮想マシンのリソースの指定も含まれます。

サーバは、ブートストラッピング、管理、および仮想マシンを管理するその他の
サービスを提供します。 

各 ESX Server には、管理目的で使用できる VI Client があります。 ESX Server が
VirtualCenter サーバに登録されているホストの場合、VirtualCenter 機能を提供す
る VI Client を使用できます。
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VirtualCenter　ネットワークに接続されている VMware ESX Server ホストの一元
管理サービス。 VirtualCenter は、仮想マシンおよび仮想マシンのホスト（ESX 
Server ホスト）上での操作を指示します。 

VirtualCenter サーバ　VirtualCenter の主要な機能。 VirtualCenter サーバは、１つ
のWindows サービスです。自動的に実行するようにインストールされていま
す。 VirtualCenter サーバはWindows サービスとしてバックグラウンドで継続的
に実行します。接続している VI Client がない場合でも、VirtualCenter サーバがイ
ンストールされているコンピュータにログオンしているユーザーがいない場合で
も、監視アクティビティや管理アクティビティを実行します。 VirtualCenter サー
バは、すべての管理対象ホストにネットワーク接続できる必要があります。ま
た、VI Client が実行しているすべてのマシンからネットワーク接続できる必要が
あります。 

VirtualCenter サーバは、ESX Server ホスト上のWindows 仮想マシンにインス
トール可能で、VMware HA が提供する高可用性を利用できるようになります。 こ
の構成の設定についての詳細は、『インストール ガイド』を参照してください。 

VirtualCenter モジュール　VirtualCenter に追加機能を提供するアプリケーショ
ン。 通常、モジュールはサーバ コンポーネントとクライアント コンポーネント
で構成されます。 モジュールのサーバ コンポーネントがインストールされると、
VirtualCenter サーバに登録され、VirtualCenter Client はクライアント コンポーネ
ントをダウンロードできるようになります（｢ VirtualCenter モジュールの管理 
（P.69）」を参照）。 VirtualCenter Client にモジュールがインストールされると、追
加された機能に関連するビュー、タブ、ツールバー ボタン、メニュー オプショ
ンなどが追加されて、インターフェイスが変わることがあります。

モジュールは、認証や権限管理などのVirtualCenterの中核機能を利用しますが、独
自のタイプのイベント、タスク、メタデータ、および権限を持つ場合があります。 

モジュールには VirtualCenter が必要ですが、モジュールのインストールは、
VirtualCenter のインストール後にいつでも行うことができます。 モジュールと
VirtualCenter は、別々にアップグレードできます。

VirtualCenter データベース　VirtualCenter 環境が管理する各仮想マシン、ホス
ト、ユーザーのステータスを保持する永続的なストレージ領域です。 
VirtualCenter データベースは、VirtualCenter サーバ マシンのリモートまたは
ローカルに配置できます。 

データベースは、VirtualCenter のインストール中にインストールおよび構成され
ます。 

VirtualCenter サーバやそれに関連する VI Client を使用せずに、VI Client を使用し
て直接 ESX Server ホストにアクセスする場合は、VirtualCenter データベースを使
用しません。
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データストア 　仮想マシンの作成時に指定される、仮想マシン ファイルの格納
場所です。 データストアは、サーバのローカル SCSI ディスク上の VMFS ボリュー
ム、ファイバ チャネル SAN ディスク アレイ、iSCSI SAN ディスク アレイ、NAS
（ネットワーク接続型ストレージ）アレイなどのさまざまなストレージ オプショ
ンの特異性を隠し、仮想マシンに必要なさまざまなストレージ製品の統一モデル
を提供します。 

VirtualCenter エージェント　各管理対象ホスト上で、VirtualCenter サーバから受
け取ったアクションを収集、通信、実行するソフトウェアです。 VirtualCenter
エージェントは、VirtualCenter インベントリにホストが初めて追加されたときに
インストールされます。

ホスト エージェント　各管理ホスト上で、VI Client から受け取ったアクションを
収集、通信、実行するソフトウェアです。 ESX Server がインストールされるとき
に、その一部としてインストールされます。 

VirtualCenterライセンス サーバ　VirtualCenterとESX Serverにおけるほとんどの
操作（仮想マシンのパワーオンなど）で必要なソフトウェア ライセンスを格納
するサーバです。 

VMware Infrastructure は、複数のライセンス モードをサポートしています。 すべ
てのライセンス モードでライセンス サーバが必要なわけではありません。 
VirtualCenter、および VMware VMotion™などの VirtualCenter が必要な機能に
は、ライセンス サーバが必要です。 

VirtualCenter および ESX Server 3 のライセンスの詳細については、『インストー
ル ガイド』を参照してください。 ESX Server 3i のライセンスの詳細については、
ESX Server 3i 製品の『セットアップ ガイド』を参照してください。 

これらのコンポーネントのインストールに関する詳細については、『インストー
ル ガイド』を参照してください。 ESX Server 3 の構成に関する詳細については、
『ESX Server 3 構成ガイド』を参照してください。 ESX Server 3i の構成に関する詳
細については、『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

VMware Infrastructure Client のインターフェイス
VMware Infrastructure Client には、次のインターフェイス オプションがあります。

VMware Infrastructure Client（VI Client）　必須コンポーネントであり、仮想マシ
ン、仮想マシンのリソース、および仮想マシンのホストの作成、管理、監視を行
う主要なインターフェイス。 仮想マシンへのコンソール アクセスも提供します。
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VI Client は、ESX Server または VirtualCenter サーバ環境にネットワーク接続でき
るWindows マシンにインストールされます。 このインターフェイスには、接続
先のサーバのタイプによって若干異なるオプションが表示されます。 すべての
VirtualCenter アクティビティは VirtualCenter サーバによって実行されますが、
サーバの監視、管理、制御には VI Client を使用する必要があります。 1 台の
VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストは、同時に接続されている複数の VI 
Client をサポートできます。 

Virtual Infrastructure Web Access（VI Web Access）　Web インターフェイス。こ
れを介して、仮想マシンの基本的な管理や構成を実行し、仮想マシンへのコン
ソール アクセスを取得します。 ESX Server ホストとともにインストールされま
す。 VI Client と同様に、VI Web Access はホストと直接連携するか、VirtualCenter
を経由して機能します。 詳細については、『Virtual Infrastructure Web Access シス
テム管理者ガイド』を参照してください。

VMware サービス コンソール　ESX Server 3 ホスト構成用のコマンドライン イン
ターフェイスです。 ESX Server 3i ホストでは、リモート コマンドライン インター
フェイスを使用します。 

リモート コマンドライン インターフェイス（リモートCLI）　ESX Server 3i ホスト
構成用のコマンドライン インターフェイスです。 リモート CLI は、ESX Server 3i
および ESX Server 3 バージョン 3.5 ホスト上での Storage VMotion の操作でも使
用されます。 

オプションの VirtualCenter コンポーネント
オプションの VirtualCenter コンポーネントは、基本製品にパッケージされて一緒に
インストールされますが、別個にライセンスが必要です。 オプション機能には、次の
ものがあります。

VMotion 　ESX Server ホストで実行中の仮想マシンを、サービスを停止せずに、
別の ESX Server ホストに移動する機能です。 ソース ホストおよびターゲット ホ
ストの両方にライセンスが必要です。 すべての VMotion アクティビティは、
VirtualCenter サーバによって統合して調整されます。

VMware HA　クラスタに高可用性を提供する機能です。 ホストが停止すると、そ
のホスト上で稼動中だったすべての仮想マシンが、すぐに同じクラスタ内の別の
ホストで再起動されます。 

クラスタで HAを有効にするときは、復元可能なホストの数を指定します。 許容
するホスト障害数を「1」に指定した場合、HAはホスト 1台分の障害を許容す
るのに十分なキャパシティをクラスタ全体で保持します。 このホストで実行中の
すべての仮想マシンは、残りのホストで再起動できます。 デフォルトでは、必要
なフェイルオーバー キャパシティに満たない場合には仮想マシンをパワーオン
できません。 詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。
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VMware DRS　ホストおよびリソース プール全体でのリソース割当て、および電
力消費を効率化する機能です。 VMware DRS はクラスタ内のすべてのホストおよ
び仮想マシンのリソース使用状況に関する情報を収集し、次のいずれかの場合に
推奨を表示したり仮想マシンを移行したりします。

初期配置　クラスタ内で初めて仮想マシンをパワーオンした場合、DRS は仮
想マシンを配置するか、または推奨を表示します。 

ロード バランシング　DRS は、仮想マシンを自動的に移行（VMotion）した
り、仮想マシンの移行を推奨したりすることによって、クラスタ全体におけ
るリソース使用率を向上しようとします。

VMware DRS は、試験的な分散電源管理（DPM）機能があります。 DPMを有効に
すると、システムは、クラスタ レベルおよびホスト レベルでの容量と、クラス
タ内で稼動している仮想マシンの需要を比較します。 その比較結果に基づいて、
DPMはクラスタの消費電力を削減可能なアクションを推奨します（または、自
動的に実施します）。

VMware Infrastructure SDK パッケージ　仮想インフラストラクチャの管理用
API、およびこれらの API について解説したドキュメントです。 SDK には、
VirtualCenter Web サービス インターフェイス、Webサービス記述言語
（WSDL）、およびサンプル ファイルも含まれています。 SDK パッケージは、外部
リンクから入手できます。 SDK パッケージのダウンロード方法については、
http://www.vmware.com/support/developerを参照してください。

VirtualCenter モジュール
VirtualCenter モジュールは、追加機能を提供して VirtualCenter の機能を拡張します。 
一部のモジュールは基本製品とは別のパッケージになっていて、別途インストールが
必要です。 モジュールと基本製品は、別々にアップグレードできます。 当社のモ
ジュールには、次のものがあります。

VMware Update Manager　システム管理者は、ESX Server ホストおよびすべての
管理対象仮想マシンにアップデートやパッチを適用できます。 このモジュールで
は、一連のセキュリティ標準を示した、ユーザー定義のセキュリティ ベースラ
インを作成できます。 セキュリティ管理者は、ホストと仮想マシンをこのような
ベースラインと比較し、準拠していないシステムを確認および修正できます。 

VirtualCenter用VMware Converter Enterprise　物理マシンおよび仮想マシンを、
さまざまな形式で ESX Server の仮想マシンに変換できます。 変換されたシステム
は、VirtualCenter インベントリにインポートできます。

http://www.vmware.com/support/developer
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管理対象コンポーネント
VirtualCenter は、仮想インフラストラクチャおよび物理インフラストラクチャの各種
コンポーネントを監視し、管理します。 一部のコンポーネントは、何百もの仮想マシ
ンやその他のオブジェクトを編成する場合にも使用できます。 これらのコンポーネン
トの名前は、その役割を示すように変更できます。たとえば、企業の部署、場所、機
能にちなんだ名前をつけることができます。 管理対象コンポーネントは、次のとおり
です。

仮想マシンおよびテンプレート　ゲストOS および関連アプリケーション ソフト
ウェアを実行できる、仮想化された x86 パーソナル コンピュータ環境です。 同一
の管理対象ホスト マシンで、同時に複数の仮想マシンを操作できます。 テンプ
レートは、指定された仮想マシンのタイプです。

ホスト　主要なコンポーネントです。すべての仮想マシンはここに配置されま
す。 VMware Infrastructure Client が VirtualCenter サーバに接続されている場合は、
その VirtualCenter サーバが管理するすべてのホストを管理できます。 VMware 
Infrastructure Client が ESX Server ホストに直接接続されている場合は、そのホス
トのみを管理できます。

リソース プール　ホスト リソースのコントロールを委任する仕組みです。 リ
ソース プールは、クラスタ内のリソースを区分するために使用されます。 ホスト
またはクラスタの直接の子として複数のリソース プールを作成し、そのリソー
ス プールを構成できます。 次にこれらのリソース プールのコントロールをほか
の個人または組織に委任します。 管理対象リソースは、ホストまたはクラスタの
CPU およびメモリです。 仮想マシンはリソース プール内で実行し、リソース 
プールのリソースを使用します。

クラスタ 　リソースと管理インターフェイスを共有する ESX Server ホストのグ
ループです。 あるクラスタに 1つのホストを追加すると、そのホストのリソース
はそのクラスタのリソースの一部になります。 クラスタは、すべてのホストのリ
ソースを管理します。 『リソース管理ガイド』を参照してください。

データストア　データ センター内でベースになる物理ストレージ リソースの組
み合わせを仮想的に表したものです。 これらの物理ストレージ リソースは、サー
バのローカル SCSI ディスク、ファイバ チャネル SANディスク アレイ、または 
NAS（ネットワーク接続型ストレージ）アレイです。

ネットワーク　仮想環境の仮想マシンを相互接続するネットワーク、または仮想
マシンを外部の物理ネットワークと接続するネットワークです。

注意    VirtualCenter がホストを参照する場合、このホストは仮想マシンが実行さ
れている物理マシンです。 VMware Infrastructure 環境内のすべての仮想マシンは、
ESX Server またはホスト上で実行されます。 このドキュメントにおいて、ホスト
とは、仮想マシンが配置されている ESX Server ホストを指します。
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フォルダ　オブジェクトをグループ化し、階層構造を体系化するコンテナです。 
これは非常に便利なだけではなく、権限を与えるのに適した構造です。 

フォルダのタイプは 3種類です。どのタイプのフォルダも、同一タイプの別の
フォルダと、もう 1種類の別のタイプのオブジェクトを含むことができます。 次
の 3種類のオブジェクトがあります。 

データ センター
仮想マシン（テンプレートを含む）
コンピューティング リソース（ホスト、クラスタなどを含む） 

データ センター フォルダはルート ノード直下に階層を形成し、ユーザーがこの
データ センターを便利な方法でグループ化できるようにします。 各データ セン
ター内には、仮想マシンおよびテンプレートが含まれる 1階層のフォルダと、
ホストやクラスタが含まれる 1階層のフォルダが存在します。

データ センター　特定のオブジェクト タイプを体系化するフォルダとは異なり、
データ センターは、仮想インフラストラクチャで機能する必要のあるすべての
種類のオブジェクト（ホスト、仮想マシン、ネットワーク、データストア）の集
まりです。 マップの対象は、ホスト、ネットワーク、仮想マシン、データストア
などです。

データ センター内には、4つの異なる階層が存在します。 

仮想マシン（およびテンプレート）
ホスト（およびクラスタ）
ネットワーク
データストア

ネットワークやデータストアをフォルダに格納することは不可能なので、ネット
ワークおよびデータストア階層は常に 1階層のリストになります。

データ センターは、これらのオブジェクトのネームスペースの境界として機能
します。 したがって、同一のデータ センターにおいて 2つのオブジェクト（たと
えば 2台のホスト）が同一の名前を持つことはできませんが、別のデータ セン
ターでは 2つのオブジェクトが同一の名前を持つことも可能です。
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機能コンポーネント
機能コンポーネントは、VMware Infrastructure 環境内でタスクの監視と管理を行いま
す。 機能コンポーネントは、VI Client のナビゲーション ボタン バーから使用できま
す。 次のオプションがあります。

インベントリ　VirtualCenter のすべての監視対象オブジェクトの一覧です。 監視
対象オブジェクトは、データ センター、リソース プール、クラスタ、ネット
ワーク、データストア、テンプレート、ホスト、仮想マシンなどです。

スケジュール設定されたタスク　アクティビティのリスト、およびこれらのアク
ティビティをスケジュール設定する手段です。 VirtualCenter サーバを使用した場
合だけ、使用できます。

イベント　VirtualCenter 環境で発生するすべてのイベントのリストです。 このナ
ビゲーション オプションを使用すると、すべてのイベントが表示されます。 特定
のオブジェクトに関係するイベントのみを表示するには、オブジェクト専用パネ
ルを使用します。

管理　環境レベルの構成オプション リストです。 [ 管理（Admin）] オプションで
は、[ロール（Roles）]、[ セッション（Sessions）]、[ ライセンス（Licenses）]、
[ 診断（Diagnostics）]、[ システム ログ（System Logs）] の構成にアクセスでき
ます。 ESX Server ホストに接続している場合は、[ロール（Roles）] オプションの
みが表示されます。 

マップ　VMware Infrastructure 環境のステータスや構造、および管理対象オブ
ジェクトの関係を視覚的に表示します。 マップの対象は、ホスト、ネットワー
ク、仮想マシン、データストアなどです。 VirtualCenter サーバ経由でのみ使用で
きます。

VMware Infrastructure Client のアクティビティによって、次のようにさまざまな情報
リストが生成され、追跡されます。 

タスク　これらのアクティビティは、スケジュール設定されるか、手動で開始され
ます。 タスクは、タスクに関連する問題を示すイベント メッセージを生成します。 

イベント　VMware Infrastructure アクティビティを報告するメッセージです。 イ
ベント メッセージは、製品で事前に定義されています。 

アラーム　選択したイベントに応じて発生する特有の通知です。 一部のアラーム
は、製品のデフォルトで定義されています。 追加のアラームを作成し、選択した
インベントリ オブジェクトまたはすべてのインベントリ オブジェクトに適用す
ることができます。 

ログ　選択したイベント メッセージに関係する、保存された参照情報です。 ログ
は、製品で事前に定義されています。 選択したログを生成するかどうかを設定で
きます。
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アクセス権コンポーネント
各ユーザーは、VI Client 経由で VirtualCenter サーバまたはホストにログオンします。 
各ユーザーは、VMware Infrastructure 環境内で、データ センターや仮想マシンなど選
択されたオブジェクトに対する権利および権限を持つユーザーとしてサーバに認識さ
れます。 VirtualCenter サーバ自体は、VMware Infrastructure 環境内のすべてのホスト
および仮想マシンに対する完全な権利と権限があります。 サーバは、実行権限を持つ
ユーザーからのアクションや要求のみを渡します。

サーバは、各 VMware Infrastructure Client オブジェクト、データ センター、フォル
ダ、仮想マシンのそれぞれにアクセス権を付与します。 アクセス権を付与するために
は、各オブジェクトにロールおよびユーザー（またはグループ）を割り当てます。

個々のアクセス権を割り当てるには、VI Client でユーザーとロールを組み合わせて、
この組み合わせを次の VMware Infrastructure Client オブジェクトに割り当てます。

ユーザーおよびグループ　VirtualCenter では、ユーザーおよびグループはWindows
ドメインまたはActive Directoryデータベースを使用して作成され、保持されます。 
ユーザーおよびグループは、権限を割り当てるプロセスを通じて、VirtualCenter に
よって登録されるか、ESX Serverによって作成されて登録されます。 

ロール　アクセス権および権限のセット。 選択されたデフォルト ロールがありま
す。 ロールを作成し、権限の組み合わせを各ロールに割り当てることもできます。 
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2

『基本システム管理』は、VMware Infrastructure Client（VI Client）および仮想マシン
を構成するために実行する必要がある作業について説明しています。 『基本システム
管理』に記載されている情報を使用する前に、システム アーキテクチャおよび
VMware Infrastructure システムを構成する物理デバイスや仮想デバイスの概要につい
て『VMware Infrastructure 3 製品の概要』をご覧ください。

本章では、このマニュアルの内容を次の項目で簡単に要約しています。 

VMware Infrastructure のコンポーネント

管理ツール

システム構成

仮想マシンの管理および構成

アクセスおよび権限の管理

システム管理

本書の使用方法 2
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はじめに
この導入部分は 7つの章で構成されており、システム コンポーネント、システム管理
ツール、および VMware Infrastructure Client を構成するために実行する必要のある基本
的な作業について説明します。 概要について説明している章は、次のとおりです。

「本書の使用方法」　必要な情報を見つけやすいように、本書の内容を簡単にまと
めて紹介します。 

「VMware Infrastructureのコンポーネント」　ESX ServerまたはVirtualCenterサーバ
を使用して仮想マシンを管理する場合に使用する、VMware Infrastructure のコン
ポーネントおよび操作について紹介します。 

「VMware Infrastructure コンポーネントの起動と停止」　VMware Infrastructure の
各コンポーネントの起動方法および停止方法について説明します。 対象となるコ
ンポーネントは、ESX Server、VirtualCenter サーバ、VMware Infrastructure 
Client、Virtual Infrastructure Web Access、VirtualCenter ホスト エージェント、
VirtualCenter ライセンス サーバ、および VMware Service Console などです。

「VI Clientの使用」　VI Clientの特定のレイアウトおよびナビゲーションについて説
明します。 

「システム構成」　管理オプションの構成、VirtualCenter サーバの設定、ホスト構
成オプションの管理に関する情報を提供します。 ログ ファイルへのアクセスや構
成、SNMPの設定方法などの基本的なシステム構成情報についても説明します。

「VI Client インベントリの管理」　VMware Infrastructure 環境のオブジェクトを使
用して作業を実行する方法について説明します。 対象のオブジェクトは、フォル
ダ、データ センター、クラスタ、リソース プール、ネットワークおよびデータ
ストアです。 これらのオブジェクトは、監視対象や管理対象のホストおよび仮想
マシンの管理や編成に使用されます。

「VirtualCenter でのホスト管理」　管理対象ホストに関連する作業の実行方法につ
いて説明します。 
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第 2章 本書の使用方法

仮想マシンの管理
仮想マシンの管理に関する説明は 7つの章で構成されていて、仮想マシンの基本を
理解するための情報を提供し、仮想マシンの管理方法、構成方法、カスタマイズ方法
について説明しています。 この仮想マシンの管理について説明している章は、次のと
おりです。

「仮想マシンの作成」　[新規仮想マシン（New Virtual Machine）] ウィザードを使
用したり、既存の仮想マシンのクローンを作成したりして、仮想マシンを作成す
る方法について説明します。

「仮想マシンの管理」　VI Client に対する仮想マシンの追加および削除、および仮想
マシンのパワーオンとパワーオフなどの仮想マシンの作業について説明します。

「仮想マシンの構成」　既存の仮想マシンの編集方法および構成方法について説明
します。 仮想マシンの詳細構成オプションについても説明します。

「スナップショットの使用」　スナップショット機能を使用して、仮想マシン全体
の状態をキャプチャする方法について説明します。

「テンプレートおよびクローンの操作」　テンプレートの作成、および仮想マシン
のテンプレートを使用した新しい仮想マシンの作成とプロビジョニングについて
説明します。

「仮想マシンの移行」　仮想マシンをあるホストから別のホストに移行（移動）す
る手順について説明します。

「ゲストOSのカスタマイズ」　ターゲット環境内で仮想マシンがすぐに機能でき
るように、仮想マシンのゲストOS の ID やネットワーク設定をカスタマイズす
る方法について説明します。

システム管理
システム管理について説明している章は、次のとおりです。

「ユーザー、グループ、権限、およびロールの管理」　VMware Infrastructure のイ
ンベントリ オブジェクトへのアクセス管理方法について説明します。 本章では、
ユーザー、グループ、ロール、権限の構成方法について説明します。

「パフォーマンス統計およびリソース マップの設定と監視」　VI Client に表示され
る VMware Infrastructure Client データのパフォーマンス監視要素について説明し
ます。 VMware Infrastructure Client のマップ機能についても説明します。

「タスク、イベントおよびアラームの管理」　タスク、イベント、アラームの作
成、構成、および使用の方法について説明します。 
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付録
『基本システム管理』の 4つの付録では、VMware Infrastructure 環境の構成時に役立
つ専門情報を提供します。

「定義済み権限」　VMware Infrastructure システムで使用可能な権限およびロール
を記載した表があります。

「Microsoft Sysprep ツールのインストール」　VirtualCenter サーバ マシンに
Microsoft Sysprep ツールをインストールする方法について説明します。 Windows
ゲスト OS をカスタマイズする予定がある場合は、Microsoft Sysprep ツールをイ
ンストールする必要があります。

「パフォーマンス チャートのメトリック」　ホストで監視される各リソースに関
する測定オプションの表があります。
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3

本章では、VMware Infrastructure の主要コンポーネントである、ESX Server、
VirtualCenter サーバそれぞれの起動方法および停止方法について説明します。 

本章では、次の内容について説明します。

ESX Server （P.35）

VirtualCenter サーバ （P.37）

VI Client （P.39）

VI Web Access （P.40）

VMware Service Console （P.42）

ESX Server
ESX Server をインストールすると、インストール再起動プロセスによって自動的に起
動します。 ESX Server がシャットダウンしている場合は、手動で再起動する必要があ
ります。

ESX Server を起動するには

ESX Server がインストールされている物理筐体で、一連の起動処理が始まるまで電源
ボタンを押します。

ESX Server が起動して、その仮想マシンを検出し、通常のESX Server 機能を開始します。

VI Client を使用している ESX Server ホストにはパワーオフまたは再起動を行うオプ
ションがあります。 ESX Server 3 ホストでは、サービス コンソールからパワーオフす
ることもできます。 管理対象ホストをパワーオフすると VirtualCenter サーバとの接続
が切断されますが、インベントリから削除されるわけではありません。 

VMware Infrastructure コン
ポーネントの起動と停止 3
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ESX Server を再起動またはシャットダウンするには

1 ESX Server ホストで実行中のすべての仮想マシンをシャットダウンします。

2 VirtualCenter サーバに接続した場合は、インベントリの [ホストおよびクラスタ
（Hosts & Clusters）] パネルが表示されます。 適切なルート フォルダ（デフォルト
では「ホストおよびクラスタ」というラベルが付いています )またはサブフォル
ダを選択します。

3 インベントリ パネルで適切な ESX Server を選択します。 

4 メイン メニューまたは右クリックのポップアップ メニューから、必要に応じて [再
起動（Reboot）]または [シャットダウン（Shut Down）]を選択します。 

[ 再起動（Reboot）] を選択すると、ESX Server はシャットダウンしてから再
起動します。

[シャットダウン（Shut Down）] を選択すると、ESX Server はシャットダウン
します。 手動でシステムの電源を入れ直す必要があります。

5 シャットダウンの理由を指定します。 

この情報は、ログに追加されます。

ESX Server 3 ホストを手動で停止するには

1 ESX Server のサービス コンソールにログインします。

サービス コンソールへのアクセスについては、「サービス コンソールへの接続 
（P.42）」を参照してください。

2 shutdown コマンドを実行します。 

次に例を示します。

: shutdown -h now

ESX Server 3 が正常にシャットダウンします。 シャットダウンが完了すると、シ
ステムをパワーオフしても安全なことを示すメッセージが表示されます。

3 マシンがパワーオフ状態になるまで電源ボタンを押します。 
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VirtualCenter サーバ
VirtualCenter は、複数の仮想マシンを格納できる複数のホストを管理します。 
VirtualCenter で任意のアクティビティを実行するには、VMware Infrastructure Client
を使用する必要があります。 

VirtualCenter サーバがインストールされているWindows マシンを起動すると、
VirtualCenter サーバも起動します。 また、このマシンが再起動されると、
VirtualCenter サーバも再起動します。

次のセクションでは、VirtualCenter に関連する要素の起動および停止について解説し
ています。

VirtualCenter サーバの起動の確認 （P.37）

VirtualCenter サーバの再起動 （P.38）

VirtualCenter サーバの停止 （P.38）

VirtualCenter サーバの起動の確認
VirtualCenter はサービスです。したがって、Windows サービス リストを表示して、
サービスが開始されたかどうかを確認できます。

VirtualCenter サーバの実行を確認するには

1 ご使用のWindows バージョンのサービス表示画面に移動します。

たとえば、[コントロール パネル（Control Panel）] - [ 管理ツール
（Administrative Tools）] - [ サービス（Services）] を選択します。 [VMware 
Infrastructure Server] をクリックします。 

[ ステータス（Status）] 列に、サービスが開始されたかどうかが表示されます。

2 [VMware Infrastructure Server] を右クリックし、[プロパティ（Properties）] を選
択します。 [VMware VirtualCenter Services のプロパティ（VMware VirtualCenter 
Services Properties）] ダイアログボックスの [ 全般（General）] タブをクリック
し、サービスのステータスを表示します。 

注意   VirtualCenter がインストールされると、ローカル マシンのシステム管理者グ
ループに属するすべてのユーザーにシステム管理者ロールが割り当てられ、
VirtualCenter 環境内におけるすべての権限が付与されます。 VirtualCenter のシステム
管理者は、ほかのすべての VirtualCenter ユーザーに権限を設定する必要があります。 
詳細については、「アクセス権限の割り当て （P.292）」を参照してください。 
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VirtualCenter サーバの再起動
VirtualCenter サーバがインストールされているマシンを起動すると、VirtualCenter
サーバのサービスも開始されます。 VirtualCenter サーバのサービスを手動で停止した
か、または何らかの理由で VirtualCenter サーバのサービスを開始する必要がある場
合は、次の手順を実行してください。

Windows サービスを使用してVirtualCenter サーバを再起動するには

1 ご使用のWindows バージョンのサービス表示画面に移動します。

たとえば、[コントロール パネル（Control Panel）] - [ 管理ツール
（Administrative Tools）] - [ サービス（Services）] を選択します。 [VMware 
Infrastructure Server] をクリックします。 

2 [VMware Infrastructure Server] を右クリックし、[開始（Start）] を選択して、開
始処理が完了するまで待ちます。

3 [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスを閉じます。 

VirtualCenter サーバの停止
VirtualCenter サーバは、Windows サービスです。 Windows インターフェイスを使用
し、サービスを選択して停止できます。

VirtualCenter サーバを停止する必要はありません。 VirtualCenter サーバは、継続運用
が非常に重要です。 継続運用によって、すべての監視アクティビティおよびタスク ア
クティビティを予定どおりに実行します。

VirtualCenter サーバを停止するには

1 ご使用のWindows バージョンのサービス表示画面に移動します。

たとえば、[スタート（Start）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ 管理
ツール（Adeministrative Tools）] - [ サービス（Services）] を選択します。 
[VMware VirtualCenter Service] をクリックします。

2 [VMware VirtualCenter サーバ（VMware VirtualCenter Server）]を右クリックし、[停
止（Stop）]を選択して、停止するまで待ちます。

3 [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスを閉じます。 
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VI Client
VMware Infrastructure Client は、VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストのいず
れかへのログインに使用します。 各サーバは、複数の VI Client セッションをサポート
しています。 VI Client は、VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストにネットワー
ク接続できる任意のマシンにインストールできます。 

デフォルトでは、システム管理者が VirtualCenter サーバにログインできます。 「シス
テム管理者」とは、次のいずれかとして定義されています。

VirtualCenter サーバがドメイン コントローラではない場合、ローカルのシステム
管理者グループのメンバー。

VirtualCenter サーバがドメイン コントローラの場合、ドメインのシステム管理者
グループのメンバー。

VI Client の起動とログイン
VI Client は、ESX Server ホストと VirtualCenter サーバのインターフェイスです。 VI 
Client を起動して表示されるのは、1ページのみです。 ログインすると、VI Client に
は、ログイン先のサーバのタイプに割り当てられた機能のみが表示されます。 

VI Client セッションを開始するには

1 Windows システムにログインします。

2 初めて VI Client を起動する場合は、システム管理者としてログインします。

a 管理対象ホストがドメイン コントローラでない場合は、<local host 
name>￥<user>または <user>のいずれかでログインします。<user>は、
ローカルのシステム管理者グループのメンバーです。 

b 管理対象ホストがドメイン コントローラの場合は、<domain>￥<user>で
ログインする必要があります。<domain>は管理対象ホストがコントローラ
として機能するドメイン名で、<user>はこのドメインのドメインのシステ
ム管理者グループのメンバーです。 ドメイン コントローラ上で実行すること
はお勧めしません。

3 VI Client を起動します。

ショートカットをダブルクリックするか、[スタート（Start）] - [ すべてのプロ
グラム（Programs）] - [VMware] - [VMware Infrastructure Client] でアプリケーショ
ンを選択します。

4 サーバにログインします。

このサーバのサーバ名、ユーザー名、およびパスワードを入力または選択しま
す。 [ ログイン（Login）] をクリックして、続行します。 
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初めて VirtualCenter サーバにログインした場合は、[インベントリ（Inventory）]
画面には何も表示されません。 データ センターおよびホストを追加して、
VMware Infrastructure Client から仮想マシンの監視および管理を開始します。 詳
細については、「VI Client インベントリの管理 （P.109）」を参照してください。

VI Client の停止とログアウト
VirtualCenter が実行中のアクティビティを表示したり変更したりする必要がなくなっ
た場合は、VI Client からログアウトします。 

VI Client セッションを停止するには

VI Client ウィンドウの隅にあるクローズ ボックス（X）をクリックするか、また
は [ファイル（File）] - [ 終了（Exit）] を選択します。

VI Client がシャットダウンします。 VI Clientは、サーバからログオフします。 サーバ
は、通常のすべてのアクティビティをバックグラウンドで続行します。 スケジュー
ル設定されたタスクは保存され、VirtualCenter サーバによって実行されます。

VI Web Access
VI Web Access は、仮想マシンを管理できるWeb インターフェイスです。 VI Web 
Access は、ESX Server をインストールするときにインストールされます。 VI Client と
同様に、VI Web Access を使用して ESX Server ホスト、または VirtualCenter に直接接
続できます。 VI Web Access の機能は、VI Client 機能のサブセットです。

VI Web Access コンソールでは、仮想マシン用のリモート マウス キーボード画面
（MKS）を使用できます。 仮想マシンで実行中のゲストOS と通信して、仮想マシンの
マウス、キーボード、および画面にリモート接続できます。

VI Web Access を使用して ESX Server および VirtualCenter の仮想マシンを構成する方
法の詳細については、『Virtual Infrastructure Web Access システム管理者ガイド』を参
照してください。 

VI Web Access では、Web インターフェイスとインターネット接続を使用して、ESX 
Server または VirtualCenter サーバにアクセスします。 

注意   以前入力したサーバのみが [サーバ（Server）] ドロップダウン メニューに
表示されます。 

注意   VI Client をシャットダウンしても、サーバは停止しません。 
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VI Web Access へのログイン方法

1 Webブラウザを起動します。

2 ESX Server または VirtualCenter サーバのインストール先のURL を次のように入
力します。

https://<ホスト名またはサーバ名 >/ui

VI Web Access のログイン ページが表示されます。 

このログイン ページには、ユーザー名とパスワードを入力するフィールドがあ
ります。 VI Client を使用して接続している場合、このユーザー名とパスワードは、
接続時に使用する認証情報と同じものです。 ユーザーによるオブジェクトの表示
や操作が可能かどうかを判断する場合にも、同じ認証が使用されます。 VI Web 
Access には、ユーザーまたは権限に関する独自の概念はありません。

3 ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン（Log In）] をクリックします。 

VI Web Access のホーム ページが表示されます。 

VI Web Access によってユーザー名とパスワードが認証されると、VI Web Access
のホーム ページが表示されます。 VI Web Access のホーム ページには、次のもの
が含まれています。

接続先のサーバに存在する仮想マシンの詳細

仮想デバイス、構成オプション、最近のイベントの概要に関する情報が表示
される、仮想マシンの詳細ページにアクセスするオプション。

VI Web Access からログアウトするには

各ページの隅にある [ログアウト（Log Out）] リンクをクリックします。 ログアウト
を確認するプロンプトが表示されます。

注意   VI Web Access からリモート クライアント デバイスを使用している場合、ログ
アウトするとこれらのデバイスの接続は切断されます。
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VMware Service Console
これまでのバージョンの ESX Server では、サービス コンソールは ESX Server ホスト
へのインターフェイスの 1つでした。 ESX Server 3 以降では、多くのコマンドが廃止
される予定です。 通常、サービス コンソールは、ヴイエムウェアのテクニカル サ
ポート担当者と一緒に使用します。 

ESX Server 3i にはサービス コンソールがありません。 ESX Server 3i では、一部のサー
ビス コンソール コマンドをリモート CLI から使用できます。 

VMware Infrastructure のスクリプト化された操作には、サービス コンソールの代わり
に VMware Infrastructure SDK を使用します。 VMware Infrastructure Client は、仮想マ
シンとリソースの構成、監視、管理などスクリプト化されていないすべてのアクティ
ビティで使用する主要なインターフェイスです。

サービス コンソールでのDHCP の使用
ESX Server 3 ホストのサービス コンソールには、固定 IP アドレスを使用することをお
勧めします。 DNS サーバで、サービス コンソールのホスト名を動的に生成された IP
アドレスにマッピングできる場合には、DHCP を使用するようにサービス コンソー
ルを設定できます。

DNS サーバが、ホスト名をDHCP によって生成された IP アドレスにマップできない
場合は、サービス コンソールの IP アドレスの値を決定する必要があります。 DHCP を
使用する場合には、DHCP のリースが終了した場合やシステムが再起動した場合に、
IP アドレスの値が変化する可能性があることにも注意が必要です。 したがって、DNS
サーバーがホスト名を変換できない場合は、サービス コンソールでDHCP を使用す
ることはお勧めできません。 

サービス コンソールへの接続 
サービス コンソールをローカル、またはリモート接続で使用する場合は、有効な
ユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。

ESX Server 3 を実行しているコンピュータに直接アクセスできる場合は、そのコン
ピュータの物理コンソールにログインすることができます。 

ESX Server 3 のサービス コンソールにログインするには

 <Alt> + <F2> を押して、ログイン画面に進みます。

注意   サービス コンソールに割り当てられたネットワーク アダプタを共有マシン間で
共有する場合は、動的（DHCP）アドレッシングを使用しないでください。 ネット
ワーク アダプタを共有している場合、ESX Server 3 はサービス コンソールで固定 IP ア
ドレスを使用する必要があります。 
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ESX Server 3 コンピュータのセキュリティ設定によっては、SSH または Telnet を使用
してサービス コンソールにリモート接続できる場合があります。 セキュリティ設定の
詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』を参照してください。

サービス コンソールでのコマンドの使用 
サービス コンソールでは Linux の修正バージョンが実行されるので、Linux または
UNIX で使用可能なコマンドの多くはサービス コンソールでも使用可能です。 大部分
のサービス コンソール コマンドの使用方法についての詳細は、マニュアルまたは
manページを参照してください。 

各コマンドのman ページを表示するには

サービス コンソールのコマンド ラインで、manコマンドに続けて、情報を調べるコ
マンド名を次のように入力します。

: man <command>

コマンドの詳細については、次のリソースを参照してください。

ESX Server 3 に関連するコマンドの詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』を
参照してください。 

Linux コマンドの詳細については、Linux のマニュアルを参照してください。 

注意   ESX Server 3i にはサービス コンソールがありません。 ただし、サービス コン
ソールに用意された機能の多くは、リモート CLI で使用できます。 リモート CLI のイ
ンストールと使用の詳細については、『リモート コマンド ライン インターフェイス
のインストールおよび参考資料』を参照してください。 
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本章では、VI Client の特定のレイアウトおよびナビゲーションについて説明します。 
また、管理オプションの構成、VirtualCenter サーバの設定、ホスト構成オプションの
管理、およびモジュールの管理についても説明します。

本章では、次の内容について説明します。

VI Client について （P.45）

リストのソートとフィルタリング （P.62）

カスタム属性の使用 （P.63）

オブジェクトの選択および表示 （P.66）

VirtualCenter モジュールの管理 （P.69）

VI Client について
VMware Infrastructure Client の動作は、接続先のサーバに応じて変化します。 VI Client
が VirtualCenter サーバに接続している場合、VI Client には、設定したライセンスと
ユーザーの権限に基づいて、VMware Infrastructure 環境で使用可能なオプションがす
ぺて表示されます。 VI Client が ESX Server ホストに接続している場合、VI Client には、
1台のホストの管理に適したオプションのみが表示されます。

デフォルトの VMware Infrastructure Client のレイアウトは、メニューバー、ナビゲー
ション バー、ツールバー、ステータス バー、パネル セクション、ポップアップ メ
ニューで構成される 1つのウィンドウです。

VI Client の使用 4
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図4-1  VMware Infrastructure Client のレイアウト 

VI Client の領域は、次のセクションに分かれています。

メニュー バー （P.47）

ポップアップ メニュー （P.50）

コンソール メニュー （P.50）

ナビゲーション バー （P.52）

インベントリ ビューのタブ （P.54）

ツールバー （P.59）

[ ステータス バー（Status Bar）]、[ 最近のタスク（Recent Tasks）]、[ 起動された
アラーム（Triggered Alarms）] （P.60）

パネル セクション （P.61）

メニュー メイン ツー
ルバー

ツール

インベントリ タブ

ステータス 情報パネル
ステータス 

インベントリ パネル

ポップアップ メニューコンソール ボタン
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メニュー バー
メニュー バーは、ほかのWindows アプリケーションと同様の方法で、すべてのコマ
ンドへのアクセスを提供し、機能します。 次の表には、これらの 5つのメニューから
使用可能なすべてのメニュー項目が掲載されています。 使用可能なメニュー項目は、
VI Client の接続先が VirtualCenter サーバか ESX Server ホストかによって異なります。 
メニュー バーには、次のオプションがあります。

[ ファイル（File）] メニュー　大部分のアプリケーションの [ファイル（File）] メ
ニューと似ていますが、次の 2項目が異なります。

[ファイル（File）] メニューには、印刷メニュー項目がありません。 印刷する
には、Windows の Print Screen 機能を使用して、VI Client ウィンドウのコ
ピーを作成するか、VirtualCenter データを別のフォーマットにエクスポート
し、ほかのアプリケーションから印刷します。 

保存に関するメニュー項目はありません。 VI Clientはブラウザと似ています。 
VirtualCenter データの表示において、ユーザー操作のほとんどは、ほかのア
プリケーションと同様です。

表4-1 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter サーバの場合のみ使用可
能な項目です。 

[ 編集（Edit）] メニュー　選択したオブジェクトに関連するメニュー項目が表示
されます。

表4-1  [ ファイル（File）] メニューの項目

ファイル -  新規 - 仮想マシン ¦ ホストの追加 *¦ クラスタ *¦ リソース 
プール ¦ フォルダ *¦ データ センター *¦ アラーム *¦
スケジュール設定タスク *¦ 権限の追加

ファイル -  エクスポート -  イベントのエクスポート *¦リストのエクスポート ¦
マップのエクスポート *¦診断データのエクスポート

ファイル -  レポート -  ホスト サマリ ¦ パフォーマンス

ファイル - 仮想アプライアンス - インポート ¦ エクスポート

ファイル - マップの印刷 - 印刷設定 ¦ 印刷プレビュー ¦ 印刷

ファイル -  終了 

表4-2  [ 編集（Edit）] メニューの項目

編集 - 名前の変更 ¦ 削除 ¦ カスタマイズ仕様 ¦ クライアント設定
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[ 表示（View）] メニュー　表示するパネルを管理します。 このメニューには、ナ
ビゲーション ボタンのいずれかを選択するメニュー項目が表示されます。

表4-3 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter サーバの場合のみ使用可
能な項目です。

接続先が VirtualCenter サーバの場合、[ 表示（View）] - [ インベントリ
（Inventory）] メニューを選択すると、インベントリ オブジェクトのビューがグ
ループ化されます。

[ インベントリ（Inventory）] メニュー　インベントリ パネルで選択したオブ
ジェクトに関連するメニュー項目が表示されます。

表4-5 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter サーバの場合のみ使用可
能な項目です。

表4-3  [ 表示（View）] メニューの項目

表示 - ツールバー ¦ ステータス バー ¦ インベントリ ¦ スケジュール設定タスク *¦
イベント ¦ 管理 ¦ マップ *¦ フィルタリング

表4-4  [ 表示（View）] メニュー - [ インベントリ（Inventory）] 項目

表示 -  インベントリ - ホストおよびクラスタ ¦ 仮想マシンおよびテンプレート ¦
ネットワーク ¦ データストア

表4-5  [ インベントリ（Inventory）] メニューの項目

インベントリ -  データ センター - 新規フォルダ ¦ 新規クラスタ ¦ ホストの追
加 ¦ アラームの追加 ¦ 権限の追加 ¦ 削除 ¦
名前の変更

インベントリ -  仮想マシン -  パワーオン ¦ パワーオフ ¦ サスペンド ¦ リ
セット ¦ ゲストのシャットダウン ¦ ゲスト
のスタンバイ ¦ ゲストの再起動 ¦ スナップ
ショット ¦ 移行 ¦ クローン作成 ¦ テンプ
レートへのクローン作成 ¦ テンプレート
に変換 ¦ アラームの追加 ¦ 権限の追加 ¦ コ
ンソールを開く ¦<Ctrl> + <Alt> + <Del>
の送信 ¦ 質問への回答 ¦ パフォーマンスの
レポート ¦VMware Tools のインストール
¦VMware Tools のアップグレード ¦ 設定の
編集 ¦ 名前の変更 ¦ インベントリから削除
¦ ディスクから削除
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[ 管理（Administration）] メニュー　VMware Infrastructure 環境全体に適用する構
成オプションが表示されます。 

表 4-6 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter サーバの場合のみ使用可
能な項目です。

インベントリ -  テンプレート * -  パワーオン ¦ パワーオフ ¦ サスペンド ¦ リ
セット ¦ ゲストのシャットダウン ¦ ゲスト
の再起動 ¦ スナップショット ¦ 移行 ¦ ク
ローン作成 ¦ テンプレートへのクローン
作成 ¦ テンプレートに変換 ¦ コンソールを
開く ¦<Ctrl> + <Alt> + <Del> の送信 ¦ 質
問への回答 ¦ パフォーマンスのレポート
¦VMware Tools のインストール ¦ 設定の編
集 ¦ 名前の変更 ¦ インベントリから削除 ¦
ディスクから削除

インベントリ -  ホスト -  新規仮想マシン ¦ 接続 *¦ 切断 *¦ メンテナ
ンス モードへの切り替え ¦ シャットダウ
ン ¦ 再起動 ¦ 概要のレポート ¦ パフォーマ
ンスのレポート ¦ 詳細設定 ¦ 削除 *¦ 仮想
マシン ファイルの再配置

インベントリ -  クラスタ * -  ホストの追加 ¦新規仮想マシン ¦新規リ
ソース プール ¦設定の編集 ¦削除 ¦名前の
変更

インベントリ -  リソース プール -  新規仮想マシン ¦ 新規リソース プール ¦
パフォーマンスのレポート *¦ 削除 ¦ 名前
の変更

インベントリ -  データストア * -  データストアの参照 ¦名前の変更 ¦削除 ¦
更新

インベントリ -  ネットワーク * -  削除

インベントリ -  権限 -  追加 ¦ 削除 ¦ プロパティ

インベントリ -  アラーム * -  プロパティ ¦ 削除

インベントリ -  スケジュール設定タ
スク * -

 実行 ¦ 削除 ¦ プロパティ

表4-6  [ 管理（Administration）] メニューの項目

管理 -  カスタム属性 *¦VirtualCenter 管理設定 *¦ ロール ¦セッション *¦
今日のメッセージの編集 *¦ 診断データのエクスポート *¦ 統合
設定

表4-5  [ インベントリ（Inventory）] メニューの項目 ( 続き )
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[ プラグイン（Plugins）]　VirtualCenter プラグインの管理用オプションが表示さ
れます。 

[ ヘルプ（Help）] メニュー　オンライン ヘルプ オプション、ヴイエムウェア
Webサイトへのリンク、製品バージョン情報が表示されます。

ポップアップ メニュー
ポップアップ メニューでは、多数のメニュー項目に直接アクセスできます。 ポップ
アップ メニューは、インベントリ パネルおよび情報パネルの大部分のオブジェクト
で使用できます。

ポップアップ メニューを表示するには

選択したオブジェクトを右クリックするか、または <Shift> + <F10>を押します。

コンソール メニュー
パワーオン状態の仮想マシンのコンソールは、接続先のサーバから使用できます。 

仮想マシン コンソールを表示するには

[ インベントリ ナビゲーション（Inventory Navigation）] ボタンをクリックし、イン
ベントリ パネルでパワーオン状態の仮想マシンをクリックします。次に、情報パネ
ルの [コンソール（Console）] タブをクリックします。

仮想マシン コンソールをポップ アウトするには

ナビゲーション バーのポップアウト アイコンをクリックします。 

VI Client とは別に、[ コンソール（Console）] ウィンドウのコピーが表示されます。 
追加メニューが表示されます。
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ポップアウトした [コンソール（Console）] ウィンドウでは追加メニューが使用可能
です。

この仮想マシンに接続しているすべてのマシンで、同一の画面情報が表示されます。 
メッセージ ラインには、この仮想マシンがほかのマシンから参照されているかどう
かを示します。

仮想マシンのポップアウト コンソールには、次のメニュー項目があります。 組み込ま
れているコンソールには同様のメニュー項目がありますが、外部のコンソール メ
ニューの項目がすべて含まれるわけではありません。

表4-7  仮想マシンのポップアウト コンソール メニューの項目

ファイル - 終了

表示 - ウィンドウを自動調整 ¦ 今すぐウィンドウを合わせる ¦ 今すぐゲストを合
わせる ¦ フル スクリーン

VM - パワーオン ¦ パワーオフ ¦ サスペンド ¦ リセット ¦ ゲストのシャットダウン ¦
ゲストの再起動 ¦ スナップショット ¦ 移行 ¦ クローン作成 ¦ テンプレートへ
のクローン作成 ¦ テンプレートに変換 ¦ アラームの追加 ¦ 権限の追加
¦<Ctrl> + <Alt> + <Del> の送信 ¦ 質問への回答 ¦ パフォーマンスのレポート
¦VMware Tools のインストール / アップグレード ¦ 設定の編集 ¦ 名前の変更 ¦
インベントリから削除 ¦ ディスクから削除

メッセージ ラインには、こ
の仮想マシンに対するアク
ティブな接続の数を表示 

追加コンソール メニュー 
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ナビゲーション バー
ナビゲーション バーは、VI Client ウィンドウに適合するツールバーとパネルを読み込
むショートカット ボタンを提供します。 ナビゲーション バーでは、関連するタスク
と情報が組み合わされて表示されます。 ボタンを選択すると、選択されたままの状態
で表示され、現在のビューが示されます。 ボタンは、VI Client の機能領域を示してい
ます。 一覧表示されるボタンは、VI Client の接続先が VirtualCenter サーバか ESX 
Server ホストかによって異なります。

各ナビゲーション バー ボタンには、プライマリ情報パネルおよび関連タブが表示さ
れます。 [ インベントリ（Inventory）] ボタンには、オブジェクトを選択できるインベ
ントリ パネルがあります。 選択した各オブジェクトには、その関連情報パネルのタブ
のセットがあります。 この情報は、次の 2つのパネルのいずれかに表示されます。

ナビゲーション バーには、関連アクティビティの全般領域へのショートカットが表
示されます。 VI Client が ESX Server ホストまたは VirtualCenter サーバに接続されてい
る場合、オプションは [インベントリ（Inventory）] および [ 管理（Administration）]
です。 VI Client の接続先が VirtualCenter サーバの場合、追加のオプション [ スケ
ジュール設定タスク（Scheduled Tasks）]、[ イベント（Events）]、[ 統合
（Consolidation）]、および [ マップ（Maps）] を使用できます。 [ インベントリ
（Inventory）] ボタンには、追加のドロップダウン メニュー項目（[ホストおよびクラ
スタ（Hosts & Clusters）]、[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines & 
Templates）]、[ ネットワーク（Networks）]、[ データストア（Datastores）]）もあ
ります。

図4-2  ナビゲーション バーのショートカット

[ インベントリ（Inventory）] ボタン オプションを表示するには

[インベントリ（Inventory）]ナビゲーション バー ボタンの矢印をクリックし、インベン
トリ グループ オプションを参照します。 [表示（View）] - [ インベントリ（Inventory）] - 
[ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）](または [仮想マシンおよびテンプレー
ト（Virtual Machines and Templates）]、[ネットワーク（Networks）]、または [デー
タストア（Datastores）]）を選択します。 
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[ インベントリ（Inventory）] ボタンのビューの違いについては、「VI Client インベン
トリの管理 （P.109）」を参照してください。 

[インベントリ（Inventory）]ボタン 　VirtualCenter 内のすべての監視対象オブ
ジェクトのビュー。 監視対象オブジェクトは、データ センター、リソース プー
ル、クラスタ、ネットワーク、データストア、テンプレート、ホスト、仮想マシ
ンなどです。

[インベントリ（Inventory）] ボタンでは、インベントリ パネルおよび情報パネ
ルが表示されます。 情報パネルには、さまざまなタブが含まれています。 表示さ
れるタブのセットは、インベントリ パネルで選択したインベントリ オブジェク
トによって異なります。 

[ インベントリ（Inventory）] ボタンには、次の 4種類のビューがあります。 

[ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）]　テンプレート、ネットワー
ク、データストア以外の、すべてのインベントリ オブジェクトのインベン
トリ階層が表示されます。 

[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and Templates）]　仮想
マシンおよびテンプレートのリストが表示されます。

[ ネットワーク（Networks）]　ネットワークのリストが表示されます。

[ データストア（Datastores）]　データストアのリストが表示されます。

[インベントリ（Inventory）] の 4 つすべてのオプションは、2つのサブパネル
（インベントリ パネル、情報パネル）に分けて表示されます。 この [ インベント
リ（Inventory）] オプションは、VirtualCenter 内のすべてのオブジェクト（フォ
ルダ、データ センター、ホスト、クラスタ、リソース プール、仮想マシンなど）
を表示します。 接続先が ESX Server ホストの場合、[ インベントリ（Inventory）]
オプションは、ホスト内のすべてのオブジェクト（ホスト、リソース プール、
仮想マシンなど）を表示します。 2 つのサブパネルのいずれかでオブジェクトを
選択することによって、アクションを実行し、指定できます。

インベントリ ビューは 4種類あります。 各ビューでは、8種類の異なるインベン
トリ オブジェクト（ ホスト、クラスタ、フォルダ、データ センター、仮想マシ
ンとテンプレート、リソース プール、ネットワーク、データストア）の一部を
表示します。 

4 つのすべてのビューには（1つの）ルート ノードがあります。 ルート ノードの
下には、フォルダおよびデータ センターを配置できます。 データ センターの下
では、ネットワーク、データストア、仮想マシンとテンプレート、ホスト、クラ
スタ、リソース プールに階層が分割されます。 
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[ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタン　アクティビティのリス
ト、およびこれらのアクティビティのスケジュールを設定するために使用しま
す。 VirtualCenter サーバを使用した場合だけ、使用できます。

[スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンと [ イベント（Events）]
ボタンは、VirtualCenter サーバに接続されている場合にだけ使用可能で、情報パ
ネルが 1つ表示されます。 

[ イベント（Events）] ボタン　VirtualCenter 環境で発生するすべてのイベントの
リスト。 このナビゲーション オプションを使用すると、すべてのイベントが表示
されます。 特定のオブジェクトに関係するイベントのみを表示するには、オブ
ジェクト専用パネルを使用します。

[ 管理（Admin）]ボタン　環境レベルの構成オプションのリスト。 [管理（Admin）]
オプションでは、[ロール（Roles）]、[セッション（Sessions）]、[ ライセンス
（Licenses）]、[ 診断（Diagnostics）]、[ システム ログ（System Logs）] の構成
にアクセスできます。 ESX Server に接続している場合だけ、[ロール（Roles）] オ
プションが表示されます。 

[ 管理（Admin）] ボタンでは、タブ付きの情報パネルのセットが表示されます。 
選択した構成オプションは、これらのタブから使用できます。 

[ マップ（Maps）] ボタン　VMware Infrastructure 環境のステータスや構造を視覚
的に表示します。 マップの対象は、ホスト、ネットワーク、仮想マシン、データ
ストアなどです。 VirtualCenter サーバを使用した場合だけ、使用できます。

[マップ（Maps）] ボタンは、VirtualCenter サーバに接続されている場合に限り
使用可能で、インベントリ パネルとトポロジー パネルが表示されます。 

[ 統合（Consolidation）]　物理システムを仮想マシンとしてインポートすること
で、データ センターを統合し、VirtualCenter インベントリを構築するために使用
します。 統合ガイドを利用すると、新しい仮想環境を短時間で自動的に導入できま
す。 詳細については、「データ センターの統合 （P.133）」を参照してください。

ナビゲーション バーの外観を変更するには

ナビゲーション バーを右クリックして、該当するオプションを選択します。

インベントリ ビューのタブ
[VI Client] ウィンドウの情報パネルを使用すると、データおよびアクティビティ全般
にアクセスできます。 情報パネルは、アクティビティ監視のビジュアル センターとし
て機能します。 情報パネルでは、ホスト、仮想マシン、およびデータ センターのス
テータス、リソース使用状況、パフォーマンス情報を表示できます。 また、スケ
ジュール設定タスク、使用可能なテンプレート、イベントのリストも表示できます。 
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VI Client の接続先が VirtualCenter サーバの場合、[ マップ（Maps）] オプションも使
用できます。 マップ機能については、「パフォーマンス統計およびリソース マップの
設定と監視 （P.299）」を参照してください。 

インベントリからオブジェクトを削除すると、エージング プロセスによって消去さ
れるまで、そのログとイベント履歴が残ります。 データは、一定期間保持されます。 
一定期間経過すると、古いデータは消去されます。 

[ 管理（Admin）] タブ 　[管理（Admin）] ボタンのサブセット。 [ 管理（Admin）]
タブは、VI Client の接続先サーバの、構成を中心とする関連情報を表示するパネ
ル セットです。 タブのオプションは、[ロール（Roles）] と [ システム ログ
（System Logs）] です。 VI Client の接続先が VirtualCenter サーバの場合、[ セッ
ション（Sessions）] タブと [ ライセンス（Licenses）] タブも使用可能です。 

[ インベントリ（Inventory）] タブ　[ インベントリ（Inventory）] ボタンのサブ
セット。 [ インベントリ（Inventory）] タブは、選択したインベントリ オブジェ
クトの、タスクを中心とする関連情報が表示されるパネル セットです。 各インベ
ントリ オブジェクトには、専用のタブ セットがあります。 このタブのオプショ
ンは、 [ はじめに（Getting Started）]、[ 概要（Summary）]、[ データ センター
（Datacenters）]、[ 仮想マシン（Virtual Machines）]、[ ホスト（Hosts）]、[DRS
推奨（DRS Recommendations）]、[ リソース割り当て（Resource Allocation）]、
[ パフォーマンス（Performance）]、[ 構成（Configuration）]、[ タスクおよびイ
ベント（Tasks & Events）]、[アラーム（Alarms）]、[コンソール（Console）]、[ 権
限（Permissions）]、[ マップ（Maps）] です。 

ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックすると、
画面右側に情報パネルが表示されます。 インベントリ パネルでオブジェクト（ホ
スト、仮想マシン、フォルダ、データ センター、クラスタ、リソース プール）
を選択すると、選択したオブジェクトに対応するタブが情報パネルに表示されま
す。 このデータは、別の [ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックするま
で表示されます。 

表 4-8 は、使用可能なパネルおよびそれらのソース マッピングのリストを示しています。 

注意   イベント情報を表示するには、ナビゲーション バーまたは情報パネルのタ
ブのいずれかを使用できます。 
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表4-8  インベントリ ビューのタブ

パネル名
クライアントの接
続先

ボタン、タブ、ト
グル 説明

管理者 ESX Server
VirtualCenter

ナビゲーション 
バー ボタン

選択した構成オプションおよび情報
をリスト表示。 

アラーム VirtualCenter インベントリ パ
ネルのタブ

選択したオブジェクトの設定済みア
ラームをリスト表示。 

アラーム VirtualCenter トグル ボタン 選択したオブジェクトでトリガーさ
れたアラームをリスト表示。 

構成 ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

選択したホストの構成へのアクセスを
提供。 

コンソール ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

仮想マシンと直接通信するためのリ
モート コンソールを表示。 リモート 
コンソールから、仮想マシンで選択
したアクションを実行可能。 

データ センター VirtualCenter インベントリ パ
ネルのタブ

選択したフォルダの下に編成された
データ センターをリスト表示。 

データストア VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン デー
タストア

データストアを管理するための方法を
提供。 

イベント ESX Server インベントリ パ
ネルのタブ

選択したオブジェクトのステータス
をレポートするイベント メッセージ
をリスト表示。 

はじめに VirtualCenter インベントリ パ
ネルのタブ

選択されたオブジェクトのタイプに
関する情報、およびそのオブジェク
トに対して実行可能なアクションへ
のリンクを提供。 「[ はじめに
（Getting Started）] タブ （P.58）」を
参照してください。

ホスト VirtualCenter インベントリ パ
ネルのタブ

選択したインベントリ オブジェクト
に割り当てられているホストをリス
ト表示。 

インベントリ VirtualCenter
ESX Server

ナビゲーション 
バー ボタン （ホス
トおよびクラスタ）

すべてのインベントリ オブジェクト
を管理するための方法を提供。 

ライセンス VirtualCenter 管理パネルのタブ ライセンス サーバで構成されたライ
センスをリスト表示。 

マップ VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン

選択したインベントリ オブジェクト
間の関係を表示。 
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DRS 推奨 VirtualCenter インベントリ パ
ネルのタブ

選択したクラスタで推奨された移行、
または完了した移行をリスト表示し、
推奨されたまたは完了した電源管理
の推奨をリスト表示。

ネットワーク VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン ネッ
トワーク

ネットワークを管理するための方法を
提供。 

パフォーマンス ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

選択したホストまたは仮想マシンの
リソースのパフォーマンス チャート
を表示。 データ センターおよびホス
トのチャートでは、各リソースの使
用率を示す総合的なチャートを表示。 

権限 ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

選択したオブジェクトに対する権限
を持つユーザーやグループ、および
割り当てられた権限のレベルをリス
ト表示。 

リソース割り当て ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

選択したホストのリソース （CPU、
メモリ）の配分をリスト表示。 

ロール ESX Server
VirtualCenter

管理パネルのタブ ユーザー ロールを構成する方法を提供。 

スケジュール設定タ
スク

VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン

スケジュール設定タスクを作成およ
び管理するための方法を提供。 

セッション VirtualCenter 管理パネルのタブ VirtualCenter サーバに接続している
VI Client セッションをリスト表示。 

概要 ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

選択したオブジェクトの一連のデー
タを表示。 

システム ログ ESX Server
VirtualCenter

管理パネルのタブ サーバの選択したログ ファイルをリ
スト表示。 

タスク VirtualCenter トグル ボタン 選択したオブジェクトの最近のタス
クをリスト表示。 

タスクおよびイベント VirtualCenter インベントリ パ
ネルのタブ

完了したタスク、および選択したオブ
ジェクトのステータスをレポートする
イベント メッセージをリスト表示。 

表4-8  インベントリ ビューのタブ ( 続き )

パネル名
クライアントの接
続先

ボタン、タブ、ト
グル 説明
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[ はじめに（Getting Started）] タブ
[ はじめに（Getting Started）] タブは、インベントリ オブジェクトのタイプごとにあ
ります。 選択したオブジェクト タイプの説明、そのオブジェクトに対して実行可能な
アクションへのショートカット、およびそのオブジェクト タイプに関連するチュー
トリアル セクション（「チュートリアルの使用 （P.59）」を参照）へのリンクが用意
されています。 

VirtualCenter を新規インストールし、インベントリ オブジェクトが 1つも追加され
ていない場合、[はじめに（Getting Started）] タブには、インベントリに項目を追加
し、仮想環境を設定するための手順が表示されます。

[ はじめに（Getting Started）] タブを無効にするには

[ タブを閉じる（Close Tab）] リンクをクリックすると、選択したオブジェクト タ
イプの [ はじめに（Getting Started）] タブが無効になります。 

[ 編集（Edit）] - [ クライアント設定（Client Settings）] を選択し、[ すべてのタブ
を削除（Remove All Tabs）] をクリックすると、すべてのインベントリ オブジェ
クトの [ はじめに（Getting Started）] タブが無効になります。

[ はじめに（Getting Started）] タブを元に戻す方法

[ 編集（Edit）] - [ クライアント設定（Client Settings）] を選択し、[ すべてのタブを
リストア（Restore All Tabs）] をクリックすると、すべてのインベントリ オブジェク
トの [ はじめに（Getting Started）] タブが元に戻ります。

テンプレート VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン （仮
想マシンおよびテ
ンプレート）

テンプレートを管理するための方法を
提供。 

仮想マシン ESX Server
VirtualCenter

インベントリ パ
ネルのタブ

選択したデータ センターまたはホス
トとグループに割り当てられた仮想マ
シンをリスト表示。 アクセスするに
は、[仮想マシン（Virtual Machines）]
タブをクリックすると、グループ内の
仮想マシンが表示される。 

表4-8  インベントリ ビューのタブ ( 続き )

パネル名
クライアントの接
続先

ボタン、タブ、ト
グル 説明
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チュートリアルの使用
チュートリアルでは、仮想化について紹介しています。 新規ユーザーが仮想化の基本概
念を理解し、仮想環境を構成するコンポーネントを理解できるように作られています。 

[はじめに（Getting Started）]タブには、チュートリアル ページへのリンクが含まれてい
ます。 チュートリアルには、[ヘルプ（Help）]メニュー（[ ヘルプ（Help）] - [ チュー
トリアル（Tutorial）]）からもアクセスできます。

ツールバー
ツールバーには、最も一般的に使用されるアクションのボタンが表示されます。

ツールバーを表示または非表示にするには

[ 表示（View）] - [ メイン ツールバー（Main Toolbar）] を選択すると、メイン ツール
バーの表示と非表示が切り替わります。

[表示（View）] - [ ツールバー（Toolbar）] を選択すると、ツールバーの表示と非表示
が切り替わります。

選択したナビゲーション タスクおよびインベントリ オブジェクトに応じて、異なる
ツールバー ボタンが表示されます。 選択したオブジェクトによっては、一部のツール
バー オプションが淡色表示されます。

ツールバーの外観を変更するには

ツールバーを右クリックし、該当するオプションを選択します。
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[ ステータス バー（Status Bar）]、[最近のタスク（Recent Tasks）]、
[起動されたアラーム（Triggered Alarms）]
ステータスバーは、ウィンドウの下部に表示されます。 ステータス バーには、起動さ
れたアラームまたは最近のタスクを表示するアイコンが含まれています。 [ タスク
（Tasks）] ボタンには、現在実行中のタスクまたは最近完了した有効なタスクが表示
されます。 各タスクの進捗状況を示すプログレス バーも表示されます。 [ 最近のタス
ク（recent tasks）] パネルおよび [ 起動されたアラーム（triggered alarm）] パネル
は、[VI Client] ウィンドウの下に表示されます。

ステータスバーを非表示または表示するには

[ 表示（View）] - [ ステータス バー（Status bar）] を選択します。

最近のタスクまたは起動されたアラームを非表示または表示するには

ステータス バーで、[ タスク（Tasks）] または [ アラーム（Alarms）] アイコンをク
リックします。
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パネル セクション
[VI Client] ページの中心部分は、パネル セクションです。 ほとんどのビューは、左右
のパネル （インベントリ パネルおよび情報パネル）に分割されて表示されます。 こ
れらのパネルのサイズは、変更可能です。

インベントリ パネル　ナビゲーション バーで [ インベントリ（Inventory）] ボタ
ンまたは [ マップ（Maps）] ボタンを選択した場合、VMware Infrastructure オブ
ジェクトの階層構造を示すリストが表示されます。 

情報パネル　リストとチャートが表示されます。 選択したナビゲーション ボタン
または [ インベントリ（Inventory）] ボタンの項目によって、情報パネルはタブ
要素に分割されます。

オブジェクトを選択するには 

インベントリ パネルまたは情報パネルで、該当するオブジェクトをクリックします。

パネルを閉じるまたは開くには 

パネルのメニュー バーにある矢印をクリックします。 

パネルが非表示になると、パネルのメニュー バーが [VI Client] ウィンドウの横に細長
く表示されます。

パネルのサイズを変更するには 

サイズ変更するパネルの横をクリックし、適切なサイズになるまでドラッグします。

パネルでの変更は、VI Client セッション全体で保持されます。 異なるユーザー名を
使って複数の VI Client セッションを実行する場合、終了した最終セッションの設定に
よって、次の VI Client セッションの値が決まります。
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リストのソートとフィルタリング
列ラベルの見出しをクリックして、VI Client の任意のリストをソートします。 列見出
しに付いている三角形は、ソートが昇順か降順かを示しています。

リストをフィルタリングして、ソートし、選択した項目のみを含めることも可能で
す。 フィルタリングとは、キーワードによるソートのことです。 キーワードの検索に
含める列を選択します。

リストをソートするには 

列への入力内容でリストをソートするには、列の見出しをクリックします。 現在の選
択は変更されません。 

昇順と降順を切り替えるには 

列見出しに付いている三角形をクリックします。

リストの項目を選択するには 

個々の項目をクリックします。 複数の項目を選択するには、[Shift-click] または
[Ctrl-click] を押します。 すべてのリストをソートできます。 

リスト内の列を表示または削除するには 

列見出しを右クリックして、リストから列名を選択します。

リスト表示をフィルタリングするには

1 矢印をクリックし、選択先の属性リストを表示します。 [ フィルタ（filtering）]
フィールドにテキストを直接入力し、検索基準を指定します。 

[ フィルタ（Filter）] フィールドでは、ブール式や特殊文字はサポートされませ
ん。また、大文字と小文字は区別されません。 

2 [OK] をクリックし、基準に一致する仮想マシンのみを表示します。 フィルタを変
更するには、[クリア（Clear）] をクリックします。

リストは、フィルタリング機能がオンかオフかに応じてアップデートされます。 たと
えば、[ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブでリストをフィルタリングし、フィル
タリングされたテキストが「パワーオン」状態の場合、パワーオン状態に設定されて
いる仮想マシンのリストだけが表示されます。 これらの仮想マシンがほかの状態に変
更された場合、リストから削除されます。 追加された新しい仮想マシンもフィルタリ
ング対象になります。 フィルタリングは、ユーザー セッションが終了するまで維持さ
れます。

注意   キーストロークの間隔は、1秒です。 テキストを入力して 1秒経過すると、自動
的に検索が開始されます。 [OK] をクリックしたり、<Enter> キーを押したりする必要
はありません。
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フィルタを削除するには 

[ クリア（Clear）] をクリックするか、または [ フィルタ ] フィールドのエントリを削
除して [OK] をクリックします。 

VI Client には、使用可能なすべて項目のリストが表示されます。

列を選択してフィルタリング キーワードを検索するには 

[ 次を含む（contains）] フィールドを右クリックし、該当する列名を選択する、また
は選択を解除します。

フィルタリングは、排他的ではなく包含的に行われます。 選択した列内でキーワード
が検出されると、その行項目がリストに含まれます。 

リストをエクスポートするには

1 エクスポートするリストを選択します。

2 [ ファイル（File）] - [ エクスポート（Export）] - [ リストのエクスポート（Export 
List）] を選択します。

3 ファイル名を入力し、ダイアログ ボックスでファイル タイプを選択して、[ 保存
（Save）] をクリックします。

ファイルが、指定したファイル名、ファイル タイプで、指定した場所に保存さ
れます。

カスタム属性の使用
属性とは、VMware Infrastructure 環境内のすべての管理対象ホストおよび仮想マシン
の、監視対象リソースおよび管理対象リソースです。 属性のステータスおよび状態
は、さまざまなインベントリ パネルに表示されます。 

カスタム属性を使用して、ユーザー仕様のメタ情報を仮想マシンや管理対象ホストに
関連付けることができます。 属性を作成したら、必要に応じて、各仮想マシンまたは
管理対象ホストにその属性の値を設定します。 この値は、仮想マシンや管理対象ホス
トではなく、VirtualCenter に保存されます。 次に、新しい属性を使用して仮想マシン
および管理対象ホストの情報をフィルタリングします。 カスタム属性が不要になった
場合は、削除します。 カスタム属性は、常に文字列で指定します。 

たとえば、一連の製品があり、セールス担当者別にこれらの製品をソートするとしま
す。 この場合には、セールス担当者名のカスタム属性｢ Name ｣を作成します。 カスタム
属性｢ Name ｣列をリスト ビューの 1つに追加します。 該当する名前を各製品のエント
リーに追加します。 カラムのタイトル｢ Name ｣をクリックし、アルファベット順に
ソートします。

カスタム属性機能は、VirtualCenter サーバに接続している場合のみ使用できます。
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カスタム属性を追加するには

1 [ 管理（Administration）] - [ カスタム属性（Custom Attributes）] を選択します。

接続先が ESX Server のみの場合、このオプションは使用できません。

2 カスタム属性を追加し、[追加（Add）] をクリックします。

この属性が仮想マシン特性のリストに追加されます。 

3 属性名を変更するには、[名前（Name）] フィールドをクリックし、この属性に
割り当てる名前を入力します。

4 カスタム属性の値を入力します。

a 属性を適用するオブジェクトが含まれているオブジェクト（1レベル上の階
層）を選択します。 

たとえば、管理対象ホストの属性の値を入力する場合には、データ セン
ターを選択し、ホスト リストの [ ホスト（Hosts）] タブを選択します。

b 管理対象ホストまたは仮想マシンごとに、新しい属性の列をクリックします。

情報パネルのヘッダー部分に、新しい属性が追加されます。

c 管理対象ホストまたは仮想マシンごとに適切な属性値を入力します。
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オブジェクトの [概要（Summary）] タブからも、仮想マシンまたはホストのカスタ
ム属性の編集および注釈の追加を行うことができます。 注釈は、オブジェクトの追加
説明またはコメントを提供するために使用できます。 

仮想マシンまたはホストのカスタム属性および注釈を編集するには 

1 インベントリ内の仮想マシンまたはホストを選択します。 

2 その仮想マシンまたはホストの [概要（Summary）] タブをクリックします。 

3 [ 注釈（Annotations）] ボックスで、[ 編集（Edit）] リンクをクリックします。 

[ カスタム属性の編集（Edit Custom Attributes）] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。 

4 属性を追加する手順は、次のとおりです。 

a [ 追加（Add）] をクリックします。 

b [ 名前（Name）] テキスト ボックスに、属性の名前を入力します。 

c [ タイプ（Type）] ドロップダウン リストで、属性タイプとして、[ 仮想マシ
ン（Virtual Machine）]、[ ホスト（Host）]、または [ グローバル（Global）]
を選択します。 

d [ 値（Value）] テキスト ボックスに、現在選択しているオブジェクトの属性
に指定する値を入力します。 

e [OK] をクリックします。 

1 台の仮想マシンまたはホストで属性を定義すると、インベントリ内のその
タイプのすべてのオブジェクトで、その属性を使用できるようになります。 
ただし、指定した値が適用されるのは、現在選択しているオブジェクトのみ
です。 

5 定義済みの属性の値を編集するには、その属性の [値（Value）] フィールドをダ
ブルクリックして新しい値を入力します。 

6 注釈を追加するには、[注釈（Notes）]テキスト ボックスにテキストを入力します。 

7 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。 
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オブジェクトの選択および表示
このセクションでは、VMware Infrastructure Client に影響するWindows の一般的な
操作法について解説します。 ナビゲーションに関するトピックについては、次のセク
ションで説明します。

オブジェクトの選択 （P.66）

オブジェクトの監視 （P.67）

オブジェクトに対するアクションの実行 （P.68）

オブジェクトの選択
VirtualCenter オブジェクトには、データ センター、ネットワーク、データストア、
リソース プール、クラスタ、ホスト、および仮想マシンがあります。 オブジェクトを
選択すると、次のようになります。

オブジェクトのステータスを表示できる。

メニューが有効になり、オブジェクトで行うアクションを選択できる。

オブジェクトを選択するには 

1 該当するナビゲーション バーのオプション ([ インベントリ（Inventory）]、[ ス
ケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）]、[ イベント（Events）]、[ 管理
（Admin）]、[ マップ（Maps）] など ) をクリックします。

2 [ インベントリ（Inventory）] を選択した場合は、オブジェクトのアイコンが表
示されるまで、インベントリ パネルの階層内を参照します。 このアイコンをク
リックします。 

オブジェクトを選択すると、インベントリ パネルのオブジェクト ラベルの背景
に色が付き、情報パネルが更新されて選択したオブジェクトのデータが反映され
ます。 

オブジェクト メニューを表示するには 

該当するオブジェクトを選択し、メニュー バーで該当するアクションを選択します。 
または、オブジェクトを右クリックします。

ポップアップ メニューにオブジェクトの選択可能なアクションが表示されます。

各タイプのオブジェクト（データ センター、ホスト、仮想マシンなど）には、次の
ように対応するタブのセットが情報パネルに表示されます。 次に例を示します。 
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VirtualCenter に接続している状態で、インベントリ パネル内の管理対象ホストを
選択した場合、情報パネルには [ 概要（Summary）] タブ、[ 仮想マシン（Virtual 
Machines）] タブ、[ リソース割り当て（Resource Allocation）] タブ、[ パフォー
マンス（Performance）] タブ、[ 構成（Configuration）] タブ、[ タスクおよびイ
ベント（Tasks & Events）] タブ、[ アラーム（Alarms）] タブ、[ 権限
（Permissions）] タブ、[ マップ（Maps）] タブを表示。

ESX Server に接続している状態で、インベントリ パネルを選択した場合、情報パネ
ルには [概要（Summary）]タブ、[仮想マシン（Virtual Machines）]タブ、[リ
ソース割り当て（Resource Allocation）]タブ、[パフォーマンス（Performance）]
タブ、[構成（Configuration）]タブ、[ユーザーおよびグループ（Users & Groups）]
タブ、[システム ログ（System Logs）]タブ、[イベント（Events）]タブ、[権限
（Permissions）]タブを表示。 

データ センターを選択した場合、情報パネルには [仮想マシン（Virtual Machines）]
タブ、[ホスト（Hosts）] タブ、[タスクおよびイベント（Tasks & Events）] タブ、
[アラーム（Alarms）] タブ、[権限（Permissions）] タブ、[マップ（Maps）] タ
ブを表示。

インベントリ パネルと情報パネルでは、1つの選択リストが共有されます。 どちらか
のパネルでオブジェクトを選択すると、もう 1つのパネルで選択したオブジェクト
は解除されます。

メニュー バーまたはポップアップ メニューのいずれかで選択したメニュー アクショ
ンは、現在選択されているオブジェクトに適用されます。 オブジェクトが選択されな
い場合、使用できるメニュー アクションはありません。 ポップアップ メニューは、
選択されているオブジェクトに対してのみ表示されます。 ポップアップ メニューのオ
プションの詳細については、「ポップアップ メニュー （P.50）」を参照してください。 

オブジェクト名を変更するには 

項目を選択し、<F2> キーを押すか、選択した項目のテキストをクリックします。 新
しい名前を入力します。

オブジェクトの監視
VI Client は、VirtualCenter または ESX Server のアクティビティを監視します。 
VirtualCenter の監視対象ホストは、VirtualCenter サーバで登録する必要があります。 
VirtualCenter サーバにオブジェクトを追加する方法については、「ホストの追加 
（P.121）」を参照してください。 ESX Server ホストが VirtualCenter サーバに登録されて
ない場合は、そのホストに直接接続できます。また、VI Client を使用することも可能
です。
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オブジェクトのステータスを確認するには

1 VI Client を起動します。 

2 ナビゲーション バーの、該当するボタンをクリックします。 

[ インベントリ（Inventory）] ボタンまたは [ マップ（Maps）] ボタンをクリッ
クした場合は、インベントリ パネル リストを使用して参照すると、それぞ
れのオブジェクト（ホスト、データ センター、仮想マシンなど）が表示さ
れます。

[スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタン、[イベント（Events）]
ボタン、[管理（Admin）] ボタンをクリックした場合は、選択したボタンに
対応するスケジュール設定タスク、イベント、管理ウィザードが、情報パネ
ルに表示されます。 

3 オブジェクトをクリックして、表示します。

オブジェクトを選択すると、インベントリ パネルのオブジェクト ラベルが青で表
示され、情報パネルが更新されて選択したオブジェクトのデータが反映されます。 

4 情報パネルの該当するタブをクリックします。

選択したオブジェクトおよびタブのデータが表示されます。 必要に応じて、タブ
をクリックしてオブジェクト情報を表示します。

オブジェクトに対するアクションの実行
このセクションでは、VMware Infrastructure Client における基本的なタスクの実行方
法についてのみ解説します。 特定の設定および条件については解説しません。 詳細に
ついては、実行するタスクに関する章またはマニュアルを参照してください。

オブジェクトを表示するには、そのオブジェクトに関する必要な権限がユーザーに割
り当てられている必要があります。 オブジェクトに対して実行できるアクションのタイ
プは、そのユーザーおよびグループに割り当てられている権限によって異なります。 

VirtualCenter では、次の 3種類の方法でオブジェクトに対してアクションを実行でき
ます。

[VirtualCenter]ウィンドウの上部にあるメニュー バーからアクションを選択する。 
「メニュー バー （P.47）」を参照してください。

オブジェクトのポップアップ メニューまたはボタンでアクションを選択する。 次
に示す手順は、オブジェクト メニューまたはボタンからアクションを選択する
方法です。
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[ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] パネルでアクションをスケジュー
ル設定する。 タスクのスケジュール設定については、「スケジュール設定された
タスクの管理 （P.319）」を参照してください。

VMware Infrastructure オブジェクトに対するアクションを実行するには

1 VMware Infrastructure Client を起動します。

2 該当するサーバに接続します。

3 表示するオブジェクト、またはアクションを実行するオブジェクトを選択するに
は、該当するインベントリ ビューを選択して目的のオブジェクトのアイコンが
表示されるまで、インベントリ パネルの階層内を参照し、そのアイコンをク
リックします。 

オブジェクトは、インベントリ パネルまたは情報パネルで選択できます。

オブジェクトが表示さない場合は、次の操作を実行します。

適切なサーバにログオンしていることを確認する。

必要に応じて、VirtualCenter コントロールにホストを追加する。 
「VirtualCenter でのホスト管理 （P.119）」を参照してください。

4 オブジェクトを選択したら、次のいずれかの手順を実行してください。

メイン メニューからメニュー項目を選択する。

オブジェクトを右クリックし、ポップアップ メニューから選択する。

5 プロンプトに従ってください。

選択したアクションに応じて、情報パネルのビューが変更されるか、またはウィザー
ドによって、トランザクションを終了するために必要な情報の入力を求めるプロンプ
トが表示されます。 

VirtualCenter モジュールの管理
モジュールのサーバ コンポーネントをインストールし、VirtualCenter サーバに登録
すると、そのクライアント コンポーネントを VirtualCenter Client で使用できるよう
になります。 クライアント コンポーネントのインストールと有効化は、[プラグイン 
マネージャ（Plugin Manager）] ダイアログ ボックス（[ プラグイン（Plugins）] - [ プ
ラグインの管理（Manage Plugins）]）で管理されます。 プラグイン マネージャでは、
次のことを行えます。

現在クライアントにインストールされていない使用可能なモジュールを表示する。

インストール済みのモジュールを表示する。

使用可能なモジュールを、ダウンロードしてインストールする。
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インストール済みのモジュールを、有効および無効にする。

[ プラグインの管理（Manage Plugins）] ダイアログ ボックスを開くには

1 VirtualCenter Client を起動し、VirtualCenter サーバにログインします。

2 [ プラグイン（Plugins）] - [ プラグインの管理（Manage Plugins）] を選択します。

[使用可能（Available）] タブに、インストール可能なモジュールが表示されます。 [ イ
ンストール済み（Installed）] タブには、現在インストールされているモジュールが表
示されます。

モジュールをインストールするには

1 [ プラグイン マネージャ（Plugin Manager）] ダイアログ ボックスで、[ 使用可能
（Available）] タブを選択します。

2 インストールするモジュールに対して、[ダウンロードしてインストール
（Download and Install）] をクリックします。

3 インストール ウィザードのプロンプトに従ってください。

4 インストールの完了後、そのモジュールが [インストール済み（Installed）] タブ
のリストにあり、有効になっていることを確認してください。

モジュールを無効および有効にするには

1 [ プラグイン マネージャ（Plugin Manager）] ダイアログ ボックスで、[ インス
トール済み（Installed）] タブを選択します。

2 モジュールを有効にするには [有効（Enable）] を選択し、無効にするには [有
効（Enable）] を選択解除します。

モジュールを無効にしても、クライアントからは削除されません。 モジュールを削除
するには、アンインストールする必要があります。

モジュールを削除するには

モジュールは、オペレーティング システムの [ プログラムの追加と削除
（Add/Remove Programs control panel）] コントロール パネルで削除できます。 [ プロ
グラムの追加と削除（Add/Remove Programs control panel）] コントロール パネルの
使用方法については、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。
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本章では、ログ ファイルのアクセス方法や構成方法、ファイアウォールの構成方法、
SNMPの設定方法などの基本的なシステム構成情報について説明します。 一部のト
ピックは、別の章または別のマニュアルに詳しい説明があります。 このような場合
は、参照先が掲載されています。 

本章のトピックの中には、通常は一度だけ行う構成タスクがありますが、必要に応じ
て設定を変更することもできます。 

本章では、次の内容について説明します。

ESX Server および VirtualCenter のホスト構成 （P.71）

VirtualCenter の構成 （P.76）

VirtualCenter の通信の構成 （P.78）

仮想マシンの構成 （P.81）

有効なセッションの操作 （P.84）

SNMP および VMware Infrastructure について （P.85）

システム ログ ファイル （P.102）

ESX Server および VirtualCenter のホスト構成
ESX Server ホストは、VMware Infrastructure Client を介して構成および管理されます。 
ホスト関連の構成には、VirtualCenter 固有のものがあります。 また、スタンドアロン 
ホストと VirtualCenter に登録されたホストのいずれにも適用できる構成もあります。

システム構成 5
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『ESX Server 3 構成ガイド』では、ESX Server 3 ホストのネットワーク、ストレージ、
およびセキュリティの構成に必要なタスクについて説明しています。 『ESX Server 3i
構成ガイド』には、ESX Server 3i ホストに対する同様のタスクの説明があります。 ま
た、これらのマニュアルには概要、推奨事項、基本概念についての説明もありますの
で、タスクの理解に役立ててください。 これらのマニュアルは、ニーズに合わせた
ESX Server ホストの導入方法について説明しています。 『ESX Server 3 構成ガイド』ま
たは『ESX Server 3i 構成ガイド』で説明されている情報を使用する前に、『VMware 
Infrastructure の概要』で、システム アーキテクチャ、および VMware Infrastructure
システムを構成する物理デバイスおよび仮想デバイスの概要を参照してください。

このセクションでは、必要な情報を参照しやすいように、ホスト構成オプションと『ESX 
Server 3 構成ガイド』および『ESX Server 3i 構成ガイド』の内容を要約しています。 

ホストを選択して、その [構成（Configuration）] タブを選択します。 [ 構成
（configuration）] タブに、使用できるすべての構成オプションが表示されます。 

[ ハードウェア（Hardware）] タブ
[ ハードウェア（hardware）] タブには、次の構成オプションが表示されます。

[ 稼動状態（Health Status）]（ESX Server 3i のみ）　プロセッサ、メモリ、および
ストレージなどのハードウェア コンポーネントの状態を表示します。 

[ プロセッサ（Processors）]　タイプ、速度、メーカーなど、ホストのプロセッ
サ情報を表示します。 [ プロパティ（properties）] ダイアログ ボックスでは、ハ
イパースレッド機能を有効または無効に設定できます。

[ メモリ（Memory）]　使用可能なメモリ サイズの合計、ホスト システムのメモ
リ サイズ、仮想マシンのメモリ サイズ、ESX Server 3 サービス コンソールのメモ
リ サイズなど、ホストのメモリ構成を表示します。 ESX Server 3 ホストでは、[ プ
ロパティ（properties）] ダイアログ ボックスで、サービス コンソール専用のメ
モリ サイズを設定できます。

[ ストレージ（SCSI、SAN、NFS）（Storage (SCSI, SAN, NFS)）]　ホスト用に構成
したストレージ ボリュームと、各ストレージ デバイスの詳細情報を表示します。 
表示内容には、ボリューム ラベル、ファイル システムのタイプ、ブロック サイ
ズ、エクステント、容量などがあります。 [ 更新（Refresh）]、[削除（Remove）]、
[ストレージの追加（Add Storage）]、[プロパティ（Properties）]ダイアログ ボッ
クスでは、ボリューム プロパティの変更、エクステントの追加、パスの管理、
ディスクや LUNデータストアの追加、NFS（Network File System）データストアの
追加などを実行できます。 
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[ ネットワーク（Networking）]　ホストに現在接続されているネットワークを表
示します。 [ 更新（Refresh）]、[ ネットワークの追加（Add Networking）]、[ 削除
（Remove）]、および [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスでは、ポー
トやネットワーク アダプタの構成、ホストの仮想マシンおよび VMkernel に対す
る接続タイプの定義を実行できます。 ESX Server 3 ホストでは、サービス コンソー
ルへの接続も定義できます。

[ ストレージ アダプタ（Storage Adapters）]　デバイス タイプ、SAN ID、LUN 
ID、パス、キャパシティなど、ストレージ アダプタ構成を表示します。 [ 再ス
キャン（Rescan）]、[LUN の非表示（Hide LUNs）]、[ プロパティ（Properties）]
ダイアログ ボックスでは、新しいストレージ デバイスや VMFS ボリュームのス
キャン、選択した各ストレージ アダプタの LUN情報の非表示、VMotion 構成状
態の表示などを実行できます。

[ ネットワーク アダプタ（Network Adapters）]　デバイス タイプ、速度、
vSwitch、ネットワーク IDなど、ネットワーク アダプタ情報を表示します。

[ ソフトウェア（Software）] タブ
[ ソフトウェア（software）] タブには、次の構成オプションが表示されます。

[ ライセンス機能（Licensed Features）]　現在選択されているホストの現在のラ
イセンス状態を表示します。 これには、ライセンス ソース、ライセンス タイプ、
および VMotion や HAなどのアドオンのライセンスが含まれます。 [ 編集（Edit）]
ダイアログ ボックスでは、ライセンス ソース、ライセンス タイプ、追加機能の
ライセンスなどを指定できます。

[ 時間の構成（Time Configuration）]　ESX Server ホストで時刻を設定し、NTP
サービスを構成できます。 

[DNS およびルーティング（DNS and Routing）]　DNS およびルーティング情報
を表示します。 これには、ホスト名とドメイン、ホストに接続されているDNS
サーバ、検索ドメイン、デフォルト ゲートウェイなどが含まれます。 [ プロパ
ティ（Properties）] ダイアログ ボックスでは、前述の識別情報を指定できます。 

[ 仮想マシン開始 / シャットダウン（Virtual Machine Startup/Shutdown）]　ホス
ト上の仮想マシンとそれらの開始またはシャットダウンの状態を一覧表示しま
す。 [ プロパティ（Properties）] ダイアログ ボックスでは、ホストにある仮想マ
シンをパワーオン /パワーオフするタイミングを設定できます。 設定オプション
では、ホストのパワーオフやパワーオンを基準とする設定した時間間隔で、開始
または停止できます。 
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[ 仮想マシンのスワップファイルの場所（Virtual Machine Swapfile Location）]　
このホスト上にある仮想マシンの、デフォルトのスワップファイルの場所を選択
できます。 仮想マシンのスワップファイルを、ほかの仮想マシン ファイルと同じ
場所に格納することも、別のデータストアにスワップファイルを配置することも
できます。 仮想マシンの設定を編集すると、このデフォルト設定を仮想マシンご
とに上書きできます。 「仮想マシン オプションの変更 （P.195）」を参照してくだ
さい。

[ セキュリティ プロファイル（Security Profile）]　受信と送信の接続に関して、
ファイアウォール情報を表示します。 [ プロパティ（Properties）] ダイアログ 
ボックスでは、リモート アクセス条件を定義できます。 これには、SSH、SNMP、
関連するいくつかのクライアント、サーバ、およびエージェントの送受信ポート
やプロトコルが含まれます。 ほとんどのサービスは、ESX Server 3i ホストで使用
できません。 

[ システム リソースの割り当て（System Resource Allocation）]　ホストのリ
ソース割り当ての設定を表示します。 これには、メモリやCPU の使用状況が含
まれます。 [ 編集（Edit）] ダイアログ ボックスでは、ホスト用に予約された共有
CPU や共有メモリの数値を設定できます。 [ 簡易 /詳細（Simple/Advanced）] ト
グル ダイアログ ボックスでは、ホストのリソース プールで、選択したホスト機
能用に予約された CPU とメモリ シェアを設定できます。

仮想マシン リソースの構成および使用の詳細については、『リソース管理ガイ
ド』を参照してください。

[ 詳細設定（Advanced Settings）]　設定をリスト表示します。この値は、ヴイ
エムウェア テクニカル サポートに指示された場合のみに使用してください。

ESX Server のネットワーク構成
『ESX Server 3 構成ガイド』および『ESX Server 3i 構成ガイド』のネットワークの章で
は、物理ネットワークと仮想ネットワークの概念、ESX Server ホストのネットワーク
接続の構成に必要な基本タスク、および高度なネットワークのトピックやタスクにつ
いて説明しています。 ネットワークのセクションには、次の章があります。

ネットワーク　ネットワークの概念を紹介し、ESX Server ホストのネットワーク
設定時に完了する必要がある最も一般的なタスクについて説明します。

高度なネットワーク　MAC アドレス設定、仮想スイッチおよびポートの編集、
およびDNS ルーティングなどの高度なネットワーク タスクについて説明しま
す。 また、ネットワーク構成の効率を高めるヒントを示します。

ネットワークのシナリオとトラブルシューティング　（『ESX Server 3 構成ガイド』
のみ）一般的なネットワーク構成およびトラブルシューティングのシナリオにつ
いて説明します。
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ESX Server のストレージ構成
『ESX Server 3 構成ガイド』および『ESX Server 3i 構成ガイド』の ESX Server ストレー
ジの章には、ストレージの基本説明、ESX Server ホストのストレージを構成および管
理するための基本タスクの説明、および Rawデバイス マッピングの設定方法につい
ての説明があります。 ストレージのセクションには、次の章があります。

ストレージの紹介　ESX Server ホストで構成できるストレージのタイプを紹介し
ています。 

ストレージの構成　ローカル SCSI ストレージ、ファイバ チャネル ストレージ、
および iSCSI ストレージの構成方法について説明します。 また、VMFS ストレージ
とネットワーク接続型ストレージについても取り上げます。

ストレージの管理　既存のデータストアおよびデータストアを構成するファイル 
システムを管理する方法について説明します。

Raw デバイス マッピング　Rawデバイス マッピング、このタイプのストレージ
の構成方法、およびマルチパスやフェイルオーバーを設定して Rawデバイス 
マッピングを管理する方法について説明します。

セキュリティ構成情報の表示

『ESX Server 3 構成ガイド』および『ESX Server 3i 構成ガイド』の ESX Server セキュリ
ティの章では、ESX Serverに組み込まれたセキュリティ機能、および ESX Server ホスト
をセキュリティ上の脅威から守る方法について説明します。 これらの対策には、ファイ
アウォールの使用、仮想スイッチのセキュリティ機能の活用、およびユーザー認証と
権限の設定が含まれます。 セキュリティのセクションには、次の章があります。

ESX Server システムのセキュリティ　データのセキュリティ環境を保証するとき
に役立つ ESX Server 機能、およびセキュリティに関連するシステム設計の概念に
ついて説明します。

ESX Server構成のセキュリティ　ESX ServerホストおよびVMware VirtualCenter用
にファイアウォール ポートを構成する方法、仮想スイッチと VLAN を使用して
仮想マシンをネットワーク上で確実に隔離する方法、および iSCSI ストレージを
保護する方法について説明します。

認証およびユーザー管理　ユーザー、グループ、権限、およびロールを設定して
ESX Server ホストや VirtualCenter へのアクセスを制御する方法について説明しま
す。 また、暗号化およびデリゲート ユーザーについて説明します。

サービス コンソール セキュリティ　（『ESX Server 3 構成ガイド』のみ）サービス 
コンソールに組み込まれているセキュリティ機能、およびその機能の構成方法に
ついて説明しています。
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セキュリティ導入および推奨　導入のサンプルを提供しています。これは、ESX 
Server 導入の設定時に考慮する必要がある問題のヒントとなります。 また、この
章では、仮想マシンの安全性を強化するために行う措置についても説明します。

ESX Server のコマンド情報の表示
『ESX Server 3 構成ガイド』および『ESX Server 3i 構成ガイド』には、ESX Server ホス
トの構成時に役立つ特別な情報を提供する付録があります。

ESX Server テクニカル サポート コマンド　（『ESX Server 3 構成ガイド』のみ）SSH
などのコマンド ライン シェルを介して発行できる ESX Server 3 の構成コマンド
について説明します。 これらのコマンドは使用できますが、スクリプト構築に使
用できる API ではありませんので、注意してください。 これらのコマンドは変更
される可能性があり、ヴイエムウェアでは ESX Server 3 構成コマンドに依存する
アプリケーションおよびスクリプトをサポートしていません。 この付録では、こ
れらのコマンドと同等の VMware Infrastructure Client の操作を示します。

vmkfstoolsの使用　仮想ディスクおよびVMFSボリュームの管理タスクおよび移
行タスクを実行するときに使用できる、vmkfstoolsユーティリティについて説
明します。

VirtualCenter の構成
プロパティ設定や設定ダイアログ ボックスでは、対応する VirtualCenter 環境を調整
できます。 

VMware VirtualCenter の構成を表示するには

[ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成（VirtualCenter 
Management Server Configuration）] を選択します。 

この設定への変更は、現在の VirtualCenter サーバのみに適用されます。 ログアウト
し、別の VirtualCenter サーバにログインすると、この設定はその VirtualCenter サー
バ専用になります。

ダイアログ ボックスのタブでは、次の内容を構成できます。

[ ライセンス サーバ（License Server）]　ライセンス サーバを指定し、ホストを
VirtualCenter インベントリに追加するときにホスト ライセンス サーバに取って
代わるかどうかを指定します。 VirtualCenter サーバのライセンス エディションを
指定します。 

ライセンス構成の詳細については、ESX Server 3 の『インストール ガイド』、ま
たは ESX Server 3i の『セットアップ ガイド』を参照してください。
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[ 統計情報（Statistics）]　収集間隔、統計収集スレッド リミット、統計収集レベ
ルを指定します。 管理対象ホストからのパフォーマンス統計情報を収集するとき
に使用するスレッド数を指定します。 

パフォーマンス統計情報収集の詳細レベルを指定します。 有効な値は、
「minimal」、「typical」、「full」です。 デフォルトは「full」です。 

VirtualCenter が、スケジュール設定されているタスクに実行可能なものがある
か、トリガーするアラームがあるかを確認する頻度を秒単位で指定します。 デ
フォルトは 5秒です。

VirtualCenter で認識されているユーザーおよびグループのすべてが、現在
Windows に存在することを確認します。 たとえば、ユーザー「Smith」に権限が
割り当てられていて、このドメインでユーザーの名前が「Smith2」に変更され
た場合、VirtualCenter は「Smith」は存在しないと判断して、そのユーザーの権
限を削除します。

「収集間隔と収集レベルについて （P.300）」を参照してください。

[ ランタイム設定（Runtime Settings）]　VirtualCenter のインストールで使用す
る固有のランタイム設定を表示します。 これには、VirtualCenter の一意の ID 番
号と VirtualCenter TCP/IP ポート番号が含まれます。 

仮想マシンの一意のMACアドレスおよびUUID を生成します。 場合によっては、
複数の VirtualCenter を同じ会社内で実行することもできます。 各 VirtualCenter
サーバには、一意の ID が必要です。 デフォルトでは、ID の値は、ランダムに生
成されます。 ただし、この値は編集できます。 ID の唯一の条件は、この値を 0～
63 の一意な数値にすることです。

VirtualCenter Client がデータを VirtualCenter サーバに送信するときに使用する
ポートを指定します。 

「VirtualCenter の通信の構成 （P.78）」を参照してください。

[Active Directory]　Active Directory のタイムアウト、[権限の追加（Add 
Permissions）] ダイアログ ボックスに表示するユーザーとグループ数の最大値、
および VirtualCenter の既知のユーザーとグループの同期化と検証を実行する頻
度を指定します。

VirtualCenter が選択したドメインから格納するユーザーおよびグループの最大値
を指定します。 最大値の制限を指定しない場合は、ゼロ（0）を入力します。

VirtualCenter が、選択したドメインで検索を実行できる最大時間を秒単位で指定
します。 大規模なドメインの検索は、非常に時間がかかる可能性があります。 ゼ
ロ（0）より大きい値を指定してください。 

「第 17 章 ユーザー、グループ、権限、およびロールの管理 （P.277）」を参照し
てください。



基本システム管理

78 VMware, Inc.

[ メール（Mail）]　SMTP サーバおよびメール アカウントを指定します。 

「イベントの管理 （P.325）」を参照してください。

[SNMP]　SNMP受信 URL、ポート、コミュニティ ストリングを指定します。

「SNMPおよび VMware Infrastructure について （P.85）」を参照してください。

[Web サービス（Web Service）]　Webサービスが使用するHTTP および HTTPS
ポートを指定します。 SDK Web サービスの VirtualCenter 1.x バージョンとの互換
性を維持するかどうかも指定できます。 

「VirtualCenter の通信の構成 （P.78）」を参照してください。

[ タイムアウト設定（Timeout Settings）]　通常操作と長時間操作での、VI Client
接続のタイムアウト値を指定します。 [ 通常操作のタイムアウト（Timeout 
normal）] は、VirtualCenter Client がタイムアウトになるまでに VirtualCenter
サーバからの応答を待つ時間を秒単位で指定します。 デフォルトは 30秒です。 [
長時間操作でのタイムアウト（Timeout long specifies）] は、長時間操作の場合、
VirtualCenter Client が VirtualCenter サーバの応答を待つ時間を秒単位で指定しま
す。 デフォルトは 120秒です。

「VI Client の起動とログイン （P.39）」を参照してください。

[ ログ オプション（Logging Options）]　VirtualCenter の通常の操作で、どの程
度詳細にログを記録するか、その範囲まで記録するかを指定します。 1 に設定す
ると、詳細ログが指定されます。これは、詳細なデバッグやトラブルシューティ
ングに使用されます。 このフィールドは、ヴイエムウェア テクニカル サポート
から指示された場合にだけ使用してください。

「システム ログ ファイル （P.102）」を参照してください。

[ データベース（Database）]　VirtualCenter データベースへのアクセスに必要な
パスワードと、生成するデータベース接続の最大数を指定します。 

[SSL]　リモート接続の確立時に、VirtualCenter サーバおよび VirtualCenter Client が
リモート ホストの SSL証明書を検証するかどうかを指定します。 [ ホストの証明書
を確認）（Check host certificates）]オプションを有効にすることを推奨します。 

[ 詳細設定（Advanced Settings）]　詳細設定を指定します。 ヴイエムウェア テク
ニカル サポートに確認した場合を除いて、これらの設定を変更しないでください。

VirtualCenter の通信の構成
VirtualCenter サーバと ESX Server は、ポート 902 で VI Client からのデータを受信しま
す。VI Client を VirtualCenter サーバまたは ESX Server に接続する前に、ポートが正し
く構成されていることを確認してください。
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ファイアウォールにより VI Client からの VirtualCenter サーバへの接続がブロックさ
れている場合、次の 3つ方法で接続できます。

ファイアウォールを再構成して、VI Client がポート 902 を使用して VirtualCenter
サーバまたは ESX Server のと通信できるようにします。 ファイアウォールのマ
ニュアルを参照してください。

902 以外のポートを使用します（必要な場合は、ファイアウォールを構成して、
この 902 以外のポートを開いてください）。 VI Client と VirtualCenter サーバの両
方を構成して同じポートを使用するようにしてください。

VirtualCenter サーバでのこのポート番号の変更については、「VirtualCenter サー
バが VI Client との通信に使用するポートの構成 （P.79）」を参照してください。

前述のいずれも実行できず、ファイアウォールでサーバへのWebトラフィック
送信が許可されている場合、標準のWeb接続を使用して VI Client を
VirtualCenter サーバに接続できます。

Webサイト ポートの設定については、「Web 接続経由での VirtualCenter 通信の
構成 （P.80）」を参照してください。

VirtualCenter サーバが VI Client との通信に使用するポートの構成
デフォルトのポート番号は、902 です。この手順は、VI Client と VirtualCenter サーバ
間の通信のみに適用できます。 VI Client と ESX Server 間の通信用の手順ではないので、
この手順ではポート番号を変更しないでください。

デフォルトのポート番号を変更するには

1 VI Client を起動して、VirtualCenter サーバにログインします。

「VI Client の使用 （P.45）」を参照してください。

注意   ここで説明する手順は、ESX Server との通信には使用できません。 ESX Server は
ポート 902 のみを使用します。ESX Server が VI Client や VirtualCenter サーバとの通信
に使用するポート番号は、変更できません。 ESX Server ホストでのセキュリティ、通
信、およびポートの構成の詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』または『ESX 
Server 3i 構成ガイド』を参照してください。

注意   この方法で VirtualCenter サーバと VI Client 間の通信チャネルを開く場合、
VirtualCenter コンソールは機能しません。

注意   通常は、ポート番号は変更しません。
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2 [ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択します。 

3 [ ランタイム設定（Runtime Settings）] オプションをクリックします。 

4 VI Client が VirtualCenter サーバとの通信に使用するポート番号を入力します。 [ 終
了（Finish）]オプションをクリックします。 [ 終了（Finish）]ボタンをクリックし
ます。

ポート番号は 64000 未満にする必要があります。 

5 変更を適用するには、VirtualCenter サーバを再起動します。

「VirtualCenter サーバ （P.37）」を参照してください。

Web接続経由での VirtualCenter 通信の構成 
VirtualCenter サーバおよび VI Client をファイアウォールの逆側で接続するもうひとつ
の方法として、標準のWeb接続を使用する方法があります。

Webトンネルを介してファイアウォール上でVI Clientが VirtualCenter サーバに接続でき
るようにするには、VirtualCenter サーバのWebサイト ポート アドレスを変更します。 

IIS を使用して VirtualCenter サーバと VI Client 間でWebポートを開くには

1 VirtualCenter サーバで、Internet Information Services(IIS) Manager をインストー
ルします。 

通常、これはMicrosoft Windows オペレーティング システムによりデフォルト
でインストールされています。 

2 IIS を有効にします。

たとえば、[スタート（Start）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ 管理
ツール（Administrative Tools）] - [ インターネット サービス マネージャ
（Internet Services Manager）] を選択します。 [Internet Information Services] を選択
します。

3 IIS マネージャから、Windows ダイアログ ボックスを開きます。

4 <サーバ名>を展開します。 [デフォルトWebサイト（Default Web Site）]を右ク
リックして、 [ プロパティ（Properties）] - [Web サイト（Web Site）] タブを選択
します。

5 VirtualCenter サービスのポートの値を設定します。

注意   この方法で VirtualCenter サーバと VI Client 間の通信チャネルを開く場合、
VirtualCenter コンソールは機能しません。
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6 Webサイトの説明ブロックに、[TCP ポート（TCP Port）] の値を入力します。ま
たは、許可されている場合、[SSL ポート（SSL port）] の値を入力します。 

80 は、デフォルトの安全でない TCP Web サイト ポートです。 443 は、デフォル
トの安全な SSL Web サイト ポートです。 

7 dll ディレクトリを設定します。 

a 必要な場合、次のディレクトリを作成してください。

C:￥inetpub￥wwwroot￥vpx￥

b このディレクトリの権限を設定して、実行を許可します。

c ファイル VmdbHttpProxy.dll をこのディレクトリにコピーします。

このファイルは、￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥
VirtualCenter Server￥にあります。

8 変更が適用されていることを確認します。

9 デフォルトWebサイトを停止して、再起動します。

10 VirtualCenter バージョンをアップデートするたびに、このプロセスを繰り返して
ください。

VI Client を起動する場合、リストされている VirtualCenter サーバWeb サイトア
ドレスを [サーバ（Server）] フィールドに入力します。

安全なWebポートまたはほかの任意のデフォルト以外のポートを使用する場合、
次のように完全な名前を使用します。 http:<サーバ名 >:<ポート >

たとえば、http://vcserver:443です。

デフォルトの安全でないWebサイトポートを使用する場合、次の任意の組み合
わせを使用します。 http:<server name>、<server name>80、または
http:<server name>:80.

仮想マシンの構成
プロパティの設定や設定ダイアログ ボックスでは、対応する仮想マシン要素の調整
を実行できます。 

仮想マシンのリソースを表示するには

仮想マシンを選択し、 [ 概要（Summary）]タブをクリックします。 [概要（Summary）]
タブの [ リソース（Resources）] セクションを参照してください。 

CPU とメモリの現在の使用状況、および選択した仮想マシンに関連するデータスト
アとネットワークが表示されます。
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仮想マシン リソースの構成および使用の詳細については、『リソース管理ガイド』を
参照してください。

ホストの仮想マシンを表示するには

ホストを選択し [ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブをクリックします。

これは、選択した管理対象ホストで稼動しているすべての仮想マシン、および仮想マ
シンに割り当てられているリソースの割合を示すリストです。 

仮想マシンの構成を表示するには

仮想マシンの作成や仮想マシン構成の編集については、「仮想マシンの管理 （P.117）」
を参照してください。 

[ 仮想マシン（virtual machine）] を選択し、[ 編集の設定（Edit Settings）] を選択し
ます。 

[ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）]ダイアログ ボックスが表示さ
れます。 このダイアログ ボックスでは、次のような仮想マシン構成を編集できます。

ハードウェア　ハードウェア要素を仮想マシンに追加または削除します。

メモリ
CPU
フロッピードライブ
CD/DVD ドライブ
ネットワーク アダプタ
SCSI コントローラ
ハード ディスク 
シリアルポート
パラレル ポート
SCSI デバイス

オプション　一般的な仮想マシン設定の一部、パワー状態変更時のアクション、
処理中のデバッグ アクションを表示します。

全般　仮想マシン名、仮想マシンの構成ファイルのパスとファイル名、仮想
マシンが動作する場所、ゲストOS、インストールされているゲストOSの
バージョンが表示されます。

VMware Tools　仮想マシンのツールバー パワー アイコンのパワー コント
ロール設定と、VMware Tools スクリプトを実行する条件とタイミングを指
定する実行スクリプト オプションが表示されます。
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パワー管理　ゲストOS がスタンバイ状態のときの仮想マシンの応答を指定
します。

詳細　この見出しの下のオプションでは、次のような詳細な仮想マシン オ
プションを制御できます。

全般　アクセラレーション、ログ、デバッグの設定があります。 詳細な
仮想マシン構成パラメータを設定することもできます。 

CPUIDマスク　VMotionとの互換性を高めるCPUIDマスクを構成するた
めの設定があります。 

起動オプション　起動時の遅延を設定し、起動時に強制的に仮想マシン
を BIOS 設定画面にするためのオプションがあります。 

準仮想化　VMI 準仮想化をオンできます。 

ファイバ チャネルNPIV　N-Port IDの仮想化 IDを構成するための設定が
含まれています。

仮想化MMU　仮想マシンがハードウェア ページ テーブルの仮想化機能
を利用するかどうかを構成できます。 

スワップファイルの場所　仮想マシンのスワップファイルの格納場所を
設定できます。 

リソース　仮想マシンの管理対象ホストでのリソース共有を変更します。

CPU　選択した仮想マシンについて、CPU リソース割り当ての共有、予約、
限度を指定します。

メモリ　選択した仮想マシンについて、メモリ リソース割り当ての共有、
予約、限度を指定します。

ディスク　ディスク リソース割り当ての共有と、選択した仮想マシンの共
有の値を指定します。

CPU の詳細　選択した仮想マシンを実行している CPUについて、ハイパース
レッド機能とスケジュール機能の親和性を指定します。

メモリの詳細　仮想マシンのメモリをNUMA（Non-Uniform Memory 
Access）メモリ ノードに分散するための低レベル オプションを設定できま
す。 このページは、仮想マシンのホストがNUMAメモリ アーキテクチャを
サポートしている場合にのみ表示されます。 
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有効なセッションの操作
VI Client の接続先が VirtualCenter サーバの場合、このサーバにログオンしているユー
ザーのリストを表示できます。 VI Client の接続先が ESX Server ホストの場合は、この
リストを表示できません。

VirtualCenter サーバに現在ログオンしているユーザーを表示するには

VirtualCenter サーバに接続している VI Client のナビゲーション バーで、[ 管理者
（Admin）] ボタンをクリックします。 次に、[ セッション（Sessions）] タブをクリッ
クします。

有効なセッションを終了するには

1 VirtualCenter サーバに接続している VI Client のナビゲーション バーで、[ 管理者
（Admin）] ボタンをクリックします。 次に、[ セッション（Sessions）] タブをク
リックします。

2 終了するセッションを右クリックします。 [ 終了（Terminate）] を選択します。

3 終了を確認するには、[OK] をクリックします。
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有効なセッションにログオンしているすべてのユーザーにメッセージを送信するには

1 VirtualCenter サーバに接続している VI Client のナビゲーション バーで、[ 管理者
（Admin）] ボタンをクリックします。 次に、[ セッション（Sessions）] タブをク
リックします。

2 [ 今日のメッセージ（Message of the day）] フィールドに直接入力します。

3 [ 変更（Change）] ボタンをクリックします。 

すべての有効なセッション ユーザーおよび新規ユーザーがログインすると、こ
のテキストが通知メッセージとして送信されます。

SNMPおよび VMware Infrastructure について
SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用すると、管理プログラムがさ
まざまなネットワーク デバイスを監視および制御できます。 管理対象デバイスは
SNMPエージェントを実行し、次の方法を 1つ以上使用して情報を管理プログラムに
提供します。

get 操作に対する応答　この操作は、情報に対する管理システムからの特定の要
求です。 

通知の送信　この通知は、SNMPエージェントから送信され、管理システムに特
定のイベントまたは状態を知らせるためのアラートです。 

VirtualCenter サーバ、ESX Server 3i、および ESX Server 3 には、それぞれ SNMPエー
ジェントがあります。 各製品に付属するエージェントは機能が異なります。 

MIB ファイルについて
MIB（Management Information Base）ファイルは、管理対象デバイスから提供可能
な情報を定義します。 MIB ファイルには、オブジェクト識別子（OID）および階層別
に整理された変数が含まれています。 現在のところ、VMware では表 5-1 に示す VI3
で使用するためのMIB ファイルを提供しています。 

表5-1  VMware MIB ファイル

MIB ファイル 説明

VMWARE-ROOT-MIB.mib VMware のエンタープライズOID およびトップ レベル OID
割り当てが含まれています。 

VMWARE-ENV-MIB.mib ハードウェア環境のステータス レポートで使用される変数
およびトラップ タイプが定義されています （ESX Server 3i
ホストのみ）。

VMWARE-PRODUCTS-MIB.mib 各 VMware プラットフォームのそれぞれの SNMP エージェ
ントを一意に識別するOID が定義されています。
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VMWARE-ROOT-MIB
VMWARE-ROOT-MIB.mibファイルでは、VMware のエンタープライズOIDおよびトッ
プ レベルOID 割り当てが定義されています。 

表 5-2 は、VMWARE-ROOT-MIB.mibの IDマッピングのリストです。 

VMWARE-RESOURCES-MIB.mib メモリ、CPU、ディスク使用率など、VMkernel のリソース
使用率に関するレポートで使用される変数が定義されてい
ます。 

VMWARE-SYTEM-MIB.mib VMWARE-SYSTEM-MIB.mibファイルは使用されなくなりま
した。 sysDescr.0および sysObjecID.0からの情報取得
には SNMPv2-MIB を使用してください。 

VMWARE-TC-MIB.mib VMware の MIB ファイルで使用される共通のテキスト形式
が定義されています。 

VMWARE-TRAPS-MIB.mib ESX Server から送信される仮想マシンの電源関連トラッ
プ、および VirtualCenter から送信されるトラップが定義さ
れています。 

VMWARE-VMINFO-MIB.mib 仮想マシンに関する情報をレポートするための変数が定義
されています。 

VMWARE-VMKERNEL-MIB.mib VMkernel の状態に関する情報をレポートするための変数
が定義されています。 

表5-2  VMWARE-ROOT-MIB.mib の定義マッピング

ラベル ID マッピング

vmware enterprises 6876

vmwSystem vmware 1

vmwVirtMachines vmware 2

vmwResources vmware 3

vmwProductSpecific vmware 4

vmwTraps vmware 50

vmwOID vmware 60

vmwExperimental vmware 700

表5-1  VMware MIB ファイル （続き）

MIB ファイル 説明
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VMWARE-ENV-MIB
VMWARE-ENV-MIB.mibでは、ホスト コンピュータの物理コンポーネントの状態に関
するレポートで使用される変数とトラップ タイプが定義されています。 このファイル
で定義された変数とトラップは、ESX Server 3i ホストでのみ使用されます。 

VMWARE-ENV-MIB.mibでは、vmwEnvHardwareEventというトラップが定義されて
います。このトラップは、ESX Server 3i ホストがハードウェアの物理状態に重大な変
更を検出したときに送信されます。 

表 5-3 は、VMWARE-ENV-MIB.mibで定義されている変数のリストです。

表5-3  VMWARE-ENV-MIB の変数定義

変数 ID マッピング 説明

vmwEnv vmwProductSpecific 20 このMIB モジュールに対するOID
ルートを定義します。 

vmwEnvNumber vmwEnv 1 vmwEnvテーブル内の概念上の行数。

vmwEnvLastChange vmwEnv 2 概念上の行が vmwEnvTableの最後に
追加または削除されたときの
sysUptimeの値。

vmwEnvTable vmwEnv 3 このテーブルは、IPMI などのサブシ
ステムの監視によって内容が設定さ
れます。 

vmwEnvEntry vmwEnvTable 1 ESX Server 3i にステータスをレポートす
る物理コンポーネントごとに、1つの
エントリがテーブルに作成されます。 

vmwEnvIndex vmwEnvEntry 1 物理コンポーネントの一意の識別子。 
この識別子は、管理が再開されると
変化します。 

vmwSubsystemType vmwEnvEntry 2 環境状態をレポートするハードウェ
ア コンポーネントのタイプ。 

vmwHardwareStatus vmwEnvEntry 3 最後にレポートされたコンポーネン
トのステータス。 

vmwEventDescription vmwEnvEntry 4 このハードウェア コンポーネントに
対して、最後にレポートされたイベ
ントの説明。 

vmwHardwareTime vmwEnvEntry 5 vmwHardwareStatusがレポートされ
たときの sysUptimeの値。 
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VMWARE-PRODUCTS-MIB
VMWARE-PRODUCTS-MIB.mibファイルでは、各 VMware プラットフォームのそれぞ
れの SNMPエージェントを一意に識別するためのOIDが定義されています。 このファ
イルの ID マッピングのリストを表5-4 に示します。

VMWARE-RESOURCES-MIB
VMWARE-RESOURCES-MIB.mibファイルでは、リソース使用率に関する情報のレポー
トで使用される変数が定義されています。表5-5 は、このファイルで定義される ID
マッピングのリストです。 

表5-4  VMWARE-PRODUCTS-MIB.mib の IDマッピング

ラベル IDマッピング

oidESX vmwOID 1

vmwESX vmwProductSpecific 1

vmwEmbeddedESX vmwProductSpecific 2

vmwVC vmwProductSpecific 3

vmwServer vmwProductSpecific 4

表5-5  VMWARE-RESOURCES-MIB の ID マッピング

変数 IDマッピング 説明

CPU サブツリー

vmwCPU vmwResources 1 CPU 情報のレポートで使用される変数の
サブツリーに対するルート OID の定義。 

numCPUs vmwCPU 1 システム上に存在する物理 CPUの数。 

cpuTable vmwCPU 2 各仮想マシンごとの CPU使用率のテー
ブル。 

cpuEntry cpuTable 1 1 つの仮想マシンの CPU 使用率を記録す
る cpuTableのエントリ。 

cpuVMID cpuEntry 1 VMkernel が仮想マシンに割り当てた ID
番号。 

cpuShares cpuEntry 2 VMkernel が仮想マシンに割り当てた
CPU のシェア。 

cpuUtil cpuEntry 3 CPU 上で仮想マシンが実行されていた時
間（秒数）。 

メモリ サブツリー

vmwMemory vmwResources 2 メモリ情報のレポートで使用される変数の
サブツリーに対するルートOIDの定義。 
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memSize vmwMemory 1 ホスト上に存在する物理メモリの容量
（KB 単位）。 

memCOS vmwMemory 2 サービス コンソールで使用される物理メ
モリの容量（KB 単位）。 この変数は、
サービス コンソールを持たない ESX 
Server 3i ホストには適用されません。 

memAvail vmwMemory 3 ホスト上で使用可能な物理メモリの空き
容量。 

memTable vmwMemory 4 各仮想マシンごとのメモリ使用率のテー
ブル。 

memEntry memTable 1 1 つの仮想マシンのメモリ使用率を記録
する memTableのエントリ。 

memVMID memEntry 1 VMkernel が仮想マシンに割り当てた ID
番号。 

memShares memEntry 2 VMkernel が仮想マシンに割り当てたメ
モリのシェア。 

memConfigured memEntry 3 仮想マシンに構成されているメモリ容量
（KB 単位）。 

memUtil memEntry 4 仮想マシンで現在使用されているメモリ
容量（KB 単位）。 

ディスク サブツリー

vmwHBATable vmwResources 3 ディスク アダプタおよびターゲット情報
のレポートで使用されるテーブル。 

hbaEntry vmwHBATable 1 ホスト マシンに接続された 1つの HBA
のレコード。 

hbaIdx hbaEntry 1 HBA テーブルのインデックス。

hbaName hbaEntry 2 ディスクを説明する文字列。 形式： 
<devname#>:<tgt>:<lun>.

hbaVMID hbaEntry 3 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割り
当てた ID 番号。 

diskShares hbaEntry 4 この仮想マシンに割り当てられたディス
ク バンド幅のシェア。 

numReads hbaEntry 5 ディスク モジュールがロードされてか
ら、このディスクに対して行われた読み
取り回数。

表5-5  VMWARE-RESOURCES-MIB の ID マッピング （続き）

変数 IDマッピング 説明
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kbRead hbaEntry 6 ディスク モジュールがロードされてか
ら、このディスクから読み取られたデー
タ量（KB）。

numWrites hbaEntry 7 ディスク モジュールがロードされてか
ら、このディスクに対して行われた書き
込み回数。

kbWritten hbaEntry 8 ディスク モジュールがロードされてか
ら、このディスクに書き込まれたデータ
量（KB）。 

ネット サブツリー

vmwNetTable vmwResources 4 ネットワーク アダプタの統計情報のレ
ポートで使用されるテーブル。 

netEntry vmwNetTable 1 仮想マシン上の 1つのネットワーク ア
ダプタのレコード。 

netIdx netEntry 1 ネットワーク テーブルのインデックス。 

netName netEntry 2 ネットワーク アダプタを説明する文字列。 

netVMID netEntry 3 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割り
当てた ID 番号。 

ifAddr netEntry 4 仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタ
のMAC アドレス。 

netShares netEntry 5 この仮想マシンに割り当てられたネット
ワーク バンド幅のシェア。 このオブジェ
クトはまだ実装されていません。

pktsTx netEntry 6 ネットワーク モジュールがロードされて
から、このネットワーク アダプタに転送
されたパケット数。 64 ビット パケットに
ついては、SMIv2 バージョンを参照して
ください。 

kbTx netEntry 7 ネットワーク モジュールがロードされて
から、このネットワーク アダプタから送
信されたデータ量（KB）。64 ビット パ
ケットについては、SMIv2 バージョンを
参照してください。

表5-5  VMWARE-RESOURCES-MIB の ID マッピング （続き）

変数 IDマッピング 説明
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VMWARE-TC-MIB
VMWARE-TC-MIB.mibファイルは、VMware MIB ファイルで使用される共通のテキス
ト形式を提供します。 

VMWARE-TC-MIB.mibでは、VmwSubsystemTypesに次の整数値が定義されています。

unknown(1)

chassis(2)

powerSupply(3)

fan(4)

cpu(5)

memory(6)

battery(7)

temperatureSensor(8)

raidController(9)

voltage(10)

VMWARE-TC-MIB.mibでは、VmwSubsystemStatusに次の整数値が定義されています。

unknown(1)

normal(2)

marginal(3)

critical(4)

failed(5)

pktsRx netEntry 8 ネットワーク モジュールがロードされて
から、このネットワーク アダプタで受信
されたパケット数。 64 ビット パケットに
ついては、SMIv2 バージョンを参照して
ください。 

kbRx netEntry 9 ネットワーク モジュールがロードされて
から、このネットワーク アダプタで受信
されたデータ量（KB）。 64 ビット パケッ
トについては、SMIv2 バージョンを参照
してください。

表5-5  VMWARE-RESOURCES-MIB の ID マッピング （続き）

変数 IDマッピング 説明
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VMWARE-TRAPS-MIB
VMWARE-TRAPS-MIB.mibでは、ESX Server および VirtualCenter で使用されるトラッ
プが定義されています。 このファイルで定義されたすべての通知は、SNMPv1 トラッ
プ形式を使用して VMware エージェントから送信されます。表5-6 にトラップのリス
トを示します。 

VMWARE-TRAPS-MIB.mibでは、これらのトラップで使用される変数も定義していま
す。表5-7 に、このファイルで定義された変数のリストを示します。 

表5-6  VMWARE-TRAPS-MIB で定義されたトラップ

トラップ 説明

ESX Server のトラップ

vmPoweredOn このトラップは、仮想マシンがサスペンド状態またはパワーオ
フ状態からパワーオン状態になった場合に送信されます。 

vmPoweredOff このトラップは、仮想マシンがパワーオフ状態になったときに
送信されます。

vmHBLost このトラップは、仮想マシンがゲスト ハートビートの喪失を
検出したときに送信されます。 この値を有効にするためには、
ゲストOS に VMware Tools がインストールされている必要が
あります。 

vmHBDetected このトラップは、仮想マシンがゲスト ハートビートを検出ま
たは復帰したときに送信されます。 この値を有効にするために
は、ゲストOSに VMware Tools がインストールされている必
要があります。 

vmSuspended このトラップは、仮想マシンがサスペンド状態になったときに
送信されます。 

VirtualCenter サーバのトラップ

vpxdTrap このトラップは、エンティティのステータスが変化したときに
送信されます。 

表5-7  VMWARE-TRAPS-MIB で定義された変数

変数 IDマッピング 説明

ESX Server のトラップ変数

vmID vmwTraps 101 トラップを生成する該当仮想マシンの ID。 仮想
マシン ID がない場合（仮想マシンがパワーオフ
されている場合など）、vmIDは -1 になります。 

vmConfigFile vmwTraps 102 トラップを生成する仮想マシンの構成ファイル。 

VirtualCenter サーバのトラップ変数

vpxdTrapType vmwTraps 301 VirtualCenter トラップのトラップ タイプ。
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VMWARE-VMINFO-MIB
VMWARE-VMINFO-MIB.mibファイルでは、仮想マシン情報のレポート用の変数が定義
されています。表5-8 に、このファイルで定義された変数のリストを示します。 

vpxdHostName vmwTraps 302 該当するホストの名前。

vpxdVMName vmwTraps 303 該当する仮想マシンの名前。 

vpxdOldStatus vmwTraps 304 以前のステータス。

vpxdNewStatus vmwTraps 305 新しいステータス。 

vpxdObjValue vmwTraps 306 オブジェクト値。

表5-8  VMWARE-VMINFO-MIB の IDマッピング

変数 IDマッピング 説明

vmTable vmwVirtMachines 1 システム上で構成されている仮想マシ
ンに関する情報を含んだテーブル。 

vmEntry vmTable 1 1 つの仮想マシンのレコード。 

vmIdx vmEntry 1 仮想マシン エントリのインデックス。

vmDisplayName vmEntry 2 仮想マシンの表示名。 

vmConfigFile vmEntry 3 この仮想マシン用の構成ファイルのパス。 

vmGuestOS vmEntry 4 仮想マシンで稼動しているゲストOS。 

vmMemSize vmEntry 5 この仮想マシン用に構成されたメモリ
（MB）。 

vmState vmEntry 6 仮想マシンのパワー状態（オンまたは
オフ）。 

vmVMID vmEntry 7 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割り
当てた ID 番号。 パワーオフ状態の仮想
マシンには、この ID は割り当てられま
せん。 

vmGuestState vmEntry 8 ゲストOSの状態（オンまたはオフ）。 

hbaTable vmwVirtMachines 2 仮想マシンから認識されているディス
ク アダプタのテーブル。 

hbaEntry hbaTable 1 1 つの HBA のレコード。 

hbaVmIdx hbaEntry 1 vmTable内の仮想マシンのインデック
スに対応する番号。 

表5-7  VMWARE-TRAPS-MIB で定義された変数 （続き）

変数 IDマッピング 説明
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hbaIdx hbaEntry 2 仮想マシンの仮想 SCSI アダプタ番号。 

hbaNum hbaEntry 3 HBA のデバイス番号。

hbaVirtDev hbaEntry 4 この HBA の仮想デバイス タイプ。

hbaTgtTable vmwVirtMachines 3 仮想マシンから認識されている SCSI
ターゲットのテーブル。 

hbaTgtEntry hbaTgtTable 1 1 つの SCSI ターゲットのレコード。 

hbaTgtVmIdx hbaTgtEntry 1 vmTable内の仮想マシンのインデック
スに対応する番号。

hbaTgtIdx hbaTgtEntry 2 仮想 SCSI ターゲットの番号。 

hbaTgtNum hbaTgtEntry 3 SCSI ターゲットの説明。

netTable vmwVirtMachines 4 仮想マシンから認識されているネット
ワーク アダプタのテーブル。 

netEntry netTable 1 1つのネットワーク アダプタのレコード。 

netVmIdx netEntry 1 vmTable内の仮想マシンのインデック
スに対応する番号。 

netIdx netEntry 2 このテーブルのインデックス。 

netNum netEntry 3 ネットワーク アダプタのデバイス番号。 

netName netEntry 4 ネットワーク アダプタのデバイス名。

netConnType netEntry 5 接続タイプ（ユーザーまたはモニタ デ
バイス）。 

floppyTable vmwVirtMachines 5 仮想マシンから認識されているフロッ
ピー ドライブのテーブル。 

floppyEntry floppyTable 1 1 つのフロッピー デバイスのレコード。

fdVmIdx floppyEntry 1 vmTable内の仮想マシンのインデック
スに対応する番号。 

fdIdx floppyEntry 2 フロッピー テーブルのインデックス。 
仮想マシン上のフロッピー デバイスの
順序を規定します。 

fdName floppyEntry 3 フロッピー デバイスのデバイス番号ま
たは名前。 

fdConnected floppyEntry 4 フロッピー デバイスが接続されている
かどうかを示します。 

cdromTable vmwVirtMachines 6 仮想マシンから認識されている
CD-ROMドライブのテーブル。 

表5-8  VMWARE-VMINFO-MIB の IDマッピング （続き）

変数 IDマッピング 説明
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VMWARE-VMKERNEL-MIB
VMWARE-VMKERNEL-MIB.mibファイルでは、VMkernel の状態のレポートで使用され
る変数が定義されています。表5-9 に、このファイルで定義された変数のリストを示
します。

VirtualCenter サーバでの SNMPの使用
VirtualCenter サーバに付属する SNMPエージェントを使用すると、VirtualCenter サー
バ上でアラームがトリガされたときにトラップを送信できます。 VirtualCenter の
SNMP エージェントはトラップ エミッタとしてのみ機能し、get などの他の SNMP 操
作はサポートしていません。 VirtualCenter サーバの SNMP エージェントから送信され
るすべてのトラップは、SNMPバージョン 1トラップです。 

VMware VirtualCenter の SNMP エンタープライズ トラップのタイプは 201です。 汎用
トラップは送信されません。 

VirtualCenter の SNMP トラップを使用するには、次のことを行う必要があります。

VirtualCenter サーバで SNMP 設定を構成する。

VirtualCenterサーバからのトラップを受け取るよう、管理ソフトウェアを構成する。

cdromEntry cdromTable 1 1 つの CD-ROMドライブのレコード。 

cdVmIdx cdromEntry 1 vmTable内の仮想マシンのインデック
スに対応する番号。

cdromIdx cdromEntry 2 CD-ROM テーブルのインデックス。 仮
想マシン上の CD-ROMデバイスの順序
を規定します。 

cdromName cdromEntry 3 CD-ROM デバイスのデバイス番号また
は名前。 

cdromConnected cdromEntry 4 CD-ROM デバイスが接続されているか
どうかを示します。 

表5-9  VMWARE-VMKERNEL-MIB の IDマッピング

変数 IDマッピング 説明

esxVMKernel vmwESX 1 VMkernel 変数のルートOID。

vmkLoaded esxVMKernel 1 VMkernel がロードされているかどうかを示
します。 この変数の値が No の場合は、ESX 
Server 3 に対してレポートされる他のすべて
の変数が無効になります。 

表5-8  VMWARE-VMINFO-MIB の IDマッピング （続き）

変数 IDマッピング 説明
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VirtualCenter サーバで SNMP設定を構成するには

1 VirtualCenter サーバに接続された VI Client で、[ 管理（Administration）] - 
[VirtualCenter Management Server の構成（VirtualCenter Management Server 
Configuration）] を選択します。 

[VirtualCenter Management Server の構成（VirtualCenter Management Server 
Configuration）] ダイアログ ボックスが表示されます。 

2 [SNMP] を選択し、SNMP ページを表示します。 

3 [ 受信者 URL（Receiver URL）] テキスト ボックスに、SNMP受信者のDNS 名ま
たは IP アドレスを入力します。 

4 その横のテキスト ボックスに、SNMP受信者のポート番号を入力します。 

ポートの値を空白のままにすると、デフォルト値の 162 が使用されます。

5 [ コミュニティ ストリング（Community String）] テキスト ボックスに、コミュ
ニティ識別子を入力します。 

6 さらに SNMP 受信者を有効にするには、適切なチェック ボックスを選択し、そ
の受信者に対して手順 3から 5を繰り返します。 

7 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、設定を保存します。 

通常、VirtualCenter サーバから送信されるトラップは、他の管理プログラムに送信さ
れます。 VirtualCenter サーバから送信される SNMPトラップを認識するよう、管理
サーバを構成する必要があります。 

VirtualCenter SNMP トラップを認識できるように管理プログラムを構成するには

1 MIB ファイルを、管理ソフトウェアが要求する場所にコピーします。 
VirtualCenter サーバのトラップを認識するために必要なものは、次のMIB ファ
イルのみです。

VMWARE-ROOT-MIB.mib

VMWARE-TRAPS-MIB.mib

デフォルトのインストール ディレクトリが使用されている場合、MIB 定義ファ
イルは C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥VirtualCenter 
Server￥MIBSにあります。

2 VMware MIB を含めて、認識できるように、管理プログラムを変更します。

プログラムへのMIB 定義の追加については、管理プログラムのマニュアルを参
照してください。
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ESX Server 3 での SNMP の使用
ESX Server 3 には 2つの SNMP エージェントが付属しています。 1 つは、ESX Server 3
に固有のデータをサポートするために拡張された、Net-SNMP をベースの SNMPエー
ジェントです。もう１つは、ESX Server 3i に付属するものと同一のエージェントで、
同じ方法で使用および構成できます。 このエージェントの詳細については、「ESX 
Server 3i での SNMP の使用 （P.99）」を参照してください。 

Net-SNMP ベースのエージェントは、Net-SNMP のバージョン 5.0.9.2.30E.19用に
コンパイルされています。 このバージョンのNet-SNMP は、デフォルトで ESX Server 
3 のサービス コンソールにインストールされます。Net-SNMP のバックグラウンド情
報については、net-snmp.sourceforge.netを参照してください。

ESX Server 3 の Net-SNMP ベースのエージェントは、管理情報ベース（MIB）を SMIv1
フォーマットでロードおよびコンパイルできて、かつ SNMPv1 トラップ メッセージ
を認識できる、任意の管理ソフトウェアで使用できます。 ESX Server 3 の Net-SNMP
ベースのエージェントは、トラップと SNMP get の両方をサポートしています。 

Net-SNMP ベースのエージェントは、次の sysObjectID をレポートします。

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: VMware ESX Server 0 VMware, 
Inc. 0 0 i686 

SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::mib-2.6786.4.1

ESX Server MIB アイテムを使用して SNMPを使用するか、ESX Server MIB アイテムを
使用せずに SNMPを使用するかを選択できます。

VMware 固有のMIB モジュールは、ESX Server 3 のインストール時にインストールさ
れます。デフォルトでは、新規インストール時に ESX Server コンポーネントが SNMP
で有効になり、VMware トラップがデフォルトでオンになります。 SNMP トラップを
受信するよう、trapsink を構成する必要があります。 

サービス コンソールからの ESX Server エージェントの構成
サードパーティ製の管理アプリケーションをインストールまたはアップグレードした
ときは、次の手順を実行する必要があります。

ESX Server 3 で VMware MIB を有効または無効にするには

1 サービス コンソールに root ユーザーとしてログインします。

2  /etc/snmp/snmpd.conf構成ファイルを編集します。

3 次の行を追加または削除して、VMware MIBアイテムを有効または無効にします。

dlmod SNMPESX /usr/lib/vmware/snmp/libSNMPESX.so

http://net-snmp.sourceforge.net
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ESX Server 3 の SNMP エージェントを自動的に起動するには

root ユーザーとしてサービス コンソールにログオンし、chkconfigコマンドを実行
することで、ESX Server 3 の起動時には常に SNMPデーモンが起動するように設定で
きます。

chkconfig snmpd on

ESX Server 3 の SNMP エージェントを手動で起動するには

SNMP エージェントを手動で起動する必要がある場合、サービス コンソールに root
としてログインし、次のコマンドを実行します。

/etc/rc.d/init.d/snmpd start

デフォルトでは、エージェントは、バックグラウンド プロセスで起動および実行し
ます。

ESX Server 3 でトラップを有効または無効にするには

1 config.xmlファイル編集します。

 /etc/vmware/hostd/config.xmlファイルの構成パラメータの
snmp/generateTrapsによって、トラップを生成するかどうかが決まります。 デ
フォルトでは、トラップが生成されます。

2 トラップを無効にするには、次の項目をファイルに追加します。

<plugins>
<snmpsvc><generateTraps>false</generateTraps></snmpsvc>

</plugins>

3 トラップを再び有効にするには、この項目をファイルから削除します。 

4 vmware_hostdを再起動して、変更が適用されたことを確認します。

ESX Server 3 の SNMP トラップの送信先の構成

VMware トラップは、構成ファイルで指定された送信先に生成されます。

トラップを構成するには

1 サービス コンソールに root ユーザーとしてログインします。

2 /etc/snmp/snmpd.confファイルを変更します。

3 テキスト エディタを使用して、次の行を追加し、mercury.solar.comは、ト
ラップを受信するネットワークのホスト名に置き換えます。

trapsink example.com 

複数の送信先を指定する場合は、この行を繰り返します。
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4 次の行を追加して、publicを選択するグループの名前に置き換えます。 
trapcommunity public. 

この行は 1行のみ指定できます。

5 変更を保存します。

ESX Server 3i での SNMPの使用
ESX Server 3i には、ESX Server 3 のサービス コンソールで実行されるものとは異なる
SNMP管理エージェントが付属しています。現在、この SNMPエージェントは SNMP
トラップのみをサポートし、GET はサポートしていません。 このエージェントは、デ
フォルトでオフになっています。 このエージェントを使用するには、SNMPサービス
を有効にして、1つ以上のコミュニティを指定し、リモート コマンドライン コマン
ド vicfg-snmpを使用してトラップの送信先を構成する必要があります。 

表 5-10 は、vicfg-snmpコマンドのコマンド オプションと構文を示しています。 
vicfg-snmpコマンドは、ESX Server 3i ホストを直接ターゲットにする必要がありま
す。 このコマンドは、VirtualCenter サーバでは使用できません。 リモートCLI のイン
ストールおよび使用の詳細については、『リモート コマンド ライン インターフェイ
スのインストールおよび参考資料』を参照してください。 

表5-10  vicfg-snmpコマンドのオプション

オプション 説明

--communities <comm1>[, ...]

-c <comm1>[, ...]
コンマで区切りながらコミュニティを指定します。 このフラグ
を使用して指定した設定は、それ以前の設定を上書きします。 

--disable

-D
SNMP サービスを停止します。

--enable

-E
SNMP サービスを開始します。

--port <ポート番号 >

-p <port-number>
SNMP エージェントが使用するポートを設定します。 デフォル
トは udp/162 です。 

--reset

-r
それまでに指定されたコミュニティおよびターゲットをクリア
します。

--show

-s
現在の SNMP 構成を表示します。
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SNMP 管理クライアント ソフトウェアの構成
SNMP 管理ソフトウェアを ESX Server 3 または ESX Server 3i のエージェントで使用す
るには、次の作業に必要な手順を実行します。

管理ソフトウェアで、SNMPベースの管理対象デバイスとして ESX Server マシン
を指定します。

適切なグループ名を管理ソフトウェアに設定します。 これらは、マスタ SNMP
エージェントの構成ファイルで設定されている値と一致する必要があります。た
とえば、rocommunity、trapcommunity、および trapsinkです。

ESX Server MIB を管理ソフトウェアにロードします。これにより、ESX Server 変数
のシンボル名を表示できます。 MIB ファイルは、ESX Server SW の
/usr/lib/vmware/snmp/mibsディレクトリにあります。

ESX Server 3 の SNMP セキュリティの構成
ESX Server SNMP パッケージは、デフォルト構成の SNMPセキュリティに最も単純な
方法を使用します。 この方法では、読み取り専用アクセス件のある 1つのグループが
設定されます。 これは、snmpd daemon、snmpd.confの構成ファイルの
rocommunity構成パラメータで示されます。 このファイルは変更してください。

SNMPセキュリティ メカニズムを拡張すると、システム管理者は、権限スキームさ
らに細かく設定できます。 詳細については、snmpd.conf(5) man ページを参照して
ください。 

SNMP の診断
次のツールを使用すると、SNMP構成の問題を診断できます。 

リモートCLIでvicfg-snmp -Tと入力すると、ESX Server 3iエージェントにテスト 
トラップを送信させることができます。 

--targets <hostname[@port]> 
</community>[, ...]

-t <hostname[@port]> 
</community>[, ...]

（通知）トラップの送信先を指定します。 このフラグを使用して
指定した設定は、それ以前の設定を上書きします。

--test

-T
テスト通知を送信し、このテスト通知を使用して SNMP 構成の
検証を行えます。 

表5-10  vicfg-snmpコマンドのオプション （続き）

オプション 説明
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SNMPv2-MIBファイルには、SNMPの問題のデバッグに役立つ多くのカウンタが
用意されています。表5-11 は、これらの診断カウンタを示しています。 

表5-11  SNMPv2-MIB の診断カウンタ

変数 IDマッピング 説明

snmpInPkts snmp 1 転送サービスから SNMP エンティティに配
信されたメッセージの総数。

snmpInBadVersions snmp 3 SNMP エンティティに配信されたが、サ
ポート対象外の SNMP バージョンのもの
だった SNMP メッセージの総数。

snmpInBadCommunityNames snmp 4 SNMPエンティティに配信され、無効な
SNMPコミュニティ名を使用していたコミュ
ニティベースのSNMPメッセージの総数。 

snmpInBadCommunityUses snmp 5 メッセージで指定されたコミュニティで許
可されていない SNMP 操作に相当する、
SNMP エンティティに配信されたコミュニ
ティベースの SNMP メッセージの総数。 

snmpInASNParseErrs snmp 6 受信した SNMP メッセージのデコード時に
SNMP エンティティで発生した、ASN.1 ま
たは BER エラーの総数。 

snmpEnableAuthenTraps snmp 30 SNMP エンティティが、
authenticationFailure トラップの生成を許
可されているかどうかを示します。 このオ
ブジェクトの値は、すべての構成情報を上
書きします。 従って、すべての
authenticationFailure トラップを無効にす
ることができます。 

snmpSilentDrops snmp 31 SNMP エンティティに配信され、空白の変
数バインディング フィールドを持つ代替
Response Class PDU を含んだ応答のサイズ
が、ローカル制約、または要求元に関連付
けられた最大メッセージ サイズよりも大き
かったために無条件でドロップされた
Confirmed Class PDU の総数。 

snmpProxyDrops snmp 32 SNMP エンティティに配信され、プロキシ 
ターゲットへのメッセージ送信が、
Response Class PDU が返されなかったな
ど、タイムアウト以外の方法で失敗したた
めに無条件でドロップされた Confirmed 
Class PDU の総数。 
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ゲストOSでの SNMP の使用
SNMP を使用して、仮想マシンで実行しているゲストOS またはアプリケーションを
監視するには、ゲストOS で監視用に通常使用する SNMPエージェントをインストー
ルします。 ESX Server では特別な構成は必要ありません。

仮想マシンは、その独自の仮想ハードウェア デバイスを使用します。 仮想マシン内の
物理コンピュータのハードウェアを監視することを目的としたエージェントはインス
トールしないでください。

システム ログ ファイル
イベントとアラームのリスト以外にも、VMware Infrastructure コンポーネントはさま
ざまなログを生成します。 これらのログには、VMware Infrastructure 環境でのアク
ティビティについての追加情報が含まれます。 

次のセクションでは、システム ログ ファイルについて説明します。

システム ログ エントリの表示 （P.102）

外部システム ログ （P.104）

ESX Server ホストでの syslog の構成 （P.105）

診断データのエクスポート （P.106）

ログ ファイルの収集 （P.108）

システム ログ エントリの表示
次の2つの手順は、システム ログのアクセス方法および表示方法について説明します。

システム ログ エントリを表示するには

1 VirtualCenter サーバまたは ESX Server に接続されている VI Client で、管理パネル
を表示してシステム ログ タブを表示します。

2 ナビゲーション バーの [ 管理者（Admin）] ボタンをクリックします。 [ システム 
ログ（System Logs）] タブをクリックします。
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3 ドロップダウン リストから、表示するログおよびエントリを選択します。

選択したアイテムを検索およびリストするには 

1 フィルタ表示を行うログで、[表示（View）] - [ フィルタ（Filtering）] を選択し
て、フィルタリング オプションを参照します。

2 テキストをデータ フィールドに入力します。 データ フィールドを空にするため、
[クリア（Clear）] をクリックします。
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外部システム ログ
当社テクニカル サポートは、製品で発生した問題の解決に役立てるため、ファイル
の提供をお願いすることがあります。 ここでは、各種の VI3 コンポーネント システム
に存在するログ ファイルのタイプと場所について説明します。 

表 5-12 は、ESX Server システムに関連するログ ファイルを示しています。 

.

注意   Windows システムでは、C:￥Documents and Settings￥<user name>￥
Local Settings￥にある Local Settings ディレクトリに、いくつかのログ ファイル
が格納されます。 このフォルダは、デフォルトで非表示になっています。 この内容を
表示するには、[マイ コンピュータ（My Computer）] を開いて、[ ツール（Tools）] - 
[ フォルダ オプション（Folder Option）] を選択します。次に、[表示（View）] タブ
をクリックして、[すべてのファイルとフォルダを表示する（Hidden Files and 
Folders）] を選択します。

表5-12  ESX Server のシステム ログ

コンポーネント 場所

ESX Server 2.x サービス ログ /var/log/vmware/vmware-serverd.log

ESX Server 3.x サービス ログ /var/log/vmware/hostd.log

VI Client エージェント ログ /var/log/vmware/vpx/vpxa.log

仮想マシン カーネル コア ファイル /root/vmkernel-core.<date>

および 
/root/vmkernel-log.<date>

これらのファイルは、マシンの再起動後に作成されます。

syslog ログ /var/log/messages

サービス コンソール可用性レ
ポート

/var/log/vmkernel

VMkernel メッセージ /var/log/vmkernel

VMkernel アラートおよび可用性
レポート

/var/log/vmkernel

VMkernel 警告 /var/log/vmkwarning

仮想マシン ログ ファイル 仮想マシンの .vmxファイルと同じディレクトリにある
vmware.log

仮想マシン構成ファイル 管理対象ホストの関連付けられたデータストアにある <
仮想マシン名 >/< 仮想マシン名 >.vmx このファイルの
あるデータストアを判別するため、VI Client の仮想マシ
ンの概要ページで使用されます。 
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表5-13 は、VI Client マシンに関連するログ ファイルを示しています。 

ESX Server ホストでの syslog の構成
すべての ESX Server ホストは、VMkernel およびその他のシステム コンポーネントか
らのメッセージをファイルに記録する、syslog サービス（syslogd）を実行していま
す。 ESX Server 3 ホストでは、/etc/syslog.confファイルを編集することで、syslog
の動作を構成できます。 ESX Server 3i ホストでは、VI Client またはリモート CLI コマン
ド vicfg-advcfgを使用して、次のオプションを構成できます。

ログ ファイルのパス　syslogd がすべてのメッセージを記録するファイルへの
データストア パスを指定します。 

リモート ホスト　syslog メッセージの転送先となるリモート ホストを指定しま
す。 リモート ホストがメッセージを受信するポートも指定できます。 

ESX Server 3i ホストで syslogd を構成するには

1 VI Client のインベントリでホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックして表示します。 

3 [ 詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。 

4 ツリー コントロールで [Syslog] を選択します。

5 [Syslog.Local.DatastorePath] テキスト ボックスに、syslog がメッセージを記録す
るファイルのデータストア パスを入力します。 

データストア パスは [< データストア名（datastorename）>] </path/to/file> の
形式にします。このパスには、データストアを補助しているボリュームのルート
からの相対パスを指定します。 たとえば、データストア パス [storage1] 
var/log/messagesではパス /vmfs/volumes/storage1/var/log/messages

がマッピングされます。 

パスを指定しなかった場合、デフォルト パスは /var/log/messagesです。 

表5-13  VI Client システム ログ

コンポーネント 場所

VI Client インス
トール ログ

VI Client マシンの一時ディレクトリ
例：
C:￥Documents and Settings￥<user name>￥Local Settings￥
Temp￥vmmsi.log

VI Client サービ
ス ログ

VI Client マシンの一時ディレクトリ内の \vpx ディレクトリ 
例： 
C:￥Documents and Settings￥<user name>￥Local Settings￥
Temp￥vpx￥viclient-x.log

x(=0, 1, ... 9)
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6 [Syslog.Remote.Hostname] テキスト ボックスに、syslog がデータを転送するリ
モート ホストの名前を入力します。 

値を指定しなかった場合は、転送が行われません。 

転送された syslog メッセージを受信するには、リモート ホストに syslog サービ
スがインストールされ、正しく構成されている必要があります。 構成についての
詳細は、リモート ホストにインストールされた syslog サービスのマニュアルを
参照してください。 

7 [Syslog.Remote.Port] テキスト ボックスに、syslog がデータを転送するリモート 
ホストのポートを入力します。 

デフォルトでは、このオプションは syslog で使用されるデフォルトUDP ポート
の 514 に設定されます。 このオプションの変更が有効になるのは、
[Syslog.Remote.Hostname] が構成されている場合のみです。 

8 [OK] をクリックします。 

syslog オプションの変更はすぐに反映されます。 

リモート CLI のインストールおよび使用の詳細については、『リモート コマンド ライ
ン インターフェイスのインストールおよび参考資料』を参照してください。 

診断データのエクスポート
ログ ファイル データのすべてまたは一部をエクスポートするオプションがあります。 

診断データをエクスポートするには

1 VirtualCenter サーバまたは ESX Server に接続されている VI Client から、[ 管理
（Administration）] - [ 診断データのエクスポート（Export Diagnostic Data）] を選
択します。 

2 VI Client が VirtualCenter サーバに接続されている場合、エクスポートするログが
あるホスト、およびログ ファイルを保存する場所を指定します。
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3 VI Clientが ESX Serverに接続されている場合は、ログ ファイルの場所を指定します。

4 [OK] をクリックします。

vm-supportスクリプトを使用して、選択したデータからファイルが作成され、指定
した場所に保存されます。 ファイル拡張子がない場合、デフォルトでテキスト ファイ
ルになります。 このファイルには、タイプ、時刻および説明が含まれています。
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ログ ファイルの収集
当社テクニカル サポートは、問題の解決に役立てるためファイルの提供をお願いす
ることがあります。 次では、これらのファイルを生成および収集するスクリプト プロ
セスについて説明します。 

VMware Infrastructure Client で VirtualCenter 詳細ログを設定するには

1 [ 管理（Administration）] を選択します。[ サーバ設定（Server Settings）] - [ ログ
機能のオプション（Logging Options）] をクリックします。

2 ポップアップメニューから [詳細（Verbose）] を選択します。

3 [OK] をクリックします。

VMware Infrastructure のログ ファイルを収集するには

次のオプションから選択します。

viclient-*.logファイルを表示するには、ディレクトリを %temp%に変更します。

VirtualCenter サーバ マシンで VI Client を実行している場合、ログ バンドルをダウ
ンロードします。

ESX Server の VMkernel ファイルを収集するには

VMkernel が失敗した場合、通常は一定期間エラーメッセージが表示されてから、
仮想マシンが再起動します。

仮想マシンを構成したときに VMware コア ダンプ パーティションを指定した場
合、VMkernel は、コア ダンプおよびエラー ログも生成します。

VMkernel でより重大な問題が発生すると、エラー メッセージやコア ダンプが生成さ
れずに、マシンがフリーズします。

サービス コンソールを使用して ESX Server のログ ファイルを収集するには

次のスクリプトをサービス コンソールで実行します。 

/usr/bin/vm-support

このスクリプトは、すべての関連する ESX Server 3 システムと構成情報、および
ESX Server ログ ファイルを収集して、パッケージ化します。 この情報は、発生し
た問題の解析に使用できます。 

生成されるファイルは次の形式になります。 

esx-<date>-<unique-xnumber>.tgz
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6

本章では、VMware Infrastructure 環境のオブジェクトを管理する方法について説明し
ます。 対象のオブジェクトは、フォルダ、データ センター、クラスタ、リソース 
プール、ネットワークおよびデータストアです。 これらのオブジェクトは、監視およ
び管理されるホストや仮想マシンの管理または編成に使用されます。

本章では、インベントリ オブジェクトを追加または削除する方法について説明しま
す。 また、これらのアイテムや関連するアクティビティを詳しく説明するマニュアル
も紹介しています。 

VMware Infrastructure Client の各オブジェクトは、階層全体に配置されています。 オ
ブジェクトの位置は、オブジェクトの機能により決まります。 

本章では、次の内容について説明します。

VI Client のオブジェクトについて （P.110）

インベントリ オブジェクトの追加 （P.112）

インベントリ内のオブジェクトの移動 （P.113）

インベントリ オブジェクトの削除 （P.115）

データストア ブラウザ内のファイルの操作 （P.115）

初期データ センター統合の実行 （P.116）

VI Client インベントリの管理 6

注意   表示されるビューおよび機能は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続されてい
るか、ESX Serverホストに接続されているかによって異なります。 特に説明がない限
り、プロセス、タスクまたは説明は、すべてのタイプの VI Client 接続に適用されます。
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VI Client のオブジェクトについて
オブジェクト間の関係は、次のような方法で確認できます。

マップ機能で表示　インベントリ オブジェクトの関係をグラフィックを使って
表示します。 

インベントリのオブジェクトをクリック　関連するオブジェクトを一覧にしたタ
ブが付いた内容のリストを提供します。 

たとえば、データストアの仮想マシン タブには、そのデータストアを使用して
いる仮想マシンの一覧表が表示されます。 ホスト タブでは、データストアにアク
セス可能なホストの一覧表が表示されます。 

[ インベントリ（Inventory）] - [ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）]　
特定のホスト、クラスタ、リソース プール上で稼動する仮想マシンの一覧が表
示されます。 各オブジェクトにはタブがあり、関連のある仮想マシンやオブジェ
クトに含まれる仮想マシンがすべて表示されます。 

ただし、[ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）]ビューに、使用可能な仮
想マシンやテンプレートがすべて表示されるわけではありません。 [ インベントリ
（Inventory）] - [ 仮想マシンとテンプレート（Virtual Machines and Templates）]
オプションを選択した場合に限り、仮想マシンとテンプレートがすべて表示され
ます。 このビューでは、仮想マシンを任意のフォルダ階層構造で表示できます。 

VMware Infrastructure Client オブジェクトを次に示します。

ルート フォルダ　VirtualCenter サーバのみに存在します。 子オブジェクトは、
データ センターおよびサブフォルダです。 ルート フォルダは、各 VirtualCenter
サーバのデフォルトとして設定されます。 この名前は変更できますが、追加また
は削除することはできません。

フォルダ　VirtualCenter サーバのみに存在します。 子オブジェクトは、データ セ
ンター、ホスト、クラスタ、仮想マシン、テンプレート、サブフォルダのいずれ
かです。

データ センター　VirtualCenter サーバ内のみに存在します。 子オブジェクトは、
フォルダ、クラスタ、ホストのいずれかです。

データ センターには、クラスタ、ホスト、仮想マシンが含まれます。 すべてのア
クションは、管理対象のホストで実行され、仮想マシンはそのデータ センター
内で適用されます。 データ センター内では、ホストとは別に仮想マシンを監視お
よび管理し、VMotion を使用することができます。 

クラスタ　VirtualCenter サーバのみに存在します。 子オブジェクトは、ホスト、
仮想マシン、リソース プールのいずれかです。 
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システムのライセンスがある場合、次のクラスタ機能を有効にできます。

VMware HA　ホスト障害時に、VirtualCenter が仮想マシンを自動的に移行し、再
起動できるようにします。 VMware HA は、インベントリ オブジェクトとしては
表示されませんが、クラスタ オブジェクトを表示することは可能です。

VMware DRS　VirtualCenter 環境の監視、初期配置の推奨、仮想マシン移行の推
奨、パワー マネジメントの推奨を実行します。また、VirtualCenter がホストで
仮想マシンを自動的に配置および移行して、クラスタおよびパワー リソースを
最適に使用できるようにします。 VMware DRS は、インベントリ オブジェクトと
しては表示されませんが、クラスタ オブジェクトを表示することは可能です。

VMotion互換性強化 (EVC)　仮想マシンに対してホストがCPUの共通機能を公開
することで、VirtualCenter はクラスタにあるすべてのホスト間での VMotion 互
換性を強化できます。 

VMware Infrastructure Client のクラスタの使用に関する詳細については、『リ
ソース管理ガイド』を参照してください。

ホスト　子オブジェクトは、仮想マシン、またはリソース プールです。 ホスト
は、ESX Server システムです。 ホストとは、仮想マシンに対してホストとして機
能する仮想化プラットフォームを示します。 ホストは、スタンドアロン ESX 
Server マシンのデフォルトの最上位構造です。

VirtualCenter サーバの接続先が VMware Infrastructure Client の場合、
VirtualCenter に登録されているすべての ESX Server システムは、ホストと呼ばれ
ます。 VMware Infrastructure Client に直接接続されている ESX Server システムは、
スタンドアロン ホストと呼ばれます。 

ESX Server システムの構成に関する詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』
または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。  

リソース プール　子オブジェクトは、仮想マシン、またはリソース プールです。 
リソース プールは、ESX Server ホスト上および VirtualCenter サーバ経由で使用
可能です。 

VMware Infrastructure Client のリソース プールは、ホストが提供する CPUおよ
びメモリを、そのホストの仮想マシンに割り当てるときに使用されます。

リソース プールの使用に関する詳細については、『リソース管理ガイド』を参照
してください。

仮想マシン　ホスト、またはデータストアの仮想ディスク内にあり、クラスタま
たはリソース プールに関連付けられています。 ホスト、クラスタ、またはリソー
ス プールの子オブジェクトとしてリストできます。 また、ホストまたはクラスタ
間で移動することもできます。 クラスタまたはリソース プールに追加する場合、
クラスタまたはリソース プールに宛先ターゲット ホストがあるか、それを指定
する必要があります。
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テンプレート　テンプレートは、新しい仮想マシンの作成およびプロビジョニン
グに使用可能な、仮想マシンのマスター コピーです。 

ネットワーク　VirtualCenter サーバ内にのみあります。 データ センターの子オブ
ジェクトです。 ホストが VMware Infrastructure 環境に追加されると、ネットワー
クが検出されます。 

ESX Server ネットワークの構成に関する詳細については、『ESX Server 3 構成ガイ
ド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

データストア　VirtualCenter サーバ内にのみあります。 データ センターの子オブ
ジェクトです。 ホストが VMware Infrastructure 環境に追加されると、データスト
アが検出されます。 これには、管理ホストに対してローカルなデータストア、
SANや NAS のデータストアの検出も含まれます。 

ESX Server のデータストアの構成に関する詳細については、『ESX Server 3 構成ガ
イド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

インベントリ オブジェクトの追加
各インベントリ オブジェクトを追加できるのは、親の階層にあるオブジェクトのみ
です。 権限のあるオブジェクトだけが、親のメニューにリストされます。 これらのペ
アは、次の通りです。

インベントリ オブジェクトを追加するには

1 VI Client から、該当するインベントリ ビューを表示します。

2 [ インベントリ（inventory）] パネルで、適切な親アイコンを選択します。 ポップ
アップ メニューから、フォルダ、データ センター、クラスタ、リソース プー
ル、ホスト、または仮想マシンのいずれかの <オブジェクト >から、新規 <オ
ブジェクト >を選択します。
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新規オブジェクトがフォルダまたはデータ センターの場合、新しいアイコンが
インベントリに追加されます。 たとえば、新しいデータ センターが階層に追加さ
れます。 名前を入力します。

オブジェクトがクラスタ、リソース プール、ホストまたは仮想マシンの場合、
ウィザードが表示されます。 プロンプトに回答し、[終了（Finish）] をクリック
します。 

詳細については、該当するマニュアルを参照してください。 

クラスタ　『リソース管理ガイド』を参照。

リソース プール　『リソース管理ガイド』を参照。

ホスト　「VirtualCenter でのホスト管理 （P.119）」を参照。

仮想マシン　「仮想マシンの管理 （P.175）」を参照。

インベントリ内のオブジェクトの移動
フォルダ、データ センター、リソース プール、およびホスト間を手動で移動できる
オブジェクトもあります。 

ドラッグ アンド ドロップでオブジェクトを移動するには

1 VI Client から、該当するインベントリ ビューを表示します。
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2 インベントリ ビューから、移動するオブジェクトを選択して、クリックします。 

オブジェクトの周囲に四角形が表示されます。 オブジェクトが選択された状態に
なります。

3 移動するオブジェクトをターゲット オブジェクトにドラッグします。 

移動するオブジェクトがターゲットに移動できる場合、ターゲット オブ
ジェクトは、四角に囲まれて表示されます。これは、このオブジェクトが選
択されていることを示します。

移動するオブジェクトがターゲットに移動できない場合、ノート記号（ゼロ
にスラッシュ）が表示され、オブジェクトは移動されません。

インベントリ オブジェクトは次のように移動できます。

ルート フォルダ、ルート ホスト（ESX Server）、ネットワーク、およびデー
タストア　移動できません。 

フォルダ　データ センター内で移動できます。 

データ センター　同レベルまたは親レベルのフォルダに移動できます。

クラスタ　同レベルまたは親レベルのフォルダ間およびデータ センター内
で移動できます。 

ホスト　VirtualCenter サーバで管理されていて、ホストがクラスタ内にある
場合は、クラスタから移動する前に、そのホスト上のすべての仮想マシンを
シャットダウンして、ホストをメンテナンス モードにする必要があります。 
ホストは、クラスタおよびデータ センター間で移動できます。 

リソース プール　ほかのリソース プールおよびフォルダに移動できます。

仮想マシン　ほかのリソース プール、クラスタ、フォルダ、データ セン
ター、またはホストに移動できます。 ホスト以外のオブジェクトに移動する
場合、ターゲット ホストを指定する必要があります。

4 必要に応じて、環境を条件に合わせてください。

オブジェクトをドラッグしてマウス ボタンを放すと、オブジェクトが新しい場
所に移動します。または、移動のために必要な処理を示すエラー メッセージが
表示されます。 
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インベントリ オブジェクトの削除
オブジェクト（フォルダ、データ センター、クラスタ、リソース プールなど）を削
除すると、そのオブジェクトに含まれるすべての子インベントリ オブジェクト
（データ センター、クラスタ、ホスト、仮想マシンなど）が削除されます。 また、関
連するタスク、アラームおよびイベントもすべて削除されます。 割り当てられたプロ
セッサおよび移行ライセンスは、使用可能ステータスに戻ります。 管理されているホ
ストにあった仮想マシンは、ホストに残りますが、VirtualCenter では管理されなくな
ります。 

インベントリ オブジェクトを削除するには

1 VI Client から、該当するインベントリ ビューを表示します。

2 オブジェクトを選択します。 ポップアップ メニューから [ 削除（Remove）] を選
択します。

3 内容を確認してから [はい（Yes）] をクリックし、画面の指示に従います。 

確認すると、管理対象のインベントリから、データ センター内のすべてのクラ
スタ、ホスト、および仮想マシンが削除されます。 また、関連するタスク、ア
ラーム、およびイベントもすべて削除されます。 割り当てられたプロセッサおよ
び移行ライセンスは、使用可能ステータスに戻ります。 管理対象のホストにあっ
た仮想マシンは、ホストに残ります。 ルートフォルダは削除できません。

データストア ブラウザ内のファイルの操作
データストア ブラウザを使用すると、VI Client インベントリ内のデータストアの内容
を管理できます。 データストア ブラウザを使用すると、次のことを行えます。

データストアの内容を表示および検索する。

データストアに格納された仮想マシンまたはテンプレートを、VI Client インベン
トリに追加する。 

ある場所から、別のデータストアなどの別の場所に、ファイルをコピーまたは移
動する。

クライアント コンピュータからデータストアにファイルをアップロードする。

データストアからクライアント コンピュータにファイルをダウンロードする。

データストア内のファイルを削除、または名前を変更する。

注意   削除オプションでは、データストアから仮想マシンは削除されません。
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データストア ブラウザの動作は、Windows のエクスプローラなどのファイル システ
ム アプリケーションと同様です。 ファイルのコピー、切り取り、貼り付けなど、一般
的なファイル システム操作の多くをサポートしています。 データストア ブラウザは、
ドラッグ アンド ドロップ操作をサポートしていません。 

データストア ブラウザの使用の詳細については、VI Client のオンライン ヘルプを参
照してください。 

仮想マシン ディスクのコピーについて
データストア ブラウザを使用すると、仮想マシン ディスク ファイルをホスト間でコ
ピーすることができます。 ディスク ファイルはフォーマット変換されることなく、そ
のままコピーされます。 あるタイプのホストから別のタイプのホストにディスクをコ
ピーした場合は、新しいホストで使用するために変換が必要になります。 

仮想ディスクをデータストアからローカル ストレージにダウンロードすることはで
きますが、仮想ディスクをローカル ストレージからデータストアにアップロードす
ることはできません。アップロード時にディスク フォーマットを検証できないため
です。 

初期データ センター統合の実行
VirtualCenter は、物理システムを VirtualCenter に仮想マシンとしてインポートする
ことで、インベントリを構築可能にする機能を持っています。 この機能を利用する
と、新しい仮想環境を短時間で自動的に導入できます。 詳細については、「データ セ
ンターの統合 （P.133）」を参照してください。
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7

本章では、VirtualCenter を使ってホストを管理する方法について説明します。 ESX 
Server ホストの構成管理については、『ESX Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 
3i 構成ガイド』を参照してください。  

本章では、次の内容について説明します。

ホストについて （P.120）

ホストの状態について （P.121）

ホストの追加 （P.121）

ホストへの接続または切断 （P.124）

VirtualCenter SSL 証明書変更後のホストの再接続 （P.126）

VirtualCenter からのホストの削除 （P.128）

ホストの健全性ステータスの監視 （P.130）

ホストの詳細構成オプション （P.132）

VirtualCenterでのホスト管理 7

注意   表示されるビューおよび機能は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続されてい
るか、ESX Serverホストに接続されているかによって異なります。 特に説明がない限
り、プロセス、タスクまたは説明は、すべてのタイプの VI Client 接続に適用されます。
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ホストについて 
「ホスト 」とは、仮想マシンをサポートする仮想化プラットフォーム（ESX Server シ
ステム）のことです。 VirtualCenter 管理対象ホストは、VirtualCenter に登録された
ESX Server ホストです。 ホスト管理のタスクは、VMware Infrastructure Client を使用し
て実行されます。 この VI Client は、直接 ESX Server ホストに接続するか、あるいは
VirtualCenter サーバへの接続を介して間接的に ESX Server ホストに接続することがで
きます。 

ESX Server ホストが VI Client に直接接続されている場合、ホストはスタンドアロン ホ
ストとして個別に管理されます。 ほとんどのホスト構成と仮想マシン構成の機能は引
き続き適用されます。 VMotion を使用した仮想マシンのホスト間移行など、複数のホ
ストを必要とする機能は、スタンドアロン ホスト接続を介しては使用できません。 

ESX Server ホストが VirtualCenter によって管理されている場合、ホストは
VirtualCenter サーバに接続された VI Client を介して VMware Infrastructure 環境に追加
されます。 管理対象ホストは、階層構造においてルート ノード フォルダの下のデー
タ センター、フォルダ、またはクラスタに配置されます。 

管理対象ホスト上のすべての仮想マシンは、VirtualCenter によって検出され、イン
ポートされます。 複数の管理対象ホストを追加すると、VirtualCenter サーバにより仮
想マシン間に存在する命名の競合が認識され、システム管理者に警告されます。シス
テム管理者は、必要に応じて仮想マシンの名称を変更することができます。 仮想マシ
ンの表示名を設定します。 この名前は最長 80 文字で、英数字、アンダーライン（_ ）、
ハイフン（-）を使用できます。 また、名前は仮想マシン グループ内のすべての仮想
マシンにおいて固有のものである必要があります。 名前は大文字と小文字が区別され
ません。 「my_vm」という名前は「My_Vm」と同一です。

VirtualCenter サーバが管理対象ホストに接続されている場合は、権限を持つユーザー
のように動作します。 個々の VMware Infrastructure Client ユーザーは、必ずしも管理
対象ホストのシステム管理者ユーザーである必要はありません。 VMware 
Infrastructure Client ユーザーのセットアップについては、「アクセス権限の割り当て 
（P.292）」を参照してください。

注意   ESX Server ホストが VirtualCenter サーバに接続されている場合に、VI Client を接
続して ESX Server ホストを直接管理しようとすると、エラー メッセージが表示され
ますが、操作を続行することはできます。 特に、ホストがクラスタ構成に含まれてい
る場合には、ホスト上で競合が発生する可能性があります。 このアクションは実行し
ないことを強くお勧めします。
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ホストの状態について
管理対象ホストで実行されるアクションは、その管理対象ホストが特定の状態である
ことを必要とします。 管理対象ホストで操作が実行されるたびに、ホスト状態は変化
します。 状態の移行中は、状態フィールドに移行を説明する用語が表示されます。

ホストの追加
仮想マシンはネットワーク内の管理対象ホスト上に存在します。 ホストは VMware 
Infrastructure 環境に追加されます。 VirtualCenter サーバは、その管理対象ホスト内に
含まれるすべての仮想マシンを自動的に検出し、VMware Infrastructure 環境に追加し
ます。

VI Client を ESX Server に直接接続している場合、このセクションのプロシージャは適
用されません。

ホストを VirtualCenter サーバに追加するには

1 必要に応じてファイアウォールを介した通信チャネルを確保します。

VirtualCenter 環境内の管理対象ホストがファイアウォールの外にある場合、管理
対象ホストが VirtualCenter サーバやその他のホストとポート 902、または設定
したほかのポートで通信できることを確認します。 詳細については、ESX Server 3
の『インストール ガイド』または ESX Server 3i の『セットアップ ガイド』、およ
び『ESX Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してく
ださい。

2 ナビゲーションバーの [インベントリ ] ボタンをクリックします。 必要に応じて
インベントリを拡張し、適切なデータ センター、フォルダ、クラスタをクリッ
クします。

3 適切なデータ センターまたはクラスタを選択し、メイン メニューまたは右ク
リックのポップアップ メニューから [ 新規ホスト（New Host）] を選択します。

注意   管理対象ホストの接続を切断することは、管理対象ホストを VirtualCenter サー
バから削除することとは異なります。 管理対象ホストを切断しても、その管理対象ホ
ストは VirtualCenter サーバから削除されません。一時的にすべての VirtualCenter
サーバの監視アクティビティが中断されるだけです。 管理対象ホストとその関連する
仮想マシンは、VirtualCenter サーバのインベントリに残ります。 管理対象ホストを削
除すると、関連するすべての仮想マシンも VirtualCenter サーバのインベントリから
削除されます。

注意   ホストの追加または削除を実行する場合、必ずNFS マウントをアクティブにし
てください。 NFS マウントが応答しないと、操作は失敗します。 
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4 管理対象ホストの接続設定を入力します。

a [ ホスト名（Host Name）]フィールドに管理対象ホストの名前を入力します。 

b 選択した管理対象ホストで管理者権限を持つユーザー アカウントの [ ユー
ザー名（Username）] と [ パスワード（Password）] を入力します。 

VirtualCenter では、root アカウントを使用してシステムにログインしてか
ら、特別なユーザー アカウントを作成します。 その後、VirtualCenter ではこ
のアカウントを使用して認証が行われます。 

5 [ ホスト サマリ（Host Summary）] の情報を確認し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。
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6 ホストをクラスタに追加する場合は、次の手順に従います。

a ホストのリソース プールの操作を指定します。

次のオプションがあります。

ホストのすべての仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに配
置します。

ホストの仮想マシン用に新しいリソース プールを作成します。 デフォル
トのリソース プール名は、ホスト名に由来します。 独自に名前を指定す
る場合は、そのテキストを上書きします。

b [ 次へ（Next）] をクリックします。 

クラスタの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

7 ホストをデータ センターに追加する場合、

a ホストの仮想マシンの場所を確認します。

b [ 選択（Selection）] ボックスに表示されたインベントリ オブジェクトのリ
ストから選択します。

8 [ ホストの追加（Add Host）] ウィザードが完了したら、[終了（Finish）] をク
リックします。

ダイアログ ボックスでの操作の完了後、[ 次へ（Next）] をクリックすると、
VirtualCenter によって次のことが行われます。
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指定した管理対象ホストのネットワークを検索し、管理対象ホスト上のすべ
ての仮想マシンを確認します。 [ キャンセル（Cancel）] をクリックすると、
ホストが VirtualCenter インベントリから削除されます。

管理対象ホストに接続されます。 ウィザードが管理対象ホストに接続できな
い場合、その管理対象ホストはインベントリに追加されません。

管理対象ホストが現在管理されていないことを確認します。 そのホストが別
の VirtualCenter サーバですでに管理されている場合は、VirtualCenter に
メッセージが表示されます。 ウィザードが管理対象ホストに接続できても、
何らかの理由で VirtualCenter サーバへの接続を継続できない場合、ホスト
は追加されますが、切断状態になります。 たとえば、ホストがすでに別の 
VirtualCenter サーバによって管理されている場合などに、こうした状況が発
生します。

管理対象ホスト上のプロセッサ数を読み取り、適切なライセンス数を割り当
てます。 VirtualCenter データベースにこのプロセッサ数が保存され、管理対
象ホストの接続と VirtualCenter の起動のたびに確認されます。 

管理対象ホストのバージョンがサポートされていることを確認します。 サ
ポート対象外でも、管理対象ホストのバージョンがアップグレード可能な場
合は、アップグレードのプロンプトが表示されます。

既存の仮想マシンをインポートします。

ホストへの接続または切断
特定の VirtualCenter サーバに管理されている管理対象ホストを切断し、再接続する
オプションがあります。 このセクションでは、管理対象ホストを再接続する方法につ
いて説明します。

注意   最近のプロセッサには、各プロセッサ パッケージに 2つの CPUコア
があります。 デュアル コア プロセッサのシステムでは、ESX Server 2.5.2 以降
を使用する必要があります。 VirtualCenter ライセンスは、プロセッサ コアで
はなく、プロセッサ パッケージのペアによって発行されます。 したがって、
システムが 2つのデュアル コア プロセッサまたは 2つのシングル コア プロ
セッサを使用している場合、そのシステムには 2プロセッサ VirtualCenter
ライセンスが 1つ必要です。 
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管理対象ホストを接続または切断するには

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、ナビゲーションバーで [イ
ンベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 必要に応じてインベントリ
を拡張し、適切な管理対象ホストをクリックします。

2 インベントリ パネルで適切な管理対象ホストのアイコンを選択し、ポップアップ 
メニューから [接続（Connect）]または [切断（Disconnect）]を選択します。 

3 切断時にアクションを確認します。 [ はい（Yes）] をクリックします。

VirtualCenterに対する管理対象ホストの接続ステータスが変わると、その管理対
象ホストにある仮想マシンのステータスは更新されて、変更内容が反映されます。

管理対象ホストが切断されると、「切断」という文字がオブジェクト名に括弧で
追加され、オブジェクトが淡色表示されます。 関連する仮想マシンもすべて淡色
表示になり、同じラベルが表示されます。

注意   管理対象ホストの接続を切断することは、管理対象ホストを VirtualCenter から
削除することとは異なります。 管理対象ホストを切断しても、その管理対象ホストは
VirtualCenter から削除されません。一時的にすべての VirtualCenter の監視アクティ
ビティが中断されるだけです。 管理対象ホストとその関連する仮想マシンは
VirtualCenter インベントリに残ります。 管理ホストを削除すると、関連するすべての
仮想マシンも VirtualCenter インベントリから削除されます。
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VirtualCenter SSL 証明書変更後のホストの再接続
VirtualCenter サーバは SSL 証明書を使用して、VirtualCenter データベースに格納され
ているホストのパスワードを暗号化および復号化します。 証明書が置き換えられたり
変更されたりした場合は、VirtualCenter サーバはホストのパスワードを復号化できな
いため、管理対象ホストに接続できません。 

VirtualCenter サーバがホストのパスワードの復号化に失敗した場合、ホストと
VirtualCenter サーバの接続は解除されます。 ホストを再接続し、ログイン認証情報を
提供する必要があります。このログイン認証情報は、新しい証明書を使用して暗号化
され、データベースに格納されます。 「ホストへの接続または切断 （P.124）」を参照
してください。 

クラスタからのホストの削除
ホストをインベントリまたはリスト表示から選択し、インベントリ内の新しい場所
（スタンドアロン ホストとしてのフォルダまたは別のクラスタ）にドラッグすると、
ホストをクラスタから削除することができます。 ホストをクラスタから削除すると、
ホストのリソースがクラスタ全体のリソースから削除されます。 ホスト上にある仮想
マシンは、現在の状態に基づいて、クラスタ内のほかのホストに移行されるか、ホス
ト内にとどまり、クラスタからは削除されます。 ホストをクラスタから削除できるの
は、すべての仮想マシンがパワーオフされており、ホストがメンテナンス モードに
ある場合のみです。 

クラスタの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

ホストをクラスタから削除するには

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client からインベントリを表示します。

2 管理対象ホストから VirtualCenter エージェントを削除するには、管理対象ホス
トが接続された状態であることを確認します。 

3 ホスト上のすべての仮想マシンをパワーオフするか、VMotion を使用して仮想マ
シンを新しいホストに移行します。
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4 インベントリ パネルで適切な管理対象ホストのアイコンを選択し、ポップアップ 
メニューから [ メンテナンス モードへの切り替え（Enter Maintenance Mode）]
を選択します。 [ はい（Yes）] をクリックします。

ホストのアイコンが変わり、名前に「メンテナンス モード」と括弧書きで追加
されます。

5 ホストを移動します。

a インベントリ パネルでホストのアイコンを選択し、新しい場所にドラッグ
します。 

ホストは、別のクラスタまたは別のデータ センターに移動することができ
ます。 新しい場所を選択すると、クラスタ名またはデータ センター名の周囲
に青色のボックスが表示されます。 

b マウス ボタンを離します。

VirtualCenter により、ホストが新しい場所に移動されます。

6 ホストを選択し、ポップアップ メニューから [ メンテナンス モードの終了（Exit 
Maintenance Mode）] を選択します。 

7 必要に応じて仮想マシンを再開します。
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VirtualCenter からのホストの削除
管理対象ホストを VirtualCenter から削除すると、接続が切断され、管理対象ホスト
の機能やその管理対象ホストのすべての仮想マシンの、すべての監視および管理機能
が停止します。 管理対象ホストとその関連する仮想マシンはインベントリから削除さ
れます。 履歴データは VirtualCenter データベースに残ります。 

管理対象ホストを削除することは、管理対象ホストを VirtualCenter から切断するこ
ととは異なります。 管理対象ホストを切断しても、その管理対象ホストは
VirtualCenter から削除されません。一時的にすべての VirtualCenter の監視アクティ
ビティが中断されるだけです。 管理対象ホストとその関連する仮想マシンは
VirtualCenter インベントリに残ります。

管理対象ホストを VirtualCenter から削除しても、管理対象ホストやデータストアか
ら仮想マシンは削除されません。 管理対象ホストと、そのホストの仮想マシンに対す
る VirtualCenter のアクセス権だけが削除されます。

次の図は、VirtualCenter から管理対象ホストを削除するプロセスを示しています。 ここ
での例で、VirtualCenter サーバと削除された管理対象ホストとのリンクが失われても、
管理対象ホストのファイルがデータストアに残っていることに注目してください。

注意   可能な限り、管理対象ホストは接続中に削除してください。 接続されていない
管理対象ホストを削除しても、管理対象ホストから VirtualCenter エージェントは削
除されません。
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図7-1  ホストの削除

管理対象ホストを切断するには

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client からインベントリを表示します。 

2 管理対象ホストから VirtualCenter エージェントを削除するには、管理対象ホス
トが接続された状態であることを確認します。 

管理対象ホストを削除する場合、管理対象ホストは接続状態であっても切断状態
であっても構いません。 ただし、切断状態の管理対象ホストを削除しても、管理
対象ホストから VirtualCenter エージェントは削除されません。

3 ホスト上のすべての仮想マシンをパワーオフするか、VMotion を使用して仮想マ
シンを新しいホストに移行します。
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4 ホストがクラスタに含まれている場合は、インベントリ パネルで適切な管理対
象ホストのアイコンを選択し、ポップアップ メニューから [ メンテナンス モー
ドへの切り替え（Enter Maintenance Mode）] を選択します。 配置を確認します。 
[ はい（Yes）] をクリックします。

5 インベントリ パネルで適切な管理対象ホストのアイコンを選択し、ポップアッ
プ メニューから [ 削除（Remove）] を選択します。

6 [ はい（Yes）] をクリックして、管理対象ホストを削除します。 管理対象ホスト
を維持するには、[いいえ（No）] をクリックします。

[はい（Yes）] をクリックすると、VirtualCenter により管理対象ホストと関連す
る仮想マシンが VirtualCenter 環境から削除されます。 その後、VirtualCenter によ
り、すべての関連するプロセッサおよび移行ライセンスが使用可能ステータスに
戻されます。

ホストの健全性ステータスの監視
ホストの健全性の監視ツールを使用すると、さまざまなホスト ハードウェア コン
ポーネントの次のような健全性を監視できます。

CPU プロセッサ

メモリ

ファン

温度

電圧 

ソフトウェア コンポーネント

ホストの健全性監視ツールは、SMASH（Systems Management Architecture for Server 
Hardware）プロファイルを使用して収集されたデータを表示します。 表示される情報
は、使用しているサーバ ハードウェアのセンサーが使用可能かどうかによって異な
ります。 
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ホストの健全性を監視するには

1 VI Client を使用して VirtualCenter サーバにログインし、インベントリのホストを
選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[健全性ステータス（Health Status）]
をクリックします。

ツリーにセンサーのデータが表示されます。 ツリーのルートにホストの健全性ステー
タスがすべて表示されます。 

コンポーネントが正常に機能している場合は、ステータスは緑色で表示されます。 シ
ステム コンポーネントがパフォーマンスの閾値に違反した場合や、正常に機能してい
ない場合は、ステータス インジケータが黄色や赤色に変わります。 一般的には黄色の
インジケータは、パフォーマンスが低下していることを示します。 赤色のインジケー
タはコンポーネントが停止しているか、最高閾値を超えていることを示しています。

[読み取り (Reading)] 列には、センサーの現在の値が表示されます。 たとえば、この
列にファンの RPM（毎分回転数）と温度（摂氏）が表示されます。

ホストの健全性ステータスはいずれもアラームのトリガーの基準値に設定できます。 
詳細は、「アラームの作成 （P.336）」 を参照してください。 

センサーのリセット
一部のホストのハードウェア センサーは、蓄積された古いデータを表示します。 これ
らのセンサーをリセットして、内部のデータを消去し、新しいデータを収集するよう
にできます。 

センサーをリセットするには

1 VI Client を使用して VirtualCenter サーバにログインし、インベントリのホストを
選択します。

2 ホストの [ 構成（Configuration）] タブで、[ 健全性ステータス（Health Status）]
をクリックします。 

3 [ センサーのリセット (Reset Sensors)] をクリックします。
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健全性ステータス データの更新
VI Client では、ホストの健全性センサーからのデータは自動的に数分ごとに更新され
ます。 手動でデータを更新することもできます。

健全性ステータス データを更新するには

1 VI Client を使用して VirtualCenter サーバにログインし、インベントリのホストを
選択します。

2 ホストの [ 構成（Configuration）] タブで、[ 健全性ステータス（Health Status）]
をクリックします。 

3 [ 更新（Refresh）] をクリックします。 

ホストの詳細構成オプション
VMware HA および VMware DRS を含む、リソース割り当て機能の構成および使用の
詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。 

ESX Server ホストの構成方法の詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』または
『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。
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8

本章では、統合ガイド機能について説明します。この機能は、小規模な IT 環境で
VMware Infrastructure を設定および稼動する場合に推奨されます。 この機能を使用す
ると、データ センター内の物理システムを仮想マシンに変換し、それを
VirtualCenter にインポートすることで、物理システムを統合することができます。 

本章では、次の内容について説明します。

データ センター統合について （P.134）

統合の前提条件 （P.134）

はじめて使用する場合 （P.135）

統合サービスについて （P.135）

統合設定の指定 （P.136）

物理システムの検索 （P.136）

分析結果の表示 （P.139）

候補の統合 （P.140）

統合タスクの表示 （P.141）

統合のトラブルシューティング （P.142）

データ センターの統合 8
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データ センター統合について
統合ガイド機能にアクセスするには、[統合（Consolidation）] ナビゲーション ボタ
ンをクリックします。

小規模な IT 環境に適した統合ガイドを使用すると、複数の異なる物理システムに分
散したビジネス アプリケーションを、一元管理された仮想環境に移動することで、
データ センターを効率化できます。 仮想化された環境では、ビジネス アプリケー
ションを実行する物理システムが仮想マシンに変換されます。 複数の仮想マシンを 1
台の物理システム上に収容できるので、コンピューティング リソースをより効率的
に使用できるようになります。 データ センターの統合では、次のプロセスが実行され
ます。 

検索　分析するデータ センターの物理システムを検索して選択します。 「物理シ
ステムの検索 （P.136）」を参照してください。

分析　選択した物理システムが分析され、選択した各システムのパフォーマンス 
データが収集されます。 一般的に、分析にかかる時間が長いほど、VirtualCenter の
推奨の信頼性が高まります。 「分析結果の表示 （P.139）」を参照してください。

統合　パフォーマンス データが、仮想マシンのホスト システムで利用可能なリ
ソースと比較されます。 選択した物理システムが仮想マシンに変換され、推奨ホ
スト上の VirtualCenter にインポートされて、仮想環境内のほかのコンポーネン
トと共に管理されます。 「候補の統合 （P.140）」を参照してください。

統合機能を使用すると、仮想環境の構築を開始したり、拡大したデータ センターを
さらに統合することができます。 統合機能を初めて使用する場合は、「統合の前提条
件 （P.134）」を参照してください。

統合の前提条件
統合機能を使用するには、その前に次の前提条件を満たしていることを確認してくだ
さい。

1つ以上のデータ センター インベントリ オブジェクトが存在している。 「インベ
ントリ オブジェクトの追加 （P.112）」を参照してください。

1台以上のホストが VirtualCenter に登録されている。 「ホストの追加 （P.121）」を
参照してください。
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統合サービスには、VirtualCenter サーバのローカル システム管理者権限が必要で
す。 特に、コレクタ サービスはローカル システム管理者権限で実行する必要が
あります。 また、使用するアカウントには、サービス権限でログオンする権限が
与えられている必要があります。 ネットワークにActive Directory が導入されて
いる場合は、統合サービスの実行に使用する認証情報にも、Active Directory
データベースを照会するための十分な権限が必要です。 統合プロジェクトを開始
する前に、VirtualCenter に認証情報を設定しておいてください。 「統合設定の指
定 （P.136）」を参照してください。

統合サービスでは、分析対象として選択したシステムへのシステム管理者アクセス
も必要です。 特に、コレクタ サービスはこれらの認証情報を使用して、分析対象の
物理システムに接続し、構成およびパフォーマンス データを取得します。 「システ
ムレベルのシステム管理者認証情報の指定 （P.138）」を参照してください。

はじめて使用する場合
統合機能をはじめて使用する場合は、統合設定を指定するように求められます（「統
合設定の指定 （P.136）」を参照）。 ウィザードの手順に従って、これらの設定を指定
できます。 これらの設定は、[管理（Administration）] - [ 統合設定（Consolidation 
Settings）] - [ 認証情報（Credentials）] タブでいつでも変更できます。

統合サービスについて
統合サービスは、VirtualCenter サーバと共にインストールされます。 統合サービスに
は、次のものが含まれています。

VMware Capacity Planner サービス　ドメイン、およびドメイン内のシステムを
検出します。 分析対象として選択したシステムのパフォーマンス データを収集し
ます。 このマニュアルでは、これをコレクタ サービスと呼びます。

VMware Converter Enterprise サービス　物理システムを仮想マシンに変換しま
す。 VirtualCenter は、このサービスに変換先などのパラメータに関する情報を提
供し、VMware Converter Enterprise サービスが変換操作を処理します。 このサー
ビスは、VirtualCenter サーバと同じマシンにインストールすることも、別のマシ
ンにインストールすることもできます。 

各サービスが正しく機能するために必要なユーザー権限については、「統合の前提条
件 （P.134）」を参照してください。
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アクティブな統合サービスを表示するには

[ 管理（Administration）] - [ 統合設定（Consolidation Settings）] - [ サービス ステータ
ス（Service Status）] タブを選択します。

統合設定の指定
統合設定では、統合サービスの実行に必要な認証情報を指定し、デフォルトのシステ
ムレベルの認証情報を指定できます（「統合の前提条件 （P.134）」を参照）。

統合設定を指定する

1 [ 管理（Administration）] - [ 統合設定（Consolidation Settings）] - [ 認証情報
（Credentials）] タブを選択します。

2 次のいずれかの場所で、[変更（Change）] をクリックします。

[ サービス資格（Service Credentials）]　VirtualCenterサーバでコレクタ サー
ビスを実行するために使用されます。 このアカウントには、VirtualCenterサー
バでのシステム管理者権限があり、Active Directoryが導入されている場合は、
Active Directoryの照会に必要な権限もあることを確認してください。 さらに、
このアカウントには [サービスとしてログオン（Log on as a service）]するた
めのユーザー権限も割り当てられている必要があります。 この権限付与は、
ローカル セキュリティ ポリシー ユーティリティで行います（[ スタート
（Start）] - [ 管理ツール（Administrative）] - [ ローカル セキュリティ ポリ
シー（Local Security Policy）]）。

[ デフォルト認証情報（Default Credentials）]　分析対象として選択されて
いるが、システム管理者認証情報が指定されていないシステムへのアクセス
に使用されます。

3 ドメイン修飾ユーザー名（DOMAIN￥usernameなど）とパスワードを入力します。 

4 パスワードを確認し、[OK] をクリックします。

物理システムの検索
物理システムの検索では、次のプロセスが実行されます。 

範囲の指定 （P.137）

システムレベルのシステム管理者認証情報の指定 （P.138）
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データ センター内の物理システムを検索するには

1 [VI Client] ツールバーで、[ 統合（Consolidation）] をクリックして [ 統合
（Consolidation）] ビューを表示します。 

2 [ はじめに（Getting Started）] タブで [ 統合用の物理コンピュータの分析
（Analyze physical computers for consolidation）] をクリックするか、[ 分析
（Analysis）] タブで [ 分析を開始（Start Analysis）] をクリックします。 

[ 分析に追加（Add to Analysis）] ダイアログ ボックスが表示されます。 この機能
をはじめて使用する場合は、「はじめて使用する場合 （P.135）」を参照してくだ
さい。

3 分析するシステムを選択します。 [ 分析に追加（Add to Analysis）] ダイアログ 
ボックスの使用についての詳細は、「範囲の指定 （P.137）」を参照してください。

4 [ 分析に追加（Add to Analysis）] をクリックします。 [ 認証設定（Set 
Authentication）] ダイアログ ボックスが表示されます。 [ 認証設定（Set 
Authentication）] ダイアログ ボックスの使用についての詳細は、「システムレベ
ルのシステム管理者認証情報の指定 （P.138）」を参照してください。

5 認証情報を指定し、[OK] をクリックします。 選択されたシステムが分析されて、
結果が [分析（Analysis）] タブに表示されます。 「分析結果の表示 （P.139）」に
進みます。

範囲の指定
[ 分析に追加（Add to Analysis）] ダイアログ ボックスでは、ネットワーク上のシステ
ムを検索し、分析するシステムを選択できます。 分析するシステムは、コンピュータ
名、IP アドレスまたは IP アドレスの範囲、もしくはファイル名で指定できます。 ま
た、ドメイン内のすべてのシステムを検索してから、分析するシステムを選択するこ
ともできます。 ドメイン内に多くのシステムがあり、対象システムの検索が難しい場
合は、分析するコンピュータ名、IP アドレス、ドメイン、またはシステムでこのリ
ストをフィルタできます。

注意   検出されたシステムに関する情報はキャッシュされ、キャッシュが巨大になる
と VirtualCenter のパフォーマンスが悪影響を受けることがあります。 20,000 を超える
システムに対して、キャッシュをクリアせずに統合ガイドを実行しないようにしてく
ださい。 統合ガイドの無効化、およびキャッシュのクリアの詳細については、「統合
のトラブルシューティング （P.142）」を参照してください。
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統合するシステムを手動で指定するには

1 [ 統合するコンピュータを手動で指定（Manually specify the computers to 
consolidate）] を選択します。

2 次のいずれかを行なってください。

コンピュータ名または IP アドレスを入力します。 複数入力する場合は、コン
マで区切ります。

IP の範囲を入力します。 範囲を複数入力することはできません。

コンピュータ名またはIPアドレスを含むテキスト ファイルへの完全修飾パス
を入力します。 それぞれのコンピュータ名または IP アドレスは、ファイル内
で 1行に 1つずつ記述する必要があります。 このファイルは、VI Client から
アクセスできるようにする必要があります。

ドメイン内のシステムを検索するには

1 [ ドメイン（Domain）] ドロップダウン メニューからドメインを選択します。

2 オプションで、フィルタを選択し、テキスト フィールドに条件を入力して、リ
ストをフィルタリングします。 テキスト ボックスの左にある下矢印をクリックし
て、フィルタを有効または無効にできます。

3 任意で、列見出しをクリックすると、リストをソートできます。

4 分析するシステムを選択します。

5 [ 分析に追加（Add to Analysis）] をクリックします。 システム管理者の認証情報
を要求されることがあります（「システムレベルのシステム管理者認証情報の指
定 （P.138）」を参照）。

システムレベルのシステム管理者認証情報の指定
VirtualCenter では、分析対象として選択されたシステムを分析するために、そのシス
テムにシステム管理者で接続する必要があります。 認証情報はシステムごとに指定で
きますが、認証情報が明示的に指定されていない場合は、VirtualCenter が使用するデ
フォルト証明書を指定することもできます。 デフォルトの証明書は、[統合設定
（Consolidation Settings）]（統合設定の指定 （P.136））でいつでも指定できます。 

注意   最大 100 のシステムを同時に分析できます。 

ドメインを最初に選択したときは、VirtualCenter がシステムを検出してそのリストを
表示するまでに少し時間がかかることがあります。 そのあとは、リストがキャッシュ
されるため、以降の検索は短時間で行われます。
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特定のシステムの認証情報を指定するには

1 [ 認証設定（Set Authentication）] ダイアログ ボックスで、ドメイン修飾ユー
ザー名（DOMAIN￥usernameなど）とパスワードを入力します。 

[ 認証設定（Set Authentication）] ダイアログ ボックスは、[ 分析に追加（Add to 
Analysis）] の段階にあるとき、または [分析（Analysis）] タブでシステムを選択
して [認証設定（Set Authentication）] をクリックしてシステムを分析に追加し
たあとに開くことができます。

2 [OK] をクリックします。

分析結果の表示
分析結果は、[分析（Analysis）] タブに表示されます。 分析が完了すると、次の情報
が表示されます。

[ 物理コンピュータ（Physical Computer）]　分析中またはインポート中の物理
システムのホスト名が表示されます。

[CPU 情報（CPU Info）]　CPU 数およびそれらのクロック速度を表示します。 

[ メモリ情報（Memory Info）]　システム上の RAM容量が表示されます。

[ ステータス（Status）]　分析の進行状況が表示されます。 

[ 信頼性（Confidence）]　VirtualCenter がそのシステムに関するパフォーマンス 
データをどの程度収集できるか、および使用可能なデータに基づいて、そのシス
テムが候補としてどの程度適しているかが示されます。

[CPU使用率（CPU Usage）]　システムの経過年月の平均CPU使用率が表示されます。 

[ メモリ使用率（Memory Usage）]　システムの経過年月の平均メモリ使用率が
表示されます。

分析結果を表示したら、統合計画の作成に進むことができます。 「候補の統合 
（P.140）」を参照してください。

信頼性のメトリックについて
[ 分析（Analysis）]タブに表示される重要なメトリックの1つが [ 信頼性
（Confidence）]のメトリックです。 分析段階では、選択された各システムに関するパ
フォーマンス データが収集されます。 このデータがホストのリソースと比較されて、
各候補の「推奨 」が決定されます。 この推奨は、収集されたデータに基づいて、ある
候補が特定の仮想マシン ホスト システムに対して適している程度を示しています。 
「信頼性」とは推奨の信頼性のことであり、分析にかかる時間の関数になります。 長時
間の分析に基づく推奨は、パフォーマンス データが多いため、高いレベルの信頼性が
得られます。
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候補の統合
データ センターの分析が完了したら、次は候補を仮想マシンに変換します。 この段階
では、変換するシステムを選択します。 変換後の各仮想マシンに適した配置先と構成
パラメータは、VirtualCenter が選択します。 複数の仮想マシン ホストを使用可能な場
合は、希望するホストを選択できます。

VirtualCenter の推奨を使用してシステムを変換するには

1 [ 分析（Analysis）] タブで、統合するシステムを選択し、[ 統合計画（Plan 
Consolidation）] をクリックします。 

ダイアログ ボックスが表示されます。

2 システムを選択します。

3 オプションで、[物理コンピュータ（Physical Computer）] 列をダブルクリック
し、新しい名前を入力することで、この列に表示される名前を変更できます。 入
力した名前は、変換後の仮想マシンの名前として使用されます。

4 オプションで、別の配置先を使用可能な場合は、[ターゲット（Destinations）]
列をクリックし、ドロップダウン メニューから選択することで、配置先を変更
します。

[ターゲット評価（Destination Rating）] 列に表示される星の数は、変換後の仮
想マシンに必要な予想リソースを、そのホスト システムが余裕を持って提供で
きる度合いを示しています。

5 [ 統合（Consolidate）] をクリックします。

変換タスクが実行されます。 タスクの進行状況は [最近のタスク（Recent Tasks）]
ペインに表示されます。 タスクに関する追加情報は、[タスク（Tasks）] タブに表
示されます。 「統合タスクの表示 （P.141）」を参照してください。

注意   24 時間の分析のあとでは、VirtualCenter が推奨に対して高いレベルの信頼性を
示します。 ただし、システムのワークロードが週単位や月単位で大きく変動する場合
は、これが誤りにつながることがあります。 推奨に対して高いレベルの信頼性を確保
するには、システムのワークロードの代表的な山と谷の期間を含むように分析期間を
設定します。 分析は最大 1ヶ月実行することができます。

注意   候補は一度に 1つずつ仮想化することを強く推奨します。 複数の候補を同時に
統合すると、ホストのストレージ容量が不足した場合に、すべての仮想化操作が失敗
することがあります。
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システムを手動で変換するには

1 [ 分析（Analysis）]タブでシステムを右クリックし、[仮想マシンへの変換
（Convert to Virtual Machine）] - [ 手動（Manually）]を選択します。 VMware 
Converter Enterprise Client がインストールされていて、VI Clientで有効になってい
る場合にのみ、このメニューオプションを使用できます。 プラグイン マネージャ
（[プラグイン（Plugins）] - [ プラグイン マネージャ（Plugin Manager）] - [ インス
トール済み（Installed）]タブ）を使用して、VMware Converter Enterprise Client が
インストールされていて有効になっているかどうかを確認できます。

インポート ウィザードが表示されます。

2 ウィザードを終了して、仮想マシンのプロパティを手動で指定します。

ディスクのサイズ変更について
変換プロセスの中で、データストアの容量を節約し、変換後の仮想ディスクが拡大す
る余地を確保するため、物理ディスクは一般的にサイズ変更されます。 変換後のディ
スクのサイズ変更には、次の式が使用されます。

物理ディスク上で使用されている容量× 1.25 = 変換後の仮想ディスク サイズ

仮想ディスクの最低サイズは 4 GB です。

統合タスクの表示
タスクは、変換するシステムごとに作成されます。 最近のタスクは [ 最近のタスク
（Recent Tasks）] ペインに表示されます。 [ タスク（Tasks）] タブにはすべての統合タ
スクが一覧表示されます。 タスクに関する詳細情報は、そのタスクを選択すると表示
されます。 選択したタスクに関連するイベントについての情報は、[タスク詳細
（Task Details）] ペインに表示されます。 

タスク リストをフィルタリングするには、検索フィールドに条件を入力し、次から
任意の組み合わせを選択します。

名前

ターゲット

ステータス

起動元

開始時間

完了時間
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統合のトラブルシューティング
Guided Consolidation タスクは、リソースを大量に消費します。 VirtualCenter に悪影
響が出ている場合は、次のことを検討してください。

Guided Consolidation では、検出されたシステムに関する情報がキャッシュされ、
キャッシュが巨大になると VirtualCenter のパフォーマンスが悪影響を受けるこ
とがあります。 規模が 20,000 を超えるシステムに対しては、Guided 
Consolidation を実行しないようにしてください。 

最大 100のシステムを同時に分析できます。 100を超えるシステムを選択した場合
は、システムの最大数に達するまで、システムが表示された順序で追加されます。

次のオプションを使用して、パフォーマンスの問題を修正します。

統合機能を無効にして、コレクタ サービスを継続して実行します。 この方法で統
合タスクの開始を防ぐことができますが、コレクタ サービスのデータ収集を止
めることはできません。

統合機能を無効にし、コレクタ サービスを停止して無効にします。 この方法で統
合タスクの開始を防ぎ、かつコレクタ サービスのデータ収集を止めることがで
きます。 収集されたデータは、破棄されることはありません。サービスを再開し
たときに使用できます。

コレクタ サービスをアンインストールします。 この方法で Guided Consolidation
を削除し、収集したデータはこれ以降使用できなくなります。

統合機能の無効化
統合機能を無効にするには

1 [ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択します。

2 [ 詳細設定（Advanced Settings）] を選択します。

3 [ 行の追加（Add Row）] をクリックします。

4 [ キー（Key）] フィールドに、次のように入力します。 

dontStartConsolidation

5 [ 値（Value）] フィールドに、次のように入力します。

true

6 VirtualCenter サーバを再起動します。

コレクタ サービスはまだアクティブな状態で、分析対象のシステムを継続して
定期的に検索します。
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コレクタ サービスの無効化
コレクタ サービスを無効にするには

1 [ サービス（Services）] コントロール パネルを開きます。

2 VMware Capacity Planner サービスを停止します。

3 VMware Capacity Planner サービスを無効にします。

Guided Consolidation のアンインストール
Guided Consolidation をアンインストールするには

1 [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] コントロール パネルを
開きます。

2 VMware Capacity Planner for VirtualCenter を削除します。

3 （オプション）VMware Converter Enterprise for VirtualCenter を削除します。
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VMware Infrastructure Client（VI Client）を使用すると、OVF (Open Virtual Machine 
Format) で格納された仮想アプライアンスをインポートおよびエクスポートできま
す。 アプライアンスとは、事前構成された仮想マシンのことで、通常はゲストOS お
よびその他のソフトウェアがプリインストールされています。

仮想アプライアンスをインポートすると、事前構成された仮想マシンを Virtual 
Center または ESX Server のインベントリに追加できます。 仮想アプライアンスのイン
ポートは、テンプレートから仮想マシンをデプロイする場合と似ています。 ただし、
仮想アプライアンスは、VI Client マシンからアクセス可能なすべてのローカル ファイ
ル システム、またはリモートWeb サーバからインポートできます。 このローカル 
ファイル システムには、ローカル ディスク（C: など）、リムーバブル メディア（CD
または USB キーチェーン ドライブなど）、および共有ネットワーク ドライブが含ま
れます。

仮想マシンをエクスポートすると、ほかのユーザーがインポート可能な仮想アプライ
アンスを作成できます。 エクスポート機能を使用すると、仮想アプライアンスとし
て、またはテンプレート仮想マシンをユーザー（VirtualCenter インベントリ内のテン
プレートに直接アクセスできないユーザーなど）に配布する手段として、事前インス
トール済みのソフトウェアを配布することができます。 

本章では、次の内容について説明します。

OVF について （P.146）

仮想アプライアンスのインポート （P.146）

仮想マシンのエクスポート （P.147）

仮想マシンのインポートおよ
びエクスポート 9
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OVF について
OVF は、製品およびプラットフォーム間で仮想アプライアンスを交換可能にするた
めのファイル フォーマットです。 OVF フォーマットには次のメリットがあります。

OVF ファイルは圧縮されているので、ダウンロードを高速に行えます。

VI Client は、OVF ファイルをインポートする前に検証し、インポート先のサーバ
と互換性があることを確認します。 アプライアンスが選択したホストと互換性が
ない場合は、インポートできずにエラー メッセージが表示されます。

仮想アプライアンスのインポート
OVF フォーマットで格納された仮想アプライアンスは、VI Client マシンにアクセス可
能なローカル ファイル システム、またはWeb URL からインポートできます。

仮想アプライアンスをインポートするには

1 VI Client で、[ ファイル（File）] - [ 仮想アプライアンス（Virtual Appliance）] - [ イ
ンポート（Import）] を選択します。 

[ 仮想アプライアンスのインポート（Import Virtual Appliance）] ウィザードが表
示されます。

2 次のオプションのいずれかを選択してください。

[ ファイルからのインポート（Import from File）]　ファイル システム内で
アプライアンスを参照します。

[URL からのインポート（Import from URL）]　インターネット上にあるアプ
ライアンスのURL を指定します。 例： 
http://vmware.com/VMTN/appliance.ovf

[VMware 仮想アプライアンス マーケットプレイスからのインポート
（Import from VMware Virtual Appliance Marketplace）]　VMware 仮想アプ
ライアンス マーケットプレイスWeb サイトで使用可能な VMware アプライ
アンスから選択します。

3 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[仮想アプライアンスの詳細（Virtual Appliance Details）]ページが表示されます。 

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

注意   ほかの当社製品で作成された、OVF フォーマットでない仮想マシンをインポー
トするには、VMware Converter Enterprise モジュールを使用します。 VMware 
Converter Enterprise の詳細については、VirtualCenter のドキュメントを参照してく
ださい。 
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5 使用許諾契約書がアプライアンスに付属している場合は、[エンド ユーザー使用
許諾契約書（End User License Agreement）] ページが表示されます。 ライセンス
条件に同意し、[次へ（Next）] をクリックしてください。

6 （オプション）名前を編集し、データ センターを選択します。

デフォルトの名前が入力されています。 オプションでこの名前を編集できます。 
名前は 80字以内で、英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用するこ
とができます。 仮想マシン フォルダ内で一意の名前にする必要もあります。 名前
は大文字と小文字が区別されます。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

8 [ ホスト（Host）]、[ クラスタ（Cluster）] または [ リソース プール（Resource 
Pool）] ページで、仮想マシンを実行するホスト、クラスタ、またはリソース 
プール（使用可能な場合）を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

9 前のページでクラスタまたはリソース プールを選択し、DRS が無効または手動
モードの場合は、[特定のホスト（Specific Host）] ページが表示されます。 この
仮想マシンを実行するホストを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

10 仮想マシンのデータストアを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

仮想マシン構成ファイルと仮想ディスク ファイルがデータストアに格納されま
す。 仮想マシンおよびすべての仮想ディスク ファイルを保存できる十分な容量を
持つデータストアを選択します。

11 インフラストラクチャに複数のネットワークが含まれている場合は、OVF ファ
イルで指定された各ネットワークを実際のインフラストラクチャ内のネットワー
クにマップします。 

12 [ 次へ（Next）] をクリックします。

13 選択を確認して、[終了（Finish）] をクリックします。 

インポート タスクの進行状況が、VI Client の [ ステータス（Status）] パネルに表示さ
れます。 

仮想マシンのエクスポート
仮想マシンをOVF フォーマットでエクスポートし、ほかのユーザーが自分のインベ
ントリにインポートできるようにすることができます。

仮想マシンをエクスポートするには

1 VI Client のインベントリで、エクスポートする仮想マシンを選択します。

2 [ ファイル（File）] - [ 仮想アプライアンス（Virtual Appliance）] - [ エクスポート
（Export）] を選択します。
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3 [ ディレクトリ（Directory）] テキスト ボックスで、エクスポートした仮想マシ
ンを格納する場所を入力します。

4 OVF ファイル用の新しいフォルダを作成するには、[ 新しいフォルダの作成
（Make New Folder）] を選択します。 

5 （オプション）[ 説明（Description）] テキスト ボックスに仮想マシンの説明を入
力します。

デフォルトでは、仮想マシンの [概要（Summary）] タブの [ 注釈（Notes）] ペ
インにあるテキストが、このテキスト ボックスに表示されます。 

6 [OK] をクリックします。 

エクスポート タスクの進行状況が、VI Client の [ ステータス（Status）] パネルに表示
されます。
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VMware Infrastructure Client（VI Client）を使用すると、仮想マシンのデプロイと管理
を行えます。 VI Client では、いくつかの方法で仮想マシンを作成できます。

インポート　OVF 形式で格納された仮想マシンをインポートできます。 「第 9章 
仮想マシンのインポートおよびエクスポート （P.145）」を参照してください。 

統合　物理システムを仮想マシンに変換し、それを VirtualCenter にインポートす
ることで、既存の物理システムを統合できます。 「データ センターの統合 
（P.133）」を参照してください。

新規作成　完全に新しい仮想マシンを、手動で構成することができます。 「新規
仮想マシン ウィザードの使用方法 （P.150）」を参照してください。

クローン　既存の仮想マシンと完全に同じ複製を作成できます。 「第 13 章 テンプ
レートおよびクローンの操作 （P.213）」を参照してください。

テンプレートからデプロイ　カスタマイズ可能な基本構成を提供するテンプレー
トから、仮想マシンを作成できます。 「第 13 章 テンプレートおよびクローンの
操作 （P.213）」を参照してください。

それぞれのタイプの作成プロセスでは、ウィザードに表示される手順に従って、完全
で正常に動作する仮想マシンを作成できます。

仮想マシンの作成 10

注意   仮想マシンの作成後は、ゲストOSおよび VMware Tools をインストールする必
要があります。 前述のいずれの作成プロセスでも、ゲストOS はインストールされま
せん。 また、ゲストOS をインストールする前に、ゲストOS のインストール ノート
を確認してください。 この情報は、『ゲストOSインストール ガイド』に記述されて
います。
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本章では、次の内容について説明します。

新規仮想マシン ウィザードの使用方法 （P.150）

ゲストOS のインストール （P.161）

VMware Tools のインストールとアップグレード （P.162）

仮想マシンを作成するには、適切な権限を持っている必要があります。 必要な権限を
持っているかどうか不明な場合は、VirtualCenter 管理者に問い合わせてください。

新規仮想マシン ウィザードの使用方法
[ 新規仮想マシン（New Virtual Machine）] ウィザードには、さまざまな場所からアク
セスできます。 本章の説明では、そのウィザードの起動方法の 1つを使用していま
す。 ほとんどのコンテキストで、次のGUI オブジェクトの右クリック ポップアップ 
メニューに、[ 新規仮想マシン（New Virtual Machine）] ウィザードを起動できるオプ
ションが含まれています。

リソース プール
クラスタ
ホスト
仮想マシン フォルダ

全体的に VI Client と同様、[ 新規仮想マシン（New Virtual Machine）] ウィザードはコ
ンテキストによって動作が異なり、ホスト環境と選択内容に応じて画面と構成オプ
ションが変化します。 現在のコンテキストに適した画面とオプションのみが有効にな
り、コンテキストに適していない項目は削除されるか、無効になります。

[新規仮想マシン（New Virtual Machine）] ウィザードの起動後は、次のいずれかのパ
スを選択する必要があります。

[ 標準（Typical）]　このパスでは、デフォルトから変更する必要がほとんどない
選択肢をいくつか省略することで、プロセスが短縮されています。 「標準的な仮
想マシンの作成 （P.151）」を参照してください。

[ カスタム（Custom）]　カスタム パスによって、さらなる柔軟性とオプション
が提供されます。 「カスタム仮想マシンの作成 （P.154）」を参照してください。

終了前の追加構成の実行
それぞれのパスの最後のウィザード画面では、構成の選択内容を確認できます。ま
た、任意で [仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クスを開き、仮想マシンのインストールの終了前に、ディスクの追加など、その他の
構成オプションを設定することができます。 
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[ 新規仮想マシン（New Virtual Machine）] ウィザードから [ 仮想マシンのプロパティ
（ Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを開くには、[終了前に仮想マシ
ンの設定を編集（Edit the virtual machine settings before completion）] チェックボッ
クスを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 [ 仮想マシンのプロパティ
（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスの詳細については、「仮想マシンの
プロパティ エディタ （P.187）」を参照してください。

標準的な仮想マシンの作成
いくつかの仮定が仮想マシンの構成になされているので、典型的なパスが短縮されて
います。 仮想マシンを完全にカスタマイズする場合は、「カスタム仮想マシンの作成 
（P.154）」を参照してください。

通常パスを介して新規仮想マシンを作成するには

1 VirtualCenter Client で、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] を
クリックし、必要に応じてインベントリを展開します。

2 [ インベントリ（inventory）] リストで、新しい仮想マシンの追加先となる管理
対象ホストを選択します。

ホストの [概要（Summary）] タブが表示されます。

3 [ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] を選択し
ます。

新規仮想マシンウィザードが表示されます。

4 [ 標準（Typical）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

5 仮想マシン名を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

[仮想マシン名（Virtual Machine Name）] フィールドに入力する名前は、
VirtualCenter Client のインベントリにリスト表示される名前です。 仮想マシンの
ファイル名としても使用されます。 この名前は最長 80 文字で、英数字、アン
ダーライン（_ ）、ハイフン（-）を使用できます。 この名前は、フォルダ内で一
意なものにする必要があります。 名前は大文字と小文字が区別されません。 
「my_vm」という名前は「My_Vm」と同一です。

6 データ センターのフォルダまたはルートを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。 

7 リソース プールのオプションを使用できる場合は、仮想マシンを実行するリ
ソース プールの場所までツリーを展開し、それをハイライト表示して、[ 次へ
（Next）] をクリックします。
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リソース プールでは、コンピューティング リソースを分かりやすい階層に設定す
ることによってホスト内でコンピューティング リソースを管理できます。 仮想マ
シンおよび子リソース プールは、親リソース プールのリソースを共有します。 リ
ソース プールの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

8 仮想マシン ファイルを保存するデータストアを選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

仮想マシンおよびすべての仮想ディスク ファイルを保存できる十分な容量を持つ
データストアを選択します。 ESX Serverホストの場合は、VMFSボリューム、NAS
ボリューム、iSCSI ボリュームなどのデータストアをこのホスト上で構成します。

9 [ ゲスト OS（Guest Operating System）]でオペレーティング システム ファミリ
（[Microsoft Windows]、[Linux]、[Novell NetWare]、[Solaris]、[ その他（Other）]）
を選択し、ドロップダウン メニューでバージョンを選択してから [次へ（Next）]
をクリックします。 [ その他（Other）] を選択した場合は、そのOSの表示名を入
力してください。 この名前は、仮想マシンの作成後に変更することができます。
それには、[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ 
ボックスを開き、[オプション（Options）] タブ - [ 詳細（Advanced）] - [ 全般
（General）] - [ 構成パラメータ（Configuration Parameters）] - [guestOSAltName]
パラメータを編集します。

これが仮想マシンのオペレティーング システムになります。 オペレーティング 
システムは、仮想マシンの使用目的に基づいて選択します。 選択されたゲスト
OS によって、サポートされるデバイスおよび仮想マシンで使用可能な仮想 CPU
の数が変化します。 

詳細については『ゲストOS インストール ガイド』を参照してください。

このウィザードによってゲストOS がインストールされるわけではありません。 
新規仮想マシンウィザードはこの情報を使用して、必要なメモリ サイズなど適
切なデフォルト値を選択します。 

10 ドロップダウン メニューから仮想マシンに含まれる仮想プロセッサの数を選択
し、[次へ（Next）] をクリックします。

マルチCPUの仮想マシンをパワーオンするには、VMware Virtual SMP™のライセ
ンスが必要です。 ライセンスの詳細については、ESX Server 3の『インストール ガ
イド』、または ESX Server 3i の『セットアップ ガイド』を参照してください。

注意   ホストがシングル プロセッサの場合、またはゲストOS が SMP をサポート
していない場合（たとえばNetWare やWindows NT 4.0 の場合）、[ 仮想 CPU
（Virtual CPUs）] ページは表示されません。
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11 メガバイト数を選択して、仮想マシンのメモリ サイズを構成します。

最小サイズ、推奨サイズ、最高パフォーマンス用の最大サイズ、および最大サイ
ズは、ゲストOS によって異なります。 最小メモリサイズは、ゲストOS の種類
に関係なく 4 MB です。 最大サイズはホストによって異なりますが、ESX Server 
3.5 および ESX Server 3i バージョン 3.5 では 65,532 MB（64 GB - 4 MB）です。 メモ
リ サイズは、4 MB の倍数で指定する必要があります。

スライダー沿いにある色つき三角形は、ウィザードのキーで示されるこれらのメ
モリ サイズを表しています。 スライダーをドラッグするか、上下矢印を使用して
サイズを設定することもできます。 ベスト パフォーマンス用の最大値はしきい値
を表しています。この値を超えるとホストの物理メモリが不足し、仮想マシンを
最大速度で実行できなくなります。 この値は、ホストの状態の変化（仮想マシン
のパワーオン /パワーオフなど）に応じて変動します。

12 [ 次へ（Next）] をクリックします。

13 接続先のネットワーク アダプタ（NIC）の数、ネットワークの名前、起動時に
ネットワークに接続するかどうかを選択し、接続先のネットワークおよびネット
ワーク オプションを選択します。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン メニューには、仮想マシンがこのホ
ストで使用するように構成されているポート グループがリスト表示されます。 仮
想マシンのポート グループが構成されていない場合は、警告ダイアログ ボック
スが表示され、仮想ネットワーク カードを構成できません。

14 [ 次へ（Next）] をクリックします。

15 仮想ディスクのサイズを指定します。

ディスク サイズは、メガバイト（MB）またはギガバイト（GB）単位で入力しま
す。 デフォルトは、4 GB です。 選択した VMFS ボリュームの使用可能スペースが
リスト表示されます。 MB または GB単位で整数を使用して、サイズが 1 MB から
2 TB（2,048 GB）までのディスクを構成できます。

仮想ディスクには、ゲストOS およびインストールする予定のすべてのアプリ
ケーションに必要な容量を十分に備え、データや将来の拡張にも対応できる容量
が必要です。 

注意   仮想マシンを複数のネットワークに接続する場合は注意してください。 仮想
マシンはホストと物理ネットワーク ハードウェアを共有しているので、仮想マシ
ンによって偶発的または故意に2つのネットワークがブリッジされることが起こ
り得ます。 最小スパニング ツリー プロトコルでは、この発生を防げません。
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あとで仮想ディスクの最大容量を変更することはできませんが、[仮想マシンの
プロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログボックスを使用して追加の
仮想ディスクをインストールすることはできます。

たとえば、Windows Server 2003 およびアプリケーション（Microsoft Office な
ど）を仮想マシンにインストールするには、仮想ディスクを格納するファイル 
システムに約 1GB の実際の空きスペースが必要です。

16 [ 次へ（Next）] をクリックします。

17 [ 新規仮想マシンの設定完了（Ready to Complete New Virtual Machine）] ページ
で選択内容を確認し、次のオプションを指定します。

[作成タスクを送信する前に仮想マシンの設定を編集します（Edit the virtual 
machine settings before submitting the creation task）]

[ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボック
スを開いて、ディスクの追加などその他の構成を設定する場合は、このオプ
ションを選択します（「終了前の追加構成の実行 （P.150）」を参照）。

「ゲストOSのインストール （P.161）」および「VMware Tools のインストールと
アップグレード （P.162）」を参照してください。

カスタム仮想マシンの作成
ここでは、新規仮想マシンウィザードでカスタム パスを選択した場合に従う手順に
ついて説明します。 

カスタム パスによる新しい仮想マシンの作成手順

1 VirtualCenter Client で、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] を
クリックし、必要に応じてインベントリを展開します。

2 [ インベントリ（inventory）] リストで、新しい仮想マシンの追加先となる管理
対象ホストを選択します。 

3 [ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [仮想マシン（Virtual Machine）]を選択します。

新規仮想マシンウィザードが表示されます。 

4 [ カスタム（Custom）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

注意   新しい仮想マシンを使用するには、はじめに仮想ドライブをパーティ
ション分割してフォーマットし、ゲストOS をインストールしてから、
VMware Tools をインストールする必要があります。 通常、仮想ドライブの
パーティション分割とフォーマットは、オペレーティング システムのイン
ストール プログラムで処理されます。
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5 仮想マシン名を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

[仮想マシン名（Virtual Machine Name）] フィールドに入力する名前は、
VirtualCenter Client のインベントリにリスト表示される名前です。 仮想マシンの
ファイル名としても使用されます。 この名前は最長 80 文字で、英数字、アン
ダーライン（_ ）、ハイフン（-）を使用できます。 この名前は、データ センター
全体およびフォルダ内で一意の名前であることが必要です。 名前は大文字と小文
字が区別されません。 「my_vm」という名前は「My_Vm」と同一です。

6 データ センターのフォルダまたはルートを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

7 リソース プールのオプションを使用できる場合は、仮想マシンを実行するリ
ソース プールの場所までツリーを展開し、それをハイライト表示して、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

リソース プールでは、コンピューティング リソースを分かりやすい階層に設定す
ることによってホスト内でコンピューティング リソースを管理できます。 仮想マ
シンおよび子リソース プールは、親リソース プールのリソースを共有します。 リ
ソース プールの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

8 仮想マシン ファイルを保存するデータストアを選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

仮想マシンおよびすべての仮想ディスク ファイルを保存できる十分な容量を持つ
データストアを選択します。 ESX Serverホストの場合は、VMFSボリューム、NASボ
リューム、iSCSIボリュームなどのデータストアをこのホスト上で構成します。 

9 [ ゲスト OS（Guest operating system）] で、オペレーティング システム ファミ
リ（Microsoft Windows、Linux、Novell NetWare、Solaris、またはその他）を選
択します。

10 ドロップダウン メニューからバージョンを選択します。

これが仮想マシンのオペレティーング システムになります。 オペレーティング 
システムは、仮想マシンの使用目的に基づいて選択します。 選択されたゲスト
OS によって、サポートされるデバイスおよび仮想マシンで使用可能な仮想 CPU
の数が変化します。 

このウィザードによってゲストOS がインストールされるわけではありません。 
新規仮想マシンウィザードはこの情報を使用して、必要なメモリ サイズなど適
切なデフォルト値を選択します。 

11 [ 次へ（Next）] をクリックします。

12 ドロップダウン メニューから仮想マシンに含まれる仮想プロセッサの数を選択
し、[次へ（Next）] をクリックします。
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13 メガバイト数を選択して、仮想マシンのメモリ サイズを構成します。

最小サイズ、推奨サイズ、最大サイズは、ゲストOS によって異なります。 最小
メモリサイズは、ゲストOS の種類に関係なく 4 MB です。 最大サイズはホスト
によって異なりますが、ESX Server 3.5 および ESX Server 3i バージョン 3.5 では
65,532 MB（64 GB - 4 MB）です。 メモリ サイズは、4 MB の倍数で指定する必要が
あります。

14 [ 次へ（Next）] をクリックします。

15 接続する NIC の数、ネットワークの名前、パワーオン時にネットワークに接続
するかどうかを選択し、接続先のネットワークおよびネットワーク オプション
を選択します。

仮想マシンのパワーオン時に仮想ネットワーク アダプタを自動的に接続しない
場合は、[パワーオン時に接続（Connect at Power On）] チェックボックスの選
択を解除します。

[ネットワーク（Network）] ドロップダウン メニューには、仮想マシンがこのホ
ストで使用するように構成されているポート グループがリスト表示されます。 仮
想マシンのポート グループが構成されていない場合は、警告ダイアログ ボック
スが表示され、仮想ネットワーク カードを構成できません。

16 [ 次へ（Next）] をクリックします。

17 仮想マシンで使用する SCSI アダプタのタイプを選択します。

仮想マシンには、2つの IDE アダプタと 1つの SCSI アダプタがインストールさ
れています。 IDE アダプタは、常に ATAPI です。 SCSI アダプタでは、BusLogic ま
たは LSI Logic SCSI アダプタのどちらかを選択できます。 

[I/O アダプタ タイプの選択（Select I/O Adapter Types）] ページでは、ゲストOS
のデフォルトがすでに選択されています。 古いゲストOS のデフォルトは、
BusLogic アダプタです。 LSI Logic アダプタは高性能で、非ディスクの SCSI デバ
イスとの連携が強化され、Windows Server 2003 に含まれています。

注意   ホストがシングル プロセッサの場合、またはゲストOS が SMP をサポート
していない場合（たとえばNetWare やWindows NT 4.0 の場合）、[ 仮想 CPUの
数（The Number of Virtual CPUs）] ページは表示されません。

注意   仮想マシンを複数のネットワークに接続する場合は注意してください。 仮想
マシンはホストと物理ネットワーク ハードウェアを共有しているので、仮想マシ
ンによって偶発的または故意に2つのネットワークがブリッジされることが起こ
り得ます。 最小スパニング ツリー プロトコルでは、この発生を防げません。
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ドライバは、LSI Logic の Web サイトからダウンロードできます。 この仮想マシ
ンにインストールするドライバおよびゲストOS の詳細については、『ゲストOS
のインストール ガイド）』を参照してください。

18 ディスクのタイプを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

仮想マシンのデータは、新しい仮想ディスク、既存の仮想ディスク、マップされ
た SAN（ストレージ エリア ネットワーク）の LUN（論理ユニット番号）に格納
できます。

仮想ディスクは、ゲストOS に単一のハード ディスクとして認識される、ファイ
ル システム上の 1つまたは複数のファイルで構成されています。 これらのディス
クは、ホスト間で移動できます。

SAN LUNをマッピングすることによって、仮想マシンがこの SANに直接アクセ
スできるようになります。これによって、ユーザーは既存の SANコマンドを使
用し、ディスクのストレージを管理できるようになります。

任意で、ディスクなしの仮想マシンを作成することもできます。  

SAN LUNの構成については、『SAN構成ガイド』を参照してください。 

新しい仮想ディスクを作成する場合は、手順19 に進みます。

既存の仮想ディスクを使用する場合は、手順24 に進みます。

マッピングされた SAN LUN を作成する場合は、「SAN LUN のマッピング 
（P.159）」に進みます。

ディスクなしの仮想マシンを作成する場合は、手順23 に進みます。

19 新しい仮想マシンを作成することを選択した場合、仮想ディスクのサイズを選択
し、仮想ディスクのデータストアの場所を指定し、[次へ（Next）] をクリック
する必要があります。

ディスク サイズは、メガバイト（MB）またはギガバイト（GB）単位で入力しま
す。 デフォルトは、4 GB です。 選択した VMFS ボリュームの使用可能スペースが
リスト表示されます。 サイズが 1 MB から 2 TB（2,048 GB）までの整数（MBまた
は GB単位）のディスクを構成できます。

仮想ディスクには、ゲストOS およびインストールする予定のすべてのアプリ
ケーションに必要な容量を十分に備え、データや将来の拡張にも対応できる容量
が必要です。 

注意   どちらの SCSI アダプタを選択しても、仮想ディスクが IDE ディスクか、
SCSI ディスクかには影響しません。 
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あとで仮想ディスクの最大容量を変更することはできませんが、[仮想マシンの
プロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログボックスを使用して追加の
仮想ディスクをインストールすることはできます。

たとえば、Windows Server 2003 およびアプリケーション（Microsoft Office な
ど）を仮想マシンにインストールするには、仮想ディスクを格納するファイル 
システムに約 1 GB の実際の空きスペースが必要です。

仮想ディスクは、仮想マシンのデータストアと同じ場所に配置するか、または別
の場所のデータストアを選択することができます。 [ 参照（Browse）] ボタンを使
用し、データストアを配置します。 [ データストアの参照（Browse for Datastore）]
ダイアログボックスが表示されます。

20 仮想デバイス ノードと、仮想ディスクのディスク モードを選択します。

21 独立ディスク モードを選択した場合、次のいずれかのオプションを選択します。

a [ 通常（Persistent）]　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに書
き込まれます。

b [ 読み取り専用（Nonpersistent）]　ディスクへの変更は、仮想マシンをパ
ワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

22 [ 次へ（Next）] をクリックします。

23 [ 新規仮想マシンの設定完了（Ready to Complete New Virtual Machine）] ページ
で選択内容を確認し、次のオプションを指定します。

[作成タスクを送信する前に仮想マシンの設定を編集します（Edit the virtual 
machine settings before submitting the creation task）]

[ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボック
スを開いて、ディスクの追加などその他の構成を設定する場合は、このオプ
ションを選択します（「終了前の追加構成の実行 （P.150）」を参照）。

「ゲストOSのインストール （P.161）」および「VMware Tools のインストー
ルとアップグレード （P.162）」を参照してください。

24 既存の仮想ディスクを使用する場合は、[参照（Browse）] をクリックし、使用
する仮想ディスクに移動します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

25 仮想ディスクで使用する仮想デバイスノードを選択します。

注意   新しい仮想マシンを使用するには、はじめに仮想ドライブをパーティ
ション分割してフォーマットし、ゲストOS をインストールしてから、
VMware Tools をインストールする必要があります。 通常、仮想ドライブの
パーティション分割とフォーマットは、オペレーティング システムのイン
ストール プログラムで処理されます。
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26 独立モードを選択した場合、次のいずれかのオプションを選択します。

a [ 通常（Persistent）]　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに書
き込まれます。

b [ 読み取り専用（Nonpersistent）]　ディスクへの変更内容は、パワーオフ
したり、スナップショットまで戻ると、破棄されます。

27 [ 次へ（Next）] をクリックします。

28 [ 新規仮想マシンの設定完了（Ready to Complete New Virtual Machine）] ページ
で選択内容を確認し、次のオプションを指定します。

[作成タスクを送信する前に仮想マシンの設定を編集します（Edit the virtual 
machine settings before submitting the creation task）]

[ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボック
スを開いて、ディスクの追加などその他の構成を設定する場合は、このオプ
ションを選択します（「終了前の追加構成の実行 （P.150）」を参照）。

「ゲストOSのインストール （P.161）」および「VMware Tools のインストールと
アップグレード （P.162）」を参照してください。

SAN LUN のマッピング 
ESX Server ホスト上で実行される仮想マシンでは、仮想マシンのデータを仮想ディス
ク ファイルに格納せずに、データを直接 SAN LUN上に格納できます。 これは、スト
レージ デバイスの物理的特性の把握が必要なアプリケーションを仮想マシンで実行
する場合に便利です。 

LUN を VMFS ボリュームにマップすると、VirtualCenter によって Raw LUNを指す
ファイルが作成されます。 ファイルに含まれるディスク情報をカプセル化すると、
VirtualCenter で LUN をロックし、1台の仮想マシンのみが書き込みを行えるように
できます。

注意   新しい仮想マシンを使用するには、はじめに仮想ドライブをパーティ
ション分割してフォーマットし、ゲストOS をインストールしてから、
VMware Tools をインストールする必要があります。 通常、仮想ドライブの
パーティション分割とフォーマットは、オペレーティング システムのイン
ストール プログラムで処理されます。
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SAN LUN をマップするには

1 [ ディスクの選択（Select a Disk）] ページで、[ マップされた SAN LUN（Mapped 
SAN LUN）] を選択します。

2 [ 次へ（Next）] をクリックします。

3 Rawディスクの LUNを選択します。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 LUN のマップ先となるデータストアを選択します。

6 [ 次へ（Next）] をクリックします。

7 物理または仮想、どちらかの互換モードを選択します。

物理互換モードは、ゲストOS がハードウェアに直接アクセスできるように
します。 物理互換は、仮想マシンで SAN対応のアプリケーションを使用し
ている場合に便利です。 ただし、物理互換用に構成された LUNでは、ク
ローン作成、テンプレート作成、あるいは移行（移行にそのディスクの複製
が含まれる場合）は不可です。 

仮想互換モードでは、仮想マシンで VMware スナップショットやその他の上
級機能を使用できます。 仮想互換モードは、LUNを仮想ディスクのように機
能させ、ディスク モードなどの機能を使用できるようにします。 ディスクの
クローン作成、ディスクからのテンプレート作成、または（移行の中でコ
ピーが行われる場合の）移行を行う場合、LUNの内容は仮想ディスク
（.vmdk）ファイルにコピーされます。 

次に表示される画面には、選択するモードによって異なるオプションが表示
されます。

8 [ 詳細オプションの指定（Specify Advanced Options）] ページでは、仮想デバイ
ス ノードを変更できて [次へ（Next）] をクリックします。

9 [ 新規仮想マシンの設定完了（Ready to Complete New Virtual Machine）] ページ
で、選択内容を確認してください。 仮想マシンを完成するには [ 終了（Finish）]
をクリックします。また、任意で追加構成を実行することもできます（「終了前
の追加構成の実行 （P.150）」を参照）。

注意   このファイルには .vmdk拡張子が付いていますが、ESX Server システム上の
LUNへのマッピングを示すディスク情報のみが格納されています。 実際のデータは、
LUNに格納されます。

テンプレートから仮想マシンをデプロイしたり、仮想マシンのデータを LUN上に格
納したりすることはできません。仮想マシンのデータは、仮想ディスク ファイルに
のみ格納できます。
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ゲスト OSのインストール
新しい仮想マシンは、ハード ディスクが空の物理コンピュータのようなものです。 新
しい仮想マシンを使用するには、仮想ディスクをパーティション分割してフォーマッ
トしてから、ゲストOS をインストールする必要があります。 オペレーティング シス
テムのインストール プログラムで、パーティション分割およびフォーマットの手順
を実行できます。

仮想マシンにゲストOS をインストールするのは、物理コンピュータにインストール
することと同じです。 標準的なオペレーティング システムをインストールする基本手
順を、次に示します。 個々のゲストOS の詳細については、『ゲストOSインストール 
ガイド』を参照してください。

ゲストOSのインストール手順

1 VMware VirtualCenter を起動します。

2 インストールするゲストOS のインストール CD-ROMを挿入する、またはイン
ストール CD-ROMから ISOイメージ ファイルを作成します。 仮想マシン設定エ
ディタを使用して、仮想マシンの CD-ROMドライブを ISOイメージ ファイルに
接続し、仮想マシンをパワーオンします。 

ISO イメージを使用すると、CD-ROMよりも迅速に処理を行うことができます。

3 [ パワーオン（Power On）] ボタンをクリックして、仮想マシンをパワーオンし
ます。

注意   仮想マシンの BIOS 設定で、起動順序の変更が必要になることがあります。 ただ
し、仮想マシンの起動シーケンスの進行が早すぎて、ユーザーが仮想マシンのコン
ソールを開いて BIOS 設定画面に入ることができない場合があります。 その場合は、
仮想マシンのプロパティを変更し、起動シーケンスを遅くしたり、強制的に BIOS 設
定画面に入ることができます。 「仮想マシン オプションの変更 （P.195）」を参照して
ください。 以前のバージョンの VirtualCenter で、GUI にこれらのオプションが含まれ
ていない場合は、 <Ctrl>+<Alt>+<Insert>（Windows 以外のシステムでは 
<Ctrl>+<Alt>+<Delete>）を使用して仮想マシンをソフト リセットしてください。

注意   場合によっては、仮想マシンの BIOS で、CD/DVD デバイスから最初に起動
するように起動順序を変更する必要があります。 仮想マシンの起動中にプロンプ
トが表示されたら、<F2> を押します。
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仮想マシンがパワーオン状態になると、インベントリ リストの仮想マシン アイ
コンの隣に緑色の右矢印が表示され、[コマンド（Commands）] パネルに次の
ような画像が表示されます。

4 オペレーティング システム ベンダーの指示に従います。

ゲストOS のカスタマイズ方法については、「ゲストOS のカスタマイズ 
（P.225）」を参照してください。

VMware Tools のインストールとアップグレード
VMware Tools は、仮想マシンのゲストOS のパフォーマンスを強化し、仮想マシン
の管理機能を改善する一連のユーティリティです。 ゲストOS に VMware Tools をイン
ストールすることは、非常に重要です。 ゲストOS は VMware Tools がなくても動作し
ますが、重要な機能および利便性が失われます。 

VMware Tools をインストールすると、次のものがインストールされます。

VMware Tools サービス（Windows ゲストでは VMwareService.exe、Linux および
Solaris ゲストでは vmware-guestd）。 このサービスでは、ゲストOS の時刻がホ
ストOS の時刻と同期をとります。 Windows ゲストでは、マウス カーソルの獲得
と開放も制御します。

SVGA ディスプレイ ドライバ、一部のオペレーティング システム用の vmxnet

ネットワーク ドライバや BusLogic SCSI ドライバ、仮想マシン間で効率的にメモ
リを割り当てるメモリ コントロール ドライバ、Consolidated Backup 用の入出力
を停止する sync ドライバ、VMware マウス ドライバなど一連の VMware デバイ
ス ドライバ。

設定の変更、仮想ディスクの縮小、および仮想デバイスの接続と切断を実行でき
る VMware Tools のコントロール パネル。

ゲストOS 処理を自動化するスクリプト セット。 このスクリプトは、仮想マシン
のパワー状態が変化すると実行されます（実行されるように構成してある場合）。
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VMware ユーザー プロセス（Windows ゲストでは VMwareUser.exe、Linux および
Solaris ゲストでは vmware-user）。ゲストと管理対象ホストOS との間で、テキ
ストのコピー アンド ペーストが可能になります。

Linux および Solaris ゲストでは、SVGA ドライバがインストールされていない場
合に、このプロセスによってマウス カーソルの獲得と開放が制御されます。

NetWare オペレーティング システムには VMware Tools ユーザー プロセスがイン
ストールされません。 代わりに、vmwtoolプログラムがインストールされます。 
このプログラムによって、マウス カーソルの獲得と開放が制御されます。 また、
テキストのコピー アンド ペーストも可能です。 

WYSE マルチメディア リダイレクタをインストールすることもできます。これによ
り、WYSE シン クライアント デバイス上で実行されるWindows ゲスト OSのスト
リーミング ビデオ パフォーマンスが向上します。 

VMware Tools のインストールまたは再インストールを行う前に、ゲストOS を構成
します。 ゲストOS を前もって構成しておくと、VMware Tools が適切なマウス構成お
よびモジュール構成を決定できます。

VMware Tools には、次の制限があります。

縮小ディスクはサポートされません。

Microsoft Windows NT では、サスペンド / レジュームを実行するデフォルトのス
クリプトが機能しません。

4.2.0 より前の  X Windows のバージョンでは、マウス ドライバのインストールに
失敗します。

この項の内容は、次のとおりです。

VMware Tools プロパティ ダイアログボックスの表示 （P.169）

VMware Tools のアップグレード （P.170）

注意   VMware Tools をインストールする時点で、ゲストOSがインストールされてい
るものの適切に構成されていない場合、VMware Tools を正常にインストールできま
せん。 これが原因で、ゲストOS がクラッシュする可能性があります。

注意   仮想マシンに VMware Tools をインストールしていない場合、[シャットダウン
（shutdown）] オプションまたは [再起動（restart）] オプションは使用できません。 
使用できるのは、[パワー（Power）] オプションのみです。 ゲストOS をシャットダ
ウンする場合は、仮想マシンをパワーオフする前に、仮想マシン コンソールから
シャットダウンします。
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Windows、Linux、Solaris、NetWare の各ゲストOS用の VMware Tools のインストー
ラは、ISO イメージ ファイルとして ESX Server に組み込まれています。 ゲストOS で
は、ISO イメージ ファイルが CD-ROMのように認識され、Windows Explorer では
CD-ROMとして表示されます。 VMware Tools をインストールする場合、実際の
CD-ROMディスクを使用する必要はありません。また、CD-ROMイメージをダウン
ロードしたり、このイメージ ファイルの物理 CD-ROMを焼く必要もありません。

VMware Tools のインストールを選択した場合、VMware VirtualCenter によって仮想マ
シンの第 1仮想 CD-ROMディスク ドライブが、そのゲストOS用の VMware Tools の
インストーラが含まれている ISO イメージ ファイルに一時的に接続されます。 これ
で、インストール プロセスを開始する準備ができました。 

Windows ゲストで VMware Tools をインストールまたはアップグレードするには 

1 仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシンをパワーオンします。

3 ゲストOS が起動したら、仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のインス
トール（Install VMware Tools）] を選択します。

4 仮想マシン内部で [OK] をクリックし、VMware Tools をインストールすることを
確認して [InstallShield] ウィザードを起動します。

ゲストOS で自動実行を有効にしている場合（Windows オペレーティング シ
ステムのデフォルト設定）、ダイアログボックスが表示されます。

自動実行が有効ではない場合、VMware Tools インストーラを実行します。 [ ス
タート（Start）] - [ ファイル名を指定して実行（Run）] をクリックし、「D:
￥setup.exe」と入力します（「D:」 は、第 1仮想 CD-ROMドライブです）。

5 画面に表示される指示に従います。 

Windows Server 2003 では、SVGA ドライバが自動的にインストールされま
す。ゲストOS の再起動後、このドライバが使用されます。 

VMware Tools のインストール後、Windows 2000およびWindows XPゲストOS
で新しいドライバを使用するには、ゲストOSを再起動する必要があります。

注意   WYSE シン クライアント デバイスを使用し、VMware Tools と WYSE マルチメ
ディア サポートをインストールする場合は、「VMware Tools のカスタム インストー
ル （P.172）」を参照してください。 WYSE マルチメディア サポートをインストールす
るには、カスタム インストール パスを使用する必要があります。 
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RPMインストーラを使用して Linux ゲストで X Windowから VMware Tools をイン
ストールまたはアップグレードするには

1 仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシンをパワーオンします。

3 ゲストOS が起動したら、仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のインス
トール（Install VMware Tools）] を選択します。

これ以後のステップは、仮想マシン内で実行します。 

4 次のいずれかを行なってください。

デスクトップに [VMware Tools CD] アイコンが表示されている場合は、その
アイコンをダブルクリックし、内容が表示されたら CD-ROMのルートで
RPMインストーラをダブルクリックします。

ファイル マネージャ ウィンドウが表示された場合は、RPMインストーラ 
ファイルをダブルクリックします。

一部の Linux ディストリビューションでは、[VMware Tools CD] アイコンが表示
されない場合があります。 その場合は、コマンド ラインから VMware Tools のイ
ンストールを行います。

5 プロンプトが表示されたら、rootのパスワードを入力して [OK] をクリックします。

インストーラによって、パッケージが準備されます。 

6 [ システム準備が完了しました（Completed System Preparation）] と表示された
ダイアログ ボックスが開いたら、[ 続行（Continue）] をクリックします。

ダイアログ ボックスにプログレス バーが表示されます。 インストーラが終了する
と、VMware Tools がインストールされます。 確認や終了ボタンは表示されません。

7 X Windowで、root として（su -）、次のファイルを実行して VMware Tools を構
成します。

vmware-config-tools.pl

インストーラが画面に表示する質問に答えてください。 デフォルト値のままでよ
い場合は <Enter> キーを押します。

8 終了したら、次のように入力して root アカウントを終了してください。

exit 

9 X Windowで次のように入力し、[VMware Tools プロパティ（VMware Tools 
Properties）] ダイアログ ボックスを開きます。

vmware-toolbox &
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Linux ゲストで tar インストーラまたは RPMインストーラを使用してVMware Tools
をインストールまたはアップグレードするには

1 仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシンをパワーオンします。

3 ゲストOS が起動したら、仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のインス
トール（Install VMware Tools）] を選択します。

これ以後のステップは、仮想マシン内で実行します。 

4 root として（su -）、次のように VMware Tools の仮想 CD-ROMイメージをマウ
ントして、作業ディレクトリ（/tmpなど）に移動します。

Linux ディストリビューションによっては、デバイス名が異なっていたり、/dev

ディレクトリの構造が異なっている場合があります。 使用しているディストリ
ビューションに合わせて、次のコマンドを修正してください。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /tmp

5 インストーラを解凍し、CD-ROMイメージをアンマウントします。

使用しているインストーラが tar インストーラまたは RPMインストーラかに応
じて、次のいずれかの処理を実行します。

tar インストーラの場合、コマンド プロンプトで次のように入力します。
tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.tar.gz
umount /dev/cdrom 

 <xxxx> はWorkstation リリースのビルドまたはバージョン番号です。

RPMインストーラの場合、コマンド プロンプトで次のように入力します。
rpm -Uhv /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.i386.rpm
umount /dev/cdrom 

 <xxxx> はWorkstation リリースのビルドまたはバージョン番号です。

注意   一部の Linux ディストリビューションでは、CD-ROMを自動的にマウント
します。 使用しているディストリビューションで自動マウントが使用されている
場合は、この手順で説明している mountおよび umountコマンドを使用しない
でください。 その場合でも、VMware Tools インストーラを /tmpに展開する必要
があります。

注意   旧バージョンがインストールされている場合は、インストールする前に、
以前使用していた vmware-tools-distribディレクトリを削除します。 この
ディレクトリはデフォルトで次の場所にあります。

/tmp/vmware-tools-distrib
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6 使用しているインストーラが tar インストーラまたは RPMインストーラかに応
じて、次のいずれかの処理を実行します。

tar インストーラの場合は、VMware Tools の tar インストーラを実行します。

cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

画面上の構成に関する質問に回答します。 デフォルト値のままでよい場合は
<Enter> キーを押します。 

RPMインストーラの場合は、VMware Tools を構成します。

vmware-config-tools.pl

インストーラが画面に表示する質問に答えてください。 デフォルト値のまま
でよい場合は <Enter> キーを押します。

7 root アカウントをログオフします。

exit

8 グラフィカル環境を開始します。

9 X Windowで次のように入力し、[VMware Tools プロパティ（VMware Tools 
Properties）] ダイアログ ボックスを開きます。

vmware-toolbox &

Solaris ゲストに VMware Tools をインストールまたはアップグレードするには

1 仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシンをパワーオンします。

3 ゲストOS が起動したら、仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のインス
トール（Install VMware Tools）] を選択します。

これ以後のステップは、仮想マシン内で実行します。 

4 root としてログインし（su -）、必要に応じて次のように VMware Tools の仮想
CD-ROMイメージをマウントします。

注意   tarがインストールされている状態で rpmをインストールする場合、また
はその逆の場合、インストーラが以前のインストールを検出し、インストーラ 
データベースのフォーマットを変換してからインストールを続行する必要があ
ります。
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通常は、Solaris のボリューム マネージャ（vold）によって、CD-ROMが
/cdrom/vmwaretoolsにマウントされます。 CD-ROMがマウントされていない場
合は、次のコマンドを使用してボリューム マネージャを再起動します。

/etc/init.d/volmgt stop
/etc/init.d/volmgt start

5 CD-ROMのマウント後、次のように作業ディレクトリ（/tmpなど）に移動し、
VMware Tools を展開します。

cd /tmp
gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -

6 VMware Tools の tar インストーラを実行します。

cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

画面上の構成に関する質問に回答します。 デフォルト値のままでよい場合は
<Enter> キーを押します。 

7 root アカウントからログオフします。

exit

8 グラフィカル環境を開始します。

9 X Windowで次のように入力し、[VMware Tools プロパティ（VMware Tools 
Properties）] ダイアログ ボックスを開きます。

vmware-toolbox &

NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストールするには

1 仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシンをパワーオンします。

3 ゲストOS が起動したら、仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のインス
トール（Install VMware Tools）] を選択します。

これ以後のステップは、仮想マシン内で実行します。 

4 CD-ROMドライバをロードし、CD-ROMデバイスで ISOイメージをボリューム
としてマウントします。 

次のいずれかを行なってください。

NetWare 6.5仮想マシンの場合、システム コンソールで次のように入力します。

LOAD CDDVD

NetWare 6.0 または NetWare 5.1 仮想マシンの場合、システム コンソールで次
のように入力します。

LOAD CD9660.NSS
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ドライバのロードが終了したら、次の手順に従って、VMware Tools のインス
トールを開始できます。

5 システム コンソールで、次のコマンドを入力します。

vmwtools:￥setup.ncf

インストールが終了したら、[NetWareの VMware Toolsを現在実行しています
（VMware Tools for NetWare are now running）]というメッセージが、ロ
ガー画面（NetWare 6.5 またはNetWare 6.0 のゲストの場合）またはコンソール
画面（NetWare 5.1 ゲストの場合）に表示されます。 

VMware Tools プロパティ ダイアログボックスの表示
[VMware Tools プロパティ（VMware Tools Properties）] ダイアログ ボックスを使用し
て、仮想マシン内で VMware Tools を構成してください。 このダイアログ ボックスの
表示方法は、ゲストOS によって異なります。 

このダイアログ ボックスを使用すると、ホストとゲストの間の時刻同期、VMware 
Toolsのアップデートの通知（Windowsおよび Linuxゲストのみ）、および仮想マシン
のパワー状態が変化したときに実行するスクリプトの指定などの構成を実行できます。 

[VMware Tools プロパティ（VMware Tools Properties）] ダイアログ ボックスの使用方
法については、ダイアログ ボックス内の [ ヘルプ（Help）] ボタンをクリックしてく
ださい。

Windows ゲストでの [VMware Tools プロパティ（VMware Tools Properties）] ダイ
アログボックスを表示するには

仮想マシンのコンソールを開き、ゲストOS 内部からシステム トレイの [VMware 
Tools] アイコンをダブルクリックします。

Linux および Solaris ゲストでの [VMware Tools プロパティ（VMware Tools 
Properties）] ダイアログボックスの表示手順

仮想マシンのコンソールを開いてから端末ウィンドウを開き、次のコマンドを入力し
ます。

/usr/bin/vmware-toolbox &

NetWare 5.1 以降のゲストでの [VMware Tools] ダイアログ ボックスを表示するには

[Novell] - [Settings] - [VMware Tools for NetWare] を選択します。 
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VMware Tools のアップグレード 
VMware Tools は、手動でアップグレードすることも、自動で新しいバージョンの
VMware Tools を確認し、インストールするように仮想マシンを構成することもでき
ます（「仮想マシン オプションの変更 （P.195）」を参照）。 自動アップグレードにする
には、次の条件があります。

ESX Server 3.0.1 以降に付属するバージョンの VMware Tools が、仮想マシンにイン
ストールされていること。

仮想マシンが ESX Server 3.0.1 以降にホストされ、VirtualCenter サーバのバージョ
ンが 2.0.1 以降であること。 

仮想マシンで、ESX Server 3.0.1 以降または VirtualCenter 2.0.1 以降でサポートされ
る、Linux またはWindows ゲスト OS が実行されていること。

仮想マシンがパワーオンされていること。

VMware Tools を手動でアップグレードするには

1 VI client を起動して、VirtualCenter サーバにログインします。

2 [ インベントリ（Inventory）] - [ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）]
ビューを選択します。

3 アップグレード対象となる仮想マシンの配置されたホストまたはクラスタを選択
します。

4 [ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブを選択します。

5 アップグレードする仮想マシンを選択し、パワーオフします。

6 選択した仮想マシンを右クリックし、[ツールのインストール /アップグレード
（Install/Upgrade Tools）] を選択します。

7 （オプション）[詳細（Advanced）] フィールドにコマンド ライン オプションを
入力します（「コマンド ライン オプション （P.171）」を参照）。

8 [OK] をクリックします。 

VMware Tools は、仮想マシンのOS 内で手動でアップグレードすることもできます。
[VMware Tools プロパティ（VMware Tools Properties）] ダイアログ ボックスを開き
（システム トレイのアイコンをダブルクリック）、[オプション（Options）] タブの
[ アップグレード（Upgrade）] をクリックします。
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VMware Tools を自動的にアップグレードするように仮想マシンを設定するには

1 アップグレードする仮想マシンの [仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine 
Properties）] ダイアログ ボックスを開きます。

2 [ オプション（Options）] タブ - [VMware Tools] を選択します。 

3 [VMware Tools の自動アップグレード（Automatic VMware Tools Upgrade）] の下
の [ パワーオン前に VMware Tools をチェックしてアップグレード（Check and 
upgrade Tools before each power-on）] オプションを選択します。

4 [OK] をクリックします。

次回、仮想マシンをパワーオンするときに、新しいバージョンの VMware Tools の有
無を ESX Server サーバ ホストに確認します。 新しいバージョンがある場合、それをイ
ンストールし、ゲストOS が再起動されます（必要な場合）。

表10-1  コマンド ライン オプション

オプション 説明

-u user 対象となる仮想マシンに対して適切な権限を持つユーザーを指定し
ます（VirtualMachine.Config.*、VirtualMachine.Interact.*、
VirtualMachine.Provisioning.* など）。

-p password コマンド ラインのパスワードを指定します。 このオプションを省略
すると、ただちにパスワードを求めるプロンプトが表示されます。

-n vmname アップグレードする仮想マシンの名前。 この名前は、仮想マシンの表
示名に該当します。 複数の -n パラメータを使用して、複数の仮想マ
シンを指定します。 -h が指定されている場合、-n オプションは無視
されます。

-h host 特定ホストのすべての仮想マシンをアップグレードします。 指定した
ホストのバージョンが ESX 3.0 以上でない場合、アップグレードは失
敗します。

-m maxpowerons 特定のホストで、指定した数の仮想マシンだけをパワーオンします。

-o port デフォルトの 902 以外のポートを設定している場合は、
VirtualCenter サーバ ポートを指定します。

-t maxpowerontime 仮想マシンでツールのアップグレードがスケジュールされると、そ
の仮想マシンは、ツール インストール プロセスでパワーオンされて
動作できるようになります。 多くの場合、プロセスが完了すると、ゲ
ストがマシンをパワーオフします。 ゲストが自身で仮想マシンを
シャットダウンできない場合は、このパラメータを使用して、オン
にする仮想マシンに対して最大時間を設定することができます。

-s ツールをスキップし、仮想ハードウェアのみをアップグレードします。

-q 自動的に動作します。 シャットダウンでは、ステータスや完了を知ら
せるメッセージは表示されません。
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VMware Tools のカスタム インストール
VMware Tools のカスタム インストール パスを使用すると、WYSE マルチメディア サ
ポートなど、特定の仮想マシンのパフォーマンスを向上するオプションのドライバな
どのソフトウェアをインストールできます。 

Windows ゲストで VMware Tools をカスタム インストールするには

1 仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシンをパワーオンします。

3 ゲストOS が起動したら、仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のインス
トール（Install VMware Tools）] を選択します。

4 仮想マシン内部で [OK] をクリックし、VMware Tools をインストールすることを
確認して [InstallShield] ウィザードを起動します。

ゲストOS で自動実行を有効にしている場合（Windows オペレーティング シ
ステムのデフォルト設定）、ダイアログボックスが表示されます。

自動実行が有効ではない場合、VMware Tools インストーラを実行します。 [ ス
タート（Start）] - [ ファイル名を指定して実行（Run）] をクリックし、「D:
￥setup.exe」と入力します（「D:」 は、第 1仮想 CD-ROMドライブです）。

5 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ セットアップ タイプ（Setup Type）] ページが表示されます。

6 [ カスタム（Custom）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ カスタム セットアップ（Custom Setup）] ページが表示されます。

7 インストールする各オプション機能の横にある赤い Xをクリックし、[ この機能
はローカル ハード ドライブにインストールされます（This feature will be 
installed on local hard drive）] を選択します。

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

進行状況バーが表示され、インストールの進行状況が示されます。 

9 [ 終了（Finish）] をクリックします。 
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WYSE マルチメディア サポート
WYSE シン クライアント デバイスを使用して、VMware VDI を使用したリモート デス
クトップ セッションを実行する場合は、ゲストOSにWYSE マルチメディア サポー
トをインストールすると、ストリーミング ビデオのパフォーマンスが向上します。 
WYSE マルチメディア サポートでは、ストリーミング ビデオをホスト側ではなくク
ライアント側でデコードできるため、ネットワーク バンド幅を節約できます。 

WYSE マルチメディア サポートは、Windows 2003 およびWindows XP ゲスト OSで
のみサポートされています。 WYSE マルチメディア サポートは、VMware Tools のイン
ストールまたはアップグレード時にインストールされます。

VMware Tools と WYSE マルチメディア サポートのインストール

Windows 2003 またはWindows XP ゲスト OSに VMware Tools をはじめてインストー
ルするときは、カスタム インストール パスを選択すると、同時にWYSE マルチメ
ディア サポートをインストールできます。

VMware Tools をはじめてインストールする時にWYSE マルチメディア サポートをイ
ンストールするには

「VMware Tools のカスタム インストール （P.172）」で説明したカスタム インストー
ル パスの手順に従ってください。 [ カスタム セットアップ（Custom Setup）] ページ
で、[WYSE マルチメディア リダイレクタ（WYSE Multimedia Redirector）] をインス
トール対象として選択します。 

VMware Tools のアップグレード時にWYSE マルチメディア サポートをイン
ストールする
VMware Tools がインストール済みの仮想マシンでは、VMware Tools のアップグレー
ド時に、Windows の [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] 機能を
使用してWYSE マルチメディア サポートをインストールできます。 

[ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] を使用してWYSEマルチメ
ディア サポートをインストールするには

1 パワーオン状態の仮想マシンのコンソールを開きます。

2 仮想マシン内で、[スタート（Start）] - [ 設定（Settings）] - [ コントロール パネ
ル（Control Panel）] - [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] を
選択します。 

3 プログラム リストで VMware Tools を選択し、[ 変更（Change）] をクリックし
ます。 

VMware Tools のインストール ウィザードが表示されます。 
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4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[プログラムのメンテナンス（Program Maintenance）] ページが表示されます。 

5 [ 変更（Modify）] を選択して [ 次へ（Next）] をクリックします。

[カスタム セットアップ（Custom Setup）] ページが表示されます。

6 [WYSE マルチメディア リダイレクタ（WYSE Multimedia Redirector）] の横の赤
い×印をクリックし、[この機能はローカル ハード ドライブにインストールされ
ます（This feature will be installed on local hard drive）] を選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

8 [ 変更（Modify）] をクリックして、インストールを開始します。 

進行状況バーが表示され、インストールの進行状況が示されます。 

9 [ 終了（Finish）] をクリックします。 

VirtualCenter 2.0.1 以降で管理される ESX Server 3.0.1 以降のホスト上の仮想マシンで
は、VI Client から起動した VMware Tools のアップグレードの中でWYSE マルチメ
ディア サポートをインストールできます。 

VMware Tools のアップグレード時にWYSE マルチメディア サポートをインストール
するには

1 パワーオン状態の仮想マシンを右クリックし、[VMware Tools のアップグレード
（Upgrade VMware Tools）] を選択します。 

2 [ 詳細（Advanced）] テキスト ボックスに、「setup.exe /s 
/v”INSTALL_WYSE=1”」と入力します。

[OK] をクリックします。 
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本章では、仮想マシンの追加および削除、パワーオンおよびパワーオフなど、仮想マ
シンのタスクについて説明します。

本章では、次の内容について説明します。

仮想マシンのパワー状態の変更 （P.175）

仮想マシンの追加と削除 （P.181）

仮想マシンの起動とシャットダウン （P.183）

仮想マシンのパワー状態の変更
仮想マシンのパワー状態とは、仮想マシンが有効で、機能しているかどうかを示しま
す。 基本のパワー状態は、 オン、オフ、サスペンドの 3つです。 オンの状態にするに
は、マシンをパワーオンする、マシンをリセットする、またはサスペンド状態からア
クティビティをレジュームします。 オフの状態にするには、マシンをパワーオフす
る、またはすべての仮想マシン アクティビティをサスペンドします。 各仮想マシンの
パワー状態の変更は、仮想マシンのゲストOS に異なる影響をもたらします。

仮想マシンの管理 11
注意   表示されるビューおよび機能は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続されてい
るか、ESX Serverホストに接続されているかによって異なります。 特に説明がない限
り、プロセス、タスク、または説明は、両方のタイプの VI Client 接続に適用されます。
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これらのパワー状態を変更するアクセス ポイントもいくつかあります。 パワー状態を
変更する方法は、次のとおりです。 

仮想マシンを選択し、[インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual 
Machine）] メニューからパワー オプションを選択します。

[コマンド（Commands）] エリアから [ パワーオン（Power on）] を選択します。

ポップアップ メニューからパワー オプションを選択します。 

ナビゲーション バーの [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンで、
パワー状態の変更を設定します。

パワー状態に関するトピックは、次の項で説明されています。

仮想マシンの電源状態 （P.176）

パワー状態の変化について （P.178）

仮想マシンの手動パワーオン /オフ （P.178）

サスペンドとレジュームの使用 （P.179）

仮想マシンのパワー状態変更のスケジュール設定 （P.180）

仮想マシンの電源状態
基本のパワー状態のオプションは、次のとおりです。

[ パワーオン（Power on）]　仮想マシンをパワーオンし、ゲストOS がインス
トールされている場合はゲストOS を起動します。 

[ パワーオフ（Power off）]　仮想マシンをパワーオフします。 仮想マシンでは、
ゲスト OS は安全にシャットダウンされません。

[ サスペンド（Suspend）]　仮想マシンの動作を一時中断します。 レジューム コ
マンドが発行されるまで、すべてのトランザクションは凍結されます。

[ レジューム（Resume）]　仮想マシンのアクティビティを続行し、サスペンド
状態を解除します。

[ リセット（Reset）]　ゲスト OS をシャットダウンし、再起動します。 この操作
は、シャットダウンするオペレーティング システムによって異なります。 自動的
にシャットダウンしないオペレーティング システムには、VMware Tools をイン
ストールする必要があります。 
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次の電源オプションは、仮想マシンの基本的な電源操作に加え、特定の機能を実行し
ます。 これらの機能を実行するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールす
る必要があります。

[ ゲストのシャットダウン（Shut down guest）]　ゲストOS を正常にシャットダ
ウンします。

[ ゲストをスタンバイ（Standby guest）]　ゲストOSをサスペンドし、VMware 
Tools のサスペンド スクリプトを実行します。 

[ ゲストの再起動（Restart guest）]　仮想マシンをパワーオフせずに、ゲスト OS 
をシャットダウンし、再起動します。

ツールバーのパワー ボタンの機能を次に示します。

[ パワーオフ（Power off）]　仮想マシンをパワーオフします。 パワーオフ操作を
行うと、ゲスト OS が正常にシャットダウンされない場合がある旨を伝える確認
ダイアログ ボックスが表示されます。

[ パワーオン（Power on）]　仮想マシンが停止しているときは仮想マシンをパ
ワーオンします。また、サスペンドしているときは仮想マシンをレジュームし、
スクリプトを実行します。VMware Tools がインストールされ、使用可能になり
ます。 VMware Tools がインストールされてない場合は、仮想マシンをレジューム
しますが、スクリプトは実行しません。

[ サスペンド（Suspend）]　VMware Tools がインストールされていない場合、ス
クリプトを実行せずに仮想マシンをサスペンドします。また、VMware Tools が
インストールされていて使用可能な場合、スクリプトを実行し、仮想マシンをサ
スペンドします。 

[ リセット（Reset）]　VMware Tools がインストールされていない場合は、仮想
マシンをリセットします。VMware Tools がインストールされていて使用可能な
場合は、ゲストOS を再起動します。 リセット操作を行うと、ゲスト OS が正常
にシャットダウンされない場合がある旨を伝える確認ダイアログ ボックスが表
示されます。

注意   パワー状態のアクションの各フォームを変更して、ゲストOSのシャット
ダウンやスクリプトの実行を含めるか、または除外することができます。 パワー
操作の設定を構成するには、[ホスト（host）] - [ 構成（Configuration）] - [ 仮想
マシンの開始 /シャットダウン（Virtual Machine startup/shutdown）] を選択し
ます。 
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パワー状態の変化について
仮想マシンのアクションを実行するには、仮想マシンが特定のパワー状態にあること
を前提とします。 仮想マシンのパワー操作を実行するときは、仮想マシンのパワー状
態が変更され、最初のコマンドが完了するまで、ほかのすべてのコマンドがロックさ
れます。

次の図は、仮想マシンの状態、移行、状態変更のコマンドを示します。 

図11-1  仮想マシンのパワー状態の変更

仮想マシンの手動パワーオン /オフ 
仮想マシンのパワー状態を変更する前に、VMware Infrastructure 環境に仮想マシンを
追加しておく必要があります。 「仮想マシンの追加と削除 （P.181）」を参照してくだ
さい。

仮想マシンの電源状態を手動で変更するには

1 ナビゲーションバーの [インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、仮想マシンを選択します。

3 ツールバーのパワー状態ボタンを使用するか、仮想マシンを右クリックしてパ
ワー状態オプションを選択します。

注意   [ パワーオフ（Power Off）] は、物理マシンを電気的にオフするのと同様で、必
ず仮想マシンがシャットダウンされます。 [ ゲストのシャットダウン（Shut Down 
Guest）] では、仮想マシンを正常にシャットダウンしようとします。
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サスペンドとレジュームの使用
サスペンドおよびレジューム機能は、仮想マシンの現在の状態を保存し、あとで保存
した状態から仮想マシンを操作できる便利な機能です。 

仮想マシンをレジュームして追加作業を行うと、その仮想マシンをサスペンド時の状
態に戻せなくなります。 仮想マシンの状態を保存し、同じ状態に繰り返し戻るように
するには、スナップショットを作成します。 詳細は、「スナップショットの使用 
（P.265）」を参照してください。

サスペンドとレジュームの処理速度は、仮想マシンの実行時に変更したデータの量に
よって異なります。 一般的に、初回のサスペンド操作は、その後のサスペンド操作よ
りも若干時間がかかります。

仮想マシンをサスペンドすると、.vmss 拡張子が付いたファイルが作成されます。 この
ファイルには、仮想マシンの全体的な状態についての情報が格納されます。 仮想マシン
がレジュームすると、 .vmss ファイルから仮想マシンの状態がリストアされます。

仮想マシンをサスペンドするには

1 仮想マシンがフル スクリーン モードで実行しているときは、<Ctrl >+ <Alt >
キーを押してウインドウ モードに戻します。

2 VMware Infrastructure Client ツールバーの [ サスペンド（Suspend）] をクリック
します。

VMware Infrastructure Client がサスペンド操作を完了すると、VMware 
Infrastructure Client を安全に終了できます。

3 [ ファイル（File）] - [ 終了（Exit）] を選択します。

サスペンドした仮想マシンをレジュームするには 

1 VMware Infrastructure Clientを起動し、サスペンドした仮想マシンを選択します。

2 VMware Infrastructure Client ツールバーの [ パワーオン（Power On）] ボタンを
クリックするか、ポップアップ メニューの [ パワーオン（Power On）] オプショ
ンまたは [コマンド（Commands）] ウインドウを選択します。

注意   仮想マシンのサスペンド時に実行していたアプリケーションは実行中で、
コンテンツは仮想マシンをサスペンドしたときと同じです。
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仮想マシンのパワー状態変更のスケジュール設定
与えられた権限によっては、VI Client に仮想マシンのパワー状況を変更するスケ
ジュール設定タスクを作成できます。

次の手順で、パワー状態を変更するスケジュール設定タスクを作成します。

1 ナビゲーション バーにある [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタ
ンをクリックします。

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。

2 右クリックして [新規スケジュール設定タスク（New Scheduled Task）] を選択
するか、[ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ スケジュール設定タスク
（Scheduled Task）] を選択します。

[ スケジュール設定タスクの選択（Select a Task to Schedule）] ウインドウが表示
されます。

3 [ 仮想マシンのパワー状態の変更（Change the power state of a virtual machine）]
を選択し、[OK] をクリックします。

[仮想マシンの電源状態の変更（Change a Virtual Machines Power State）] ウイ
ザードが表示され、[仮想マシンの選択（Select Virtual Machine）] ページが表示
されます。

4 状態を変更する仮想マシンを選択します。

[電源操作の選択（Select a Power Operation）] ページが表示されます。

5 [ 電源操作（Power Operation）] オプションを選択し、[次へ（Next）] をクリッ
クします。

6 [パワーオン（Power On）]操作を選択した場合は、[ホストの選択（Select Host）]
ページが表示されます。 仮想マシンをパワーオンするホストを選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

スケジュール タスク画面が表示されます。

8 タスクに名前を付け、説明を加えます。そしてタスクを実行するタイミングを特
定します。

カレンダーを表示するには、[日時（Later）] を選択してドロップダウンの矢印
をクリックし、表示されたカレンダーから日付を選択します。 赤い丸は今日の日
付、グレー表示の丸はスケジュール設定した日付を示します。

9 [ 次へ（Next）] をクリックします。

10 [ 終了（Finish）] をクリックします。
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VMware Infrastructure Client はスケジュール設定タスク リストに新しいタスクを
追加し、予定した時刻にタスクを完了します。 スケジュール設定タスクを作成す
る場合、VirtualCenter は、関連するデータ センター、ホストおよび仮想マシン
でアクションを実行する正しい権限があるかどうか確認します。 タスクが作成さ
れると、タスクを実行する権限がなくても、そのタスクは実行されます。

仮想マシンの追加と削除 
仮想マシンは、管理対象ホストを通じて VirtualCenter サーバ インベントリに追加で
きます。 仮想マシンは、VirtualCenter サーバのコントロールから削除でき、任意で管
理対象ホストのストレージから削除することもできます。 

次の項では、仮想マシンの追加と削除について説明します。

既存の仮想マシンの VirtualCenter への追加 （P.181）

VirtualCenter からの仮想マシンの削除 （P.181）

仮想マシンまたはテンプレートの VirtualCenter への返還 （P.183）

既存の仮想マシンの VirtualCenter への追加
VMware Infrastructure Client に管理対象ホストを追加する場合、VMware 
Infrastructure Client が管理対象ホスト上のすべての仮想マシンを検出し、それらを
VirtualCenter インベントリに追加します。 管理対象ホストが切断されると、すでに検
出された仮想マシンはインベントリのリストに表示されたままになります。

管理対象ホストが切断されてから再接続されると、その管理対象ホスト上の仮想マシ
ンに加えた変更はすべて認識され、VMware Infrastructure Client は仮想マシン リスト
をアップデートします。 たとえば、ノード 3（node3）を削除し、ノード 4（node4）
] を追加した場合、仮想マシンの新規リストにはノード 4（node4）が追加され、
ノード 3（node3）は孤立ノードとして表示されます。 

VirtualCenter からの仮想マシンの削除
インベントリから仮想マシンを削除すると、ホストおよび VirtualCenter からの登録
が解除されます。 仮想マシン ファイルは同じストレージに残り、データストア ブラ
ウザを使って仮想マシンを再度登録することができます。

それに対して、仮想マシンをディスクから削除すると、仮想マシンとそのファイルが
消去されます。
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データストアからは削除せずに VirtualCenter から仮想マシンを削除するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをク
リックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、該当する仮想マシンをクリックします。

3 仮想マシンがパワーオフされていることを確認します。

4 インベントリ パネルの仮想マシンを選択します。

5 [インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ 削除（Remove）]
を選択するか、仮想マシンを右クリックして [インベントリからの削除 ]を選択し
ます。

6 [OK] をクリックして、インベントリからの仮想マシンの削除を確認します。

VirtualCenter サーバは、仮想マシンへの参照を削除し、仮想マシンの状態を追跡
しなくなります。 

VirtualCenter およびデータストアから仮想マシンを削除するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをク
リックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、該当する仮想マシンをクリックします。

3 仮想マシンがパワーオフされていることを確認します。

4 仮想マシンを右クリックし、[ディスクから削除（Delete from Disk）]を選択します。

5 確認ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

VirtualCenter が、データストアから仮想マシンを削除します。

注意   [ インベントリからの削除（Remove from Inventory）] コマンドは、
VirtualCenter インベントリからのみ仮想マシンを削除します。 このコマンドでは
データストアから仮想マシンを削除しません。 

注意   この手順では、選択した仮想マシンの構成ファイルおよび仮想ディスク ファイ
ルを含むすべてのファイルを削除します。 ほかの仮想マシンが、削除しようとしてい
る仮想マシン（ターゲット）とディスクを共有している場合は、ターゲットを削除す
る前に、ターゲットから共有ディスクを削除してください。 「仮想マシンのハード
ウェア構成の変更 （P.188）」を参照してください。
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仮想マシンまたはテンプレートの VirtualCenter への返還
VirtualCenter サーバから仮想マシンまたはテンプレートを削除したが、管理対象ホス
トのデータストアからは削除していない場合、その仮想マシンまたはテンプレートを
VirtualCenter に返還するには、データストア ブラウザを使用します。

仮想マシンまたはテンプレートを VirtualCenter に返還するには

1 データストアを右クリックし、[データストアの参照（Browse Datastore）] を選
択します。 

[ データストア ブラウザ（Datastore Browser）] のダイアログ ボックスが表示さ
れます。

2 インベントリに追加する仮想マシンまたはテンプレートに移動します。

3 その仮想マシンまたはテンプレートを右クリックし、[インベントリに追加
（Add to Inventory）] を選択します。

4 [ インベントリに追加（Add to Inventory）] ウィザードの手順に従い、仮想マシ
ンまたはテンプレートの追加を終了します。 

仮想マシンの起動とシャットダウン
仮想マシンを自動的に起動およびシャットダウンするように構成できます。また、こ
の機能を無効にすることもできます。 特定の仮想マシンに対して、システム ホスト起
動時のデフォルト タイミングを設定することや、起動順序を設定することもできます。

仮想マシンの起動とシャットダウンを設定するには

1 [ インベントリ（Inventory）] ボタンを選択します。

2 ホスト マシンを選択します。

3 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

ホストの構成情報が表示されます。

4 [ 仮想マシン開始 /シャットダウン（Virtual Machine Startup/Shutdown）] リン
クをクリックします。
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仮想マシンの起動およびシャットダウン情報が表示されます。

5 [ プロパティ（Properties）] をクリックします。

[仮想マシンの開始およびシャットダウン（Virtual Machine Startup and 
Shutdown）] ダイアログ ボックスが表示されます。 

6 仮想マシンの開始と停止を自動的に行うようにするには、ダイアログ ボックス
の 1番上にあるチェック ボックスをクリックし、デフォルトの開始遅延時間と
デフォルトのシャットダウン遅延時間を秒単位で入力します。
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7 オペレーティング システムが短い遅延時間のあとに開始するようにするには、[デ
フォルトの開始遅延時間（Default Startup Delay）]ボックスに遅延時間を指定します。 

この設定により、VMware Tools またはスクリプトを実行する起動システムに時
間の余裕を持たせることができます。 

8 VMware Tools を開始した直後にオペレーティング システムを起動したいときは、
チェック ボックスをクリックします。

9 次に、システム起動時の仮想マシンの開始順序を指定します。 ディスプレイの仮想
マシンを並び替えるには、[上へ移動（Move Up）]、[ 下へ移動（Move Down）]
および [編集（Edit）]の各ボタンを使います。

[手動での起動（Manual Startup）] に表示された仮想マシンは、自動的に開始ま
たはシャットダウンされません。 仮想マシンを自動的に開始またはシャットダウ
ンするには、その仮想マシンを移動して、[自動起動（Automatic Startup）] ま
たは [ 任意の順番（Any Order）] に表示されるようにします。 

仮想マシンは開始時とは逆の順序で停止します。 

10 システム設定の変更が完了したら、[OK] をクリックしてダイアログ ボックスを
終了します。
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本章では、仮想マシンのプロパティ エディタおよびハードウェアの追加ウィザード
について解説します。 これらを使用すると、仮想マシンを編集し、構成することがで
きます。 仮想マシンの詳細構成オプションについても解説します。 このようなアク
ティビティは、仮想マシンの作成プロセス中に行うことも、仮想マシンを作成してゲ
ストOS をインストールしたあとで行うこともできます。 一部の操作は仮想マシンが
パワーオンの状態で実行できますが、そのほかの操作は仮想マシンがパワーオフの状
態でのみ実行できます。 本章ではレガシー仮想マシンについて、およびそれらを最新
の仮想マシン ハードウェア バージョンにアップグレードする方法についても説明し
ます。 本章で解説されているアクティビティを実行するためには、必要な権限を持っ
ている必要があります。

本章の内容は、次のとおりです。

仮想マシンのプロパティ エディタ （P.187）

新しいハードウェアの追加 （P.206）

レガシー仮想マシン （P.211）

仮想ハードウェアのアップグレード （P.212）

仮想マシンのプロパティ エディタ
仮想マシンのプロパティ エディタを使用すると、仮想マシンの作成時に選択するほ
ぼすべての特性を変更できます。 この項では、このエディタの使用方法について解説
します。

仮想マシンの構成 12
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既存の仮想マシン構成を編集するには

1 VI Client で、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] をクリックし
ます。

2 必要に応じてインベントリを展開し、編集する仮想マシンを選択します。

3 仮想マシンをパワーオフします（任意）。

仮想マシンの大部分のプロパティは、仮想マシンがパワーオフ状態の状態で変更し
ますが、プロパティ エディタはパワー状態に関係なく開くことができます。 仮想マ
シンがパワーオフ状態ではない場合、多くのコントローﾙは読み取り専用です。 

4 [ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを表
示するには、[コマンド（Commands）] パネルの [設定の編集（Edit Settings）]
リンクをクリックします。

[仮想マシンのプロパティ ]ダイアログ ボックスが表示されます。 このダイアロ
グ ボックスには、3つのタブ（ [ ハードウェア（Hardware）]、[ オプション
（Options）]、[ リソース（Resources）]）があります。

5 タブを 1つ選択し、次のいずれかの項の手順を続行します。

仮想マシンのハードウェア構成の変更 （P.188）

仮想マシン オプションの変更 （P.195）

仮想マシン リソース設定の変更 （P.201）

仮想マシンのハードウェア構成の変更
この項では、仮想マシンに含まれる既存の仮想ハードウェア デバイスの構成を変更
する方法を解説します。

このウィザードを使用すると、仮想マシンのハードウェアの追加、編集、削除を行う
ことができます。 デバイスのステータス（編集済み、追加中など）は、リスト内の
ハードウェアの隣に丸括弧で囲まれて表示されます。 選択したゲストOS によって、
その仮想マシンに追加可能なデバイスが決まります。 次のデバイスを追加できます。

シリアルポート
パラレル ポート
フロッピードライブ
DVD/CD-ROMドライブ
イーサネット アダプタ
ハード ディスク
SCSI デバイス
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DVD/CD-ROMのドライブ構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア（Hardware）] リストで [DVD/CD-ROMドライブ（DVD/CD-ROM 
drive）] をクリックします。

3 仮想マシンが使用する [デバイスのステータス（device status）]、[ 接続
（connection）]、[ 仮想デバイスノード（virtual device node）] を必要に応じて
変更します。

4 仮想マシンの起動時に CD-ROMドライブを接続しない場合は、[ パワーオン時に
接続（Connect at power on）] の選択を解除します。

5 仮想マシンのドライブをホスト コンピュータ上の物理ドライブに接続する場合
は、[物理ドライブの使用（Use physical drive）] ラジオ ボタンを選択します。 

クライアントの CD-ROMデバイスまたはホストの CD-ROMデバイスにアクセス
できます。 DVD/CD-ROMへのアクセス タイプは、次の 2種類です。

a パススルー（Raw）モードは、リモート クライアント デバイスへのアクセ
スのみに使用できます。

b ホストの CD-ROMデバイスにアクセスする場合は、ATAPI エミュレーショ
ンを使用します。

ローカルまたはホストの CD-ROMデバイスには、エミュレーション モード
でアクセスします。 パススルー モードは、ローカル ホストの CD-ROMにア
クセスする場合は機能しません。 リモートCDに書き込んだり、リモート
CDを焼いたりすることはパススルー モード アクセスの場合のみ可能です。
エミュレーション モードでは、ホストの CD-ROMデバイスからのみ
CD-ROMを読み込むことができます。

6 物理ドライブを使用する場合は、ドロップダウン リストから使用するドライブ
を選択します。

7 または、[ISO イメージの使用（Use ISO Image）] を選択して、仮想マシンのドラ
イブを ISO イメージ ファイルに接続します。

8 [ISO イメージの使用（Use ISO Image）] を選択した場合は、[ 参照（Browse）]
をクリックして ISO イメージ ファイルに移動します。

9 [ 仮想デバイスノード（Virtual device node）] のドロップダウン メニューを使用
して、ドライブが仮想マシンで使用するデバイスノードを選択します。 

10 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。
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フロッピー ドライブ構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ デバイス（Device）] リストで [ フロッピー ドライブ（floppy drive）] をクリッ
クします。

3 [ デバイスのステータス（Device Status）] で [ パワーオン時に接続（Connect at 
power on）] を選択し、この仮想マシンの起動時に仮想マシンをフロッピー ドラ
イブに接続します。

4 [ 接続（Connection）] の [ 物理ドライブを使用（Use physical drive）] を選択し
て物理ドライブを使用し、[クライアント（Client）] または [ ホスト（Host）] を
選択してリストからドライブを選択します。 

5 フロッピー イメージを使用するには、[ 既存のフロッピー イメージを使用（Use 
existing floppy Image）] または [ 新しいフロッピー イメージを作成（Create a 
new floppy image）] を選択し、フロッピー イメージを参照します。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

SCSI デバイス構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア（hardware）] リストで [SCSI デバイス（SCSI device）] を選択し
ます。

3 この仮想マシンのパワーオン時に、仮想マシンをサーバの SCSI デバイスに接続
するには、[パワーオン時に接続（Connect at power on）] を選択します。

4 [ 接続（Connection）] で使用する物理デバイスを選択します。

[仮想デバイスノード（Virtual device node）] で、仮想マシン内でこのデバイス
を表示する仮想デバイスノードを選択します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

仮想ディスク構成を変更するには

仮想マシンが実行中でも、ディスクおよび拡張ディスクを追加することができます。 
ディスク モードを変更する場合は、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ハードウェア（Hardware）]リストで該当するハード ディスクをクリックします。

3 仮想マシンがパワーオン状態の場合、次のことができます。

ディスク サイズの変更

新規ディスクの追加
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4 仮想マシンがパワーオフ状態の場合、次のことができます。

ディスク サイズの変更

新規ディスクの追加

仮想デバイス ノードの変更

独立モードの有効化または無効化。 独立モードで実行しているディスクは、
スナップショットの影響を受けません。 変更内容の永続性は、[通常
（Persistent）] モードまたは [ 読み取り専用（Nonpersistent）] モードを選択
して決定します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

メモリ構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア（Hardware）] リストで [ メモリ（Memory）] をクリックします。

3 仮想マシンに割り当てられているメモリのサイズを調整します。 

サポートされているメモリの範囲は、128 MB から 16,384 MB です。仮想マシン
が配置されているホストの物理メモリ以外のメモリも使用できます。 

4 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

仮想イーサネット アダプタ（NIC）構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア（Hardware）] リストで該当するNIC をクリックします。

3 仮想マシンの起動時に仮想NIC を接続する場合は、[ パワーオン時に接続
（Connect at power on）] を選択します。

4 [ ネットワーク接続（Network connection）] のドロップダウン メニューを使用
して、仮想マシンが使用するネットワーク ラベルを選択します。 

5 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

パラレル ポート構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ハードウェア（Hardware）]リストで該当するパラレル ポートをクリックします。

注意   RDMディスクの [ 管理パス（Manage Paths）] 機能は、リリース 3.0 よりも前
のバージョンの ESX Server を実行しているレガシー ホスト上の仮想マシンでは利用
できません。
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3 仮想マシンの起動時にパラレル ポート デバイスを自動的に接続しない場合は、[パ
ワーオン時に接続（Connect at power on）]チェック ボックスの選択を解除します。

デフォルトの設定は、[パワーオン時に接続（Connect at power on）] です。 

4 [ 接続（Connection）] で、物理パラレル ポートを示すラジオ ボタン、または仮
想パラレル ポートをファイルに接続するラジオ ボタンを選択します。

a [ 物理パラレル ポートの使用（Use physical parallel port）] を選択した場合
は、ドロップダウン メニューからポートを選択します。 

b [ 出力ファイルを使用（Use output file）] を選択した場合は、ファイルの場
所を参照します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

SCSI コントローラ構成を変更するには

SCSI コントローラ構成を変更できるのは、ESX Server ホスト上の仮想マシンの SCSI
コントローラ構成のみです。

SCSI バスを共有するかどうかも指定できます。 共有タイプによっては、同一サーバ上
または別のサーバ上の同じ仮想ディスクに仮想マシンが同時にアクセスできます。 

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ デバイス（Device）] リストで該当する SCSI コントローラをクリックします。

3 リストからデバイス タイプを選択します。

4 [SCSI バス共有（SCSI Bus Sharing）] リストで、次の共有タイプのいずれかを選
択します。

[ なし（None）]　仮想ディスクはほかの仮想マシンから共有できません。

[ 仮想（Virtual）]　仮想ディスクは、同一サーバ上の仮想マシンと共有でき
ます。

[ 物理（Physical）]　任意のサーバ上の仮想マシン間で仮想ディスクを共有
できます。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

注意   SCSI コントローラ タイプを変更すると、仮想マシンの起動でエラーが発生する
場合があります。

注意   SCSI コントローラ タイプを変更すると、仮想マシンの起動でエラーが発生
する場合があります。
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シリアル ポート構成を変更するには

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ハードウェア（Hardware）]リストで該当するシリアル ポートをクリックします。

3 [ 物理シリアルポートを使用（Use physical serial port）] を選択した場合は、ド
ロップダウン メニューを使用してこのシリアル接続を使用するホスト コン
ピュータのポートを選択します。

4 [ 出力ファイルを使用（Use output file）] を選択した場合は、仮想シリアル ポー
トの出力の保存に使用するホスト上のファイルの場所を参照します。

5 [ 名前付きパイプを使用（Use named pipe）] を選択した場合は、デフォルトの
パイプ名を使用するか、[パイプ名（Pipe Name）] リストで選択した別のパイプ
名を入力します。 

Linux ホストの ESX Server ホスト上の仮想マシンのシリアル パイプでは、
/tmp/<socket>、または選択した別のUNIX ソケット名を入力します。

次に、2台の仮想マシンを接続するか、仮想マシンをホスト上のアプリケーショ
ンに接続するかを指定します。

6 2 台の仮想マシンを接続する場合、2台の仮想マシン（ サーバ仮想マシンおよび
クライアント仮想マシン）の名前付きパイプをとしてシリアルポートを構成する
必要があります。

a サーバ仮想マシンでは、[ニア エンド（Near end）] リストで [ サーバ
（Server）] を選択します。 

b クライアント仮想マシンでは、[ ニア エンド（Near end）] リストで [ クライ
アント（Client）] を選択します。

c [ ファー エンド（Far end）] リストで [ 仮想マシン（A virtual machine）] を
選択します。

7 ホスト上のアプリケーションに接続する場合は、次の手順に従います。

a [ ニア エンド（Near end）] リストで、[ サーバ（Server）] または [ クライア
ント（Client）] を選択します。 通常、ニア エンドの接続を最初に開始する場
合は、[サーバ（Server）] を選択します。

b [ ファー エンド（Far end）] リストで [ アプリケーション（An application）]
を選択します。

デフォルトでは、仮想マシンを起動するとシリアルポートが接続されます。 任意
で、[ パワーオン時に接続（Connect at power on）] チェック ボックスの選択を
解除することもできます。
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8 [ 入出力モード（I/O Mode）] で、このシリアルポートが割り込みモードまたは
ポーリング モードのどちらをを使用するように構成するかを指定します。 

ポーリング モードは、シリアル接続によって通信するデバッグ ツールを使用す
る開発者用に設計されています。

ポーリング モードを使用すると、仮想マシンによって過度のシェアのプロセッ
サ（または CPU）時間が消費されます。 これによって、ホストおよびその他のゲ
ストの実行速度が遅くなります。 ホスト上のアプリケーションの最適なパフォー
マンスを維持するためには、[ポーリング時に CPUを放棄（Yield CPU on poll）]
チェック ボックスを選択します。 このチェックボックスを選択することによっ
て、影響を受けるマシンで割り込みモードが使用されるようになります。割り込
みモードでは、試行しているタスクが仮想シリアル ポートのポーリングのみの
場合、プロセッサ（または CPU）時間が放棄されます。

9 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

仮想プロセッサまたは CPU構成を変更するには

仮想マシンが ESX Server ホストに配置されていて、対称型マルチプロセッサ（SMP）を
サポートする ESX Server 用の Virtual SMPを装備している場合、仮想マシンが最大4つ
の仮想プロセッサまたはCPUを持つように構成できます。 Virtual SMPは、2wayまたは
4wayの SMPを使用できます。 仮想マシンは、ホスト上の論理CPUの実際の数（ハイ
パースレッドが無効な場合は物理プロセッサのコア数、ハイパースレッドが有効な場
合は物理プロセッサ コア数の 2倍）よりも多くの仮想CPUを持つことができません。 
SMPの使用についての詳細は、当社のナレッジ ベースを参照してください。 

1 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア `（Hardware）] リストで、[ 仮想プロセッサ（Virtual Processor）]
または [CPU] を選択します。

3 仮想マシンの仮想プロセッサ数を選択します。

仮想マシンで複数の仮想プロセッサまたは CPU を使用する場合は、ESX Server
用の VMware Virtual SMP が必要です。 ESX Server 用の VMware Virtual SMP がない
場合、仮想マシンで使用できる仮想プロセッサまたは CPU は 1つのみです。

4 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

注意   すべてのゲストOSが SMP をサポートするわけではありません。また、CPUの
数を変更するには、再インストールが必要になることもあります。

インポートした仮想マシンが使用するプロセッサ数の変更はサポートされていません。
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仮想マシン オプションの変更
[ オプション（Options）] タブでは、次の設定を変更できます。

[ 一般オプション（General Options）]　仮想マシンの表示名とゲストOS のタイ
プ。 （読み取り専用）仮想マシンと構成ファイルの場所。

[VMware Tools]　パワー制御、VMware Tools スクリプト、および自動更新。

[ 電源管理（Power Management）]　仮想マシンのサスペンド動作。

[ 詳細（Advanced）] - [ 全般（General）]　アクセラレーション、ログ、デバッ
グ、および統計情報。

[ 詳細（Advanced）] - [CPUID マスク（CPUID Mask）]　Nxフラグ、およびマスク 
オプションの詳細 ID。

[ 詳細（Advanced）] - [ 起動オプション（Boot Options）]　仮想マシンの起動オ
プション。

[ 詳細（Advanced）] - [ 準仮想化（Paravirtualization）]　VMI 準仮想化の有効化。

[ 詳細（Advanced）] - [ ファイバ チャネル NPIV（Fibre Channel NPIV）]　仮想
ノード、およびポートのWorld Wide Name（WWN）。

[ 詳細（Advanced）] - [ 仮想化MMU（Virtualized MMU）]　ハードウェア ページ 
テーブルの仮想化を有効にするための設定。 

[ 詳細（Advanced）] - [ スワップファイルの場所（Swapfile Location）]　スワッ
プファイルの場所。

全般設定の変更方法

1 [ オプション（Options）] タブをクリックします。

2 [設定（Settings）]リストで [一般オプション（General Options）]を選択します。

[ 仮想マシン名（virtual machine name）] フィールドに仮想マシンの名前が表示
されます。

名前を変更しても、仮想マシン ファイルや関連ディレクトリの名前は変更され
ません。

3 OS とバージョンを選択します。

4 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。
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VMware Tools のオプションを変更するには

1 [ オプション（Options）] タブをクリックします。

2 [ 設定（Settings）] リストで [VMware Tools] を選択します。

ツールバーの [停止（stop）] ボタンは、仮想マシンをパワーオフするか、ゲス
トOS をシャットダウンするか、またはシステム デフォルトを使用するように設
定できます。 ツールバーの [ 一時停止（pause）] ボタンは、仮想マシンをサスペ
ンドするか、またはシステム デフォルトを使用するように設定できます。 ツール
バーの [ リセット（reset）] ボタンは、仮想マシンをリセットするか、ゲストOS
を再起動するか、またはシステム デフォルトを使用するように設定できます。

3 希望する動作を、[パワー制御（Power Controls）] のドロップダウン メニューか
ら選択します。

4 （オプション）[VMware Tools スクリプトの実行（Run VMware Tools）] でオプ
ションを選択すると、仮想マシンのパワー状態を変更したときに、VMware 
Tools スクリプトを実行するように構成できます。

5 （オプション）[VMware Tools の自動アップグレード（Automatic VMware Tools 
Upgrade）] で [ パワーオンの前に VMware Tools のアップグレードをチェック ]
を選択すると、パワーオンのたびに、その前に更新をチェックしてインストール
するように VMware Tools を構成します。

6 （オプション）[ホストとゲスト時間を同期（Synchronize guest time with host）]
オプションを選択すると、ゲストOS の時間をホストと同期するように設定でき
ます。

7 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

パワー管理設定を変更するには

1 [ オプション（Options）] タブをクリックします。 

2 [ 設定（Settings）]リストで [パワー管理（Power Management）]を選択します。

[ ゲスト電源管理（Guest Power Management）] では、ゲストOS がスタンバイ
に設定されたときの仮想マシンの対応を指定できます。

注意   VMware Tools のオプションは、仮想マシンの パワーオン中は変更できません。 

注意   ESX Server 仮想マシンには、仮想マシンのレジュームやサスペンドを実行
するスクリプトがありません。
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3 [ ゲスト電源管理（Guest Power Management）] で、[仮想マシンのサスペンド
（Suspend the virtual machine）] または [ ゲストOS をスタンバイ モードにして
仮想マシンをパワーオンのままにする（Put the guest operating system in 
standby mode and leave the virtual machine powered on）] を選択します。

4 （オプション）仮想マシンをパワーオン状態のままにする場合は、チェックボッ
クスを選択することによって仮想マシンネットワーク上の [次の仮想マシン トラ
フィックの Wake-On-LAN（Wake on LAN for virtual machine traffic on）] を選択す
ることもできます。

すべてのゲストOS がWake-On-LAN をサポートしているわけではありません。 
次のタイプのNIC がWake-On-LANをサポートしています。

Flexible（VMware Tools が必要）
vmxnet
vmxnet の拡張

サポート対象外のオプションは無効になります。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

仮想マシンの詳細設定を変更するには

1 [ オプション（Options）] タブをクリックします。 

2 [ 設定（Settings）] リストで [ 詳細（Advanced）] - [ 全般（General）] を選択し
ます。

a アクセラレーション機能を無効にするには、[アクセラレーション機能を無
効にする（Disable acceleration）] チェックボックスを選択します。

アクセラレーション機能は、仮想マシンの実行中でも有効および無効にでき
ます。

ごく稀に、仮想マシンでソフトウェアをインストール、実行しようとすると、
仮想マシンがハングしたような状態になることがあります。 通常、この問題は
プログラムの初期実行時に発生します。 多くの場合、仮想マシンのアクセラ
レーション機能を一時的に無効することによって問題を回避できます。 

この設定によって仮想マシンの実行速度は低下します。このため、プログラ
ム実行中の問題を回避する場合以外は、この設定は使用しないでください。 
問題が発生しなくなったら、[アクセラレーション機能を無効にする
（Disable acceleration）] の選択を解除します。 解除すると、アクセラレー
ション機能を使ってプログラムを実行できます。

b ロギング モードを有効にするには、[ ログを有効にする（Enable logging）]
チェックボックスを選択します。
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c デバッグ モードを有効にするには、[デバッグおよび統計情報（Debugging 
and Statistics）] セクションでオプションを選択します。 デバッグ情報と統計
情報は、当社のテクニカル サポートが問題を解決するために役立ちます。

d 詳細な構成パラメータを設定するには、[構成パラメータ（Configuration 
Parameters）] をクリックします。 一般的にこれらの設定を変更するのは、
試験的な機能を使用する場合、または当社のテクニカル サポート担当者か
ら変更を求められた場合のみです。

3 [ 詳細（Advanced）] - [CPUID マスク（CPUID Mask）] を選択します。  

a ホストの CPU Nx フラグを、ゲストOS から認識できないようにするかどう
かを指定します。 

Nx フラグを認識できなくすると、ゲストOS がこの CPU機能を利用できな
くなりますが、Nx機能を持たないホストに仮想マシンを移動できるように
なります。 Nx フラグを認識できるようにすると、ゲストOS はこの機能を利
用できますが、仮想マシンを移動できるホストがNx 機能を持つホストに限
られてしまいます。

b [ 詳細（Advanced）] をクリックし、[CPU確認マスク（CPU Identification 
Mask）] ダイアログ ボックスにアクセスします。 このダイアログ ボックス内
の記号の説明は、[レジェンド（Legend）] ボタンをクリックすると表示さ
れます。 

4 [ 詳細（Advanced）] - [ 起動オプション（Boot Options）] を選択します。

a 仮想マシンをパワーオンまたは再起動したときに、起動シーケンスに進むま
での遅延時間をミリ秒単位で指定します。

b [ 強制的に BIOS セットアップ（Force BIOS Setup）] にあるオプションを選択
すると、仮想マシンが起動時に BIOS 設定画面になります。

起動シーケンスが BIOS 画面に入るタイミングを過ぎたあとで、コンソール
が仮想マシンに接続することが時々あるため、仮想マシンの BIOS セット
アップ画面に入る必要がある場合に、これらのオプションは便利です。

5 [ 詳細（Advanced）] - [ 準仮想化（Paravirtualization）] を選択します。 [VMI 準仮
想化のサポート（Support VMI Paravirtualization）] を選択すると、VMI 準仮想化
が有効になります。選択解除すると、この機能が無効になります。

注意   この設定を変更するには、仮想マシンをパワーオフしておく必要
があります。
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VMI は準仮想化の標準であり、VMI に対応した仮想マシンのパフォーマンスを向
上できます。 現在のところ、この機能を利用できるのは、VMI 準仮想化をサポー
トする Linux ゲストOS システムのバージョンのみです。 

6  [ 詳細（Advanced）] - [ ファイバ チャネル（Fibre Channel）] - [NPIV 設定（NPIV 
Settings）] を選択します。

N-port ID 仮想化（NPIV）を使用すると、1つの物理ファイバ チャネル HBAポー
トを複数の仮想ポートで共有し、それぞれに一意の識別子を付けることができま
す。 これにより、LUNへの仮想マシンのアクセスを、仮想マシン単位で制御でき
るようになります。

各仮想ポートは、World Wide Name（WWN）のペアである、 World Wide Port 
Name（WWPN）とWorld Wide Node Name（WWNN）によって識別されます。 
これらのWWNは、VirtualCenter サーバによって割り当てられます。 

NPIV サポートには、次の制限があります。

NPIV は、SAN スイッチ上で有効にする必要があります。 各デバイス上でNPIV
を有効にする方法については、スイッチ ベンダーに問い合わせてください。

NPIV がサポートされるのは、RDMディスクを持つ仮想マシンに対してのみ
です。 通常の仮想ディスクを持つ仮想マシンは、ホストの物理HBAのWWN
を使用する必要があります。

注意   準仮想化を有効にすると、仮想マシンに 6つある仮想 PCI スロットの 1つ
を利用できるようになります。 また、準仮想化の有効にすると、仮想マシンの移
行方法と移行先を制限することも可能です。 この機能を有効にする場合、次の点
を検討してください。

VMI 準仮想化をサポートしているホストは、 ESX Server 3.5 以降、ESX Server 3i
バージョン 3.5 以降、およびWorkstation 6.0.x 以降です。 ESX Server ホスト上
で作成された、準仮想化対応のハードウェア バージョン 4の仮想マシンは、
すべての機能を保ったまま、VMware Server およびWorkstation ホストに移
行できます。

準仮想化に対応し、パワーオフされている仮想マシンは、準仮想化をサポー
トしていないホストへ手動で移動できます。 ただし、パフォーマンスが低下
することがあります。

準仮想化に対応し、パワーオンされているかパワーがサスペンド状態の仮想
マシンは、準仮想化をサポートしていないホストに移行できません。

VirtualCenter DRS による、準仮想化をサポートしていないホストへの仮想マ
シンの自動移行は行えません。
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ESX Server ホスト上のすべての仮想マシンが、自分のNPIV WWNを使用して
LUNにアクセスできるためには、そのホスト上の物理HBAが、自分の
WWNを使用して LUNにアクセスできる必要があります。 アクセスが、ホス
トと仮想マシンの両方に提供されていることを確認してください。

ESX Serverホスト上の物理HBAが、NPIVをサポートしている必要があります。 
物理 HBA が NPIV をサポートしていない場合、そのホスト上で実行されてい
る仮想マシンは、LUNアクセス用にホストの物理HBAのWWNを使用する
状態に戻ります。

各仮想マシンは最大 4つの仮想ポートを持つことができます。 NPIV 対応の仮
想マシンにはNPIV 関連のWWNが 4つ割り当てられ、仮想ポートを通じた
物理HBAとの通信に使用されます。 したがって、仮想マシンはNPIV 用とし
て最大 4つの物理 HBAを利用できます。

仮想マシンのWWNを表示または編集するには

a 仮想マシンのWWNを編集するには、その仮想マシンをパワーオフします。

b その仮想マシンが、ホストから利用可能な LUNを含んだデータストアを
持っていることを確認します。

c [ オプション（Options）] タブを選択します。

d [ ファイバ チャネル NPIV（Fibre Channel NPIV）] を選択します。

e 現在割り当てられているWWNが、[WWN割り当て（WWN Assignments）]
ボックスに表示されます。

f 次のいずれかを行なってください。

WWNを変更しない場合は、[変更しない（Leave unchanged）] を選択し
ます。

VirtualCenterまたはESX Serverホストで新しいWWNを生成する場合は、
[新しいWWNの生成（Generate New WWNs）] を選択します。 

現在のWWN割り当てを削除する場合は、[WWN割り当ての削除
（Remove WWN assignment）] を選択します。 

g [OK] をクリックして変更内容を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

注意   ストレージ ネットワーク上ですでに使用されているWWNを持つ仮想マシ
ンは、パワーオンできません。 この問題を解決するには、新しいWWNを生成す
るか、現在のWWNを削除してください。
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SAN管理者にWWN割り当て情報を知らせてください。 管理者は、LUNへの仮想
マシンのアクセスを構成するために、このような割り当て情報を必要とします。 
NPIV を使用するように仮想マシンを構成する方法については、『ESX Server 3 構
成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

7 [ 詳細（Advanced）] - [ 仮想化MMU（Virtualized MMU）] を選択し、機能を無効
にするか、機能を使用可能な場合は常に使用するか、またはホスト システムが
機能を使用するかどうかを決定するかを指定します。

8 [ 詳細（Advanced）] - [ スワップファイルの場所（Swapfile Location）] を選択し
ます。

次のオプションのいずれかを選択してください。

[ デフォルト（Default）]　仮想マシンのスワップファイルを、ホストまたは
クラスタのスワップファイル設定で定義されたデフォルトの場所に格納しま
す。 ホストのスワップファイル設定の詳細については、「ESX Server および
VirtualCenter のホスト構成 （P.71）」を参照してください。 クラスタ設定の詳
細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。 

[ つねに仮想マシンと一緒に格納（Always store with the virtual machine）]
　仮想マシンのスワップファイルを、その仮想マシンの構成ファイルと同じ
フォルダに格納します。

[ ホストのスワップファイル データストアに格納（Store in the host's 
swapfile datastore）]　仮想マシンのスワップファイルを、ホストまたはク
ラスタのスワップファイル設定で定義されたスワップファイル データスト
アに格納します。

仮想マシン リソース設定の変更
[ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスでは、
選択した仮想マシンのホストのリソース割り当てを調整できます。 このタブでは、
CPU、メモリ、ディスク、詳細 CPUの各リソースを変更できます。

リソースの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。 

CPU リソース

[CPU リソース（CPU Resources）] パネルでは、仮想マシン用にプロセッサ リソース
を割り当てて、予約、制限、シェアを指定できます。 メインの [VI Client] ウィンドウ
の [ リソース プール（Resource Pools）] タブで同じ情報の一部を編集することもで
きます。このウィンドウでは、ほかの仮想マシンの設定を編集したときにリソース設
定も編集できます。
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CPU 設定の変更手順

1 [ リソース（Resources）] タブをクリックします。

2 [ 設定（Settings）] リストで [CPU] をクリックします。

3 割り当てる CPU 容量の相対基準を表すシェア値を選択します。 

[ シェア（Shares）]　[低（Low）]、[ 中（Normal）]、[ 高（High）]、[ カスタ
ム（Custom）] の各値が、サーバ、ESX Server 3 ホスト、およびサービス コ
ンソール上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と比較されます。 シェア
割り当ての記号値を使用して、数値への変換を構成できます。 

[予約（Reservation）]　この仮想マシンに対して保証されたCPU割り当てです。 

[ リミット（Limit）]　この仮想マシンの CPU割り当ての上限です。 上限を指
定しない場合は、[制限なし（Unlimited）] を選択します。

シェア値の詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。 

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスが
閉じます。

CPU の詳細設定
[ 詳細 CPU リソース（Advanced CPU Resources）] パネルでは、物理プロセッサ コア
およびハイパースレッドに関する仮想マシン プロセスのスケジュール設定など低レ
ベルのオプションを設定できます。 このパネルは、仮想マシンがDRS クラスタに含ま
れている場合、またはホストにプロセッサが 1つしかなく、ハイパースレッド機能
がない場合には表示されません。 

通常、VMware ESX Server は、ハイパースレッドが有効な場合でもプロセッサ スケ
ジュールを十分に管理します。 このページの設定は、重要な仮想マシンで非常に詳細
な設定を行う場合のみ有用です。 

注意   ハイパースレッド テクノロジーを使用すると、単一の物理プロセッサを 2つの
論理プロセッサのように機能させることができます。 プロセッサは、同時に 2つの異
なるアプリケーションを実行できます。 ハイパースレッドはシステムのパフォーマン
スを 2倍にするわけではありませんが、アイドル リソースを有効に活用することに
よってパフォーマンスを向上できます。 VMware Infrastructure におけるハイパース
レッディングおよびその使用法の詳細に関しては、『リソース管理ガイド』（[ヘルプ
（Help）] - [ マニュアル（Manuals）] を選択）を参照してください。 
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[ ハイパースレッド共有（Hyperthreading Sharing）] オプションでは、（ホストでハイ
パースレッドが有効な場合）仮想マシンが物理プロセッサ コアを共有するようにス
ケジュールを設定するかどうかについて、詳細に制御できます。

[スケジュール アフィニティ（Scheduling Affinity）] オプションでは、ホストの物理
コア全体（およびハイパースレッドが有効な場合はハイパースレッド）に仮想マシン
の CPU を割り当てる方法を詳細に制御できます。

CPU の詳細設定を変更するには

1 [ リソース（Resources）] タブをクリックします。

2 [ 設定（Settings）] リストで [ 詳細 CPU（Advanced CPU）] をクリックします。

3 ドロップダウンメニューから [ハイパースレッド共有モード（Hyperthreading 
Sharing Mode）] を選択します。 次のオプションがあります。 

[ 任意（Any）]　（デフォルト）この仮想マシンの仮想 CPU は、この仮想マシ
ンのほかの仮想CPUまたはほかの仮想マシンと自由にコアを共有できます。 

[ なし（None）]　スケジュールが設定されているときは、この仮想マシン
の仮想 CPU がプロセッサ コアを排他的に使用します。 この仮想マシンがコ
アを使用している間、コアのその他のイパースレッドは停止します。 

[ 内部（Internal）]　2つの仮想プロセッサが装備された仮想マシンでは、
（ESX Server スケジューラの指示を受けて）2つの仮想プロセッサで 1つの
物理コアを共有できます。しかし、この仮想マシンがほかの仮想マシンとコ
アを共有することはありません。 この仮想マシンのプロセッサ数が「2」以
外の場合、この設定は [なし（None）] 設定と同じです。 

4 [ プロセッサで実行（Run on processor(s)）] ラジオ ボタンを選択することによっ
て、スケジュールのアフィニティを選択します。 

ハイパースレッドが無効な場合、個別プロセッサのチェック ボックスには物理
コアが示されます。ハイパースレッドが有効な場合は、論理コア（物理コア 1
つに対して 2つ）が示されます。 すべてのチェックボックスを選択した場合、ア
フィニティを適用しないのと同一の結果になります。 少なくとも、仮想マシン内
の仮想 CPU と同じ数のプロセッサ アフィニティを指定する必要があります。 

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスが
閉じます。

注意   仮想マシンがDRSクラスタ上にある場合、このオプションは無効になり、
新しいホストに仮想マシンを移行すると値は消去されます。 このオプションの値
は、同じホスト上の同じ仮想マシン セットのパフォーマンス調整に使用されます。 
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メモリ リソース
[ メモリ リソース（Memory Resources）] パネルでは、仮想マシン用にメモリ リソー
スを割り当てて、予約、制限、共有を指定できます。 メインの [VI Client] ウィンドウ
の [ リソース プール（Resource Pools）] タブで同じ情報の一部を編集することもで
きます。このウィンドウでは、ほかの仮想マシンの設定を編集したときにリソース設
定も編集できます。 

メモリ設定の変更手順

1 [ リソース（Resources）] タブをクリックします。

2 [ 設定（Settings）] リストで [ メモリ（Memory）] をクリックします。

3 [ リソース割り当て（Resource allocation）] パネルのドロップダウン メニュー
で、すべての仮想マシンへのメモリ割り当てで使用する単位を選択します。 

[ 低（Low）]、[ 中（Normal）]、[ 高（High）]、[ カスタム（Custom）] の各記
号値がサーバ、ESX Server 3 ホスト、およびサービス コンソール上の全仮想マシ
ンのすべてのシェアの合計と比較されます。 シェア割り当ての記号値を使用し
て、数値への変換を構成できます。 

4 [ リソース割り当て（Resource allocation）] パネルでは、スライダを使用して予
約するメモリ サイズや制限するメモリ サイズを選択する、または上下矢印を使
用して割り当てるMB数を入力します。

メモリ値の詳細については、mem man ページを参照してください。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスが
閉じます。

メモリ リソースの詳細

[ メモリ リソースの詳細（Advanced Memory Resources）] ページでは、仮想マシン 
メモリの NUMAメモリ ノードへの割り当てなど、低レベルのオプションを設定でき
ます。 

このページは、ホストがNUMA メモリ アーキテクチャを使用する場合にのみ表示さ
れます。 親和性設定は、1台のホスト上の特定の仮想マシン一式のパフォーマンスを
微調整する場合のみ有効です。したがって、このページは、仮想マシンがDRS クラ
スタに配置されている場合には表示されません。 オプション値は、仮想マシンが新し
いホストに移動されると消去されます。

NUMAメモリ ノードの親和性を適用すると、仮想マシンのメモリのホストの物理メ
モリへの割り当て方法を詳細に制御できます。 すべてのボックスをチェックすると、
親和性も適用しないのと同じことになります。
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NUMAおよびメモリ リソースの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照して
ください。

メモリ割り当てをNUMAノードに関連付けるには

1 [ リソース（Resources）] タブを選択し、[ メモリ（Memory）] を選択します。

2 [NUMAメモリのアフィニティ（NUMA Memory Affinity）] パネルでメモリの親和
性を設定します。 

ディスク リソース
[ ディスク リソース（Disk Resources）] パネルでは、ホスト ディスクの I/O バンド幅
をこの仮想ディスクの仮想ハード ディスクに割り当てることができます。 ディスク
I/O はホスト中心のリソースで、複数のクラスタ間でプールすることはできません。 
しかし、CPUおよびメモリ リソースは、多くの場合、ディスク リソースよりも仮想
マシンのパフォーマンスを制約します。 

ディスク設定の変更手順

1 [ リソース（Resources）] タブをクリックします。 

2 [ 設定（Settings）] リストで [ ディスク（Disk）] をクリックします。 

このダイアログ ボックスでは、この仮想マシンのホスト ディスクの割り当てを
調整できます。

3 [ リソース割り当て（Resource Allocation）] パネルのリストから、仮想ハード 
ディスクを選択します。 

4 [ シェア（Shares）] フィールドをクリックします。 ドロップダウン メニューを使
用して、仮想マシンに割り当てるディスク バンド幅のシェア数を変更します。

シェアは、すべての仮想マシンに対してディスク バンド幅を制御するための相
対的な基準を表します。 [ 低（Low）]、[ 中（Normal）]、[ 高（High）]、[ カスタ
ム（Custom）] の各値がサーバ、ESX Server 3 ホスト、およびサービス コンソー
ル上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と比較されます。 シェア割り当ての
記号値を使用して、数値への変換を構成できます。 

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

注意   将来のメモリ割り当てに使用するノードを指定するのは、CPUアフィニティも
指定した場合だけにしてください。 メモリ アフィニティ設定だけを手動で変更する
と、自動NUMA再バランシングが適切に動作しなくなります。
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新しいハードウェアの追加
[ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を使用すると、仮想マシ
ンに仮想ハードウェアを追加できます。 追加する仮想ハードウェアは、仮想マシンの
プロパティ ウィザードのハードウェア リストに表示されます。 選択したゲストOSに
よって、その仮想マシンに追加可能なデバイスが決まります。

ウィザードの開始方法

1 VirtualCenter Client で、ナビゲーションバーの [インベントリ（Inventory）] を
クリックします。 必要に応じてインベントリを展開し、該当する仮想マシンをク
リックします。

2 [ 仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）] ダイアログ ボックスを表
示するには、[コマンド（Commands）] パネルの [設定の編集（Edit Settings）]
リンクをクリックします。

3 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックします。 

4 [ 追加（Add）] をクリックして [ ハードウェアの追加ウィザード ] を開始します。

次の項の手順に従って、さまざまなタイプの仮想ハードウェアを仮想マシンに追
加します。

シリアル ポートを追加するには

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [ シリアルポート（Serial Port）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 仮想ポートのアクセス先のメディア タイプ （ホストの物理シリアルポートを使
用、ファイルへの出力、名前付きパイプへの接続）を選択します。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 ホストで [ 物理シリアルポートを使用（Use physical serial port）] を選択した場
合、ドロップダウン メニューを使用してこのシリアル接続を使用するホスト コ
ンピュータのポートを選択します。

6 [ 出力ファイルを使用（Output）] を選択した場合、仮想シリアルポートの出力
を保存するのに使用するホスト上のファイルを参照します。

7 [ 名前付きパイプへの接続（Connect to named pipe）] を選択した場合、[パイプ
名（Pipe Name）] フィールドにパイプ名を入力し、ドロップダウン メニューを
使用してパイプのニア エンドおよびファー エンドを選択します。 

ニア エンドには、クライアントまたはサーバを選択できます。 ファー エンドに
は、プロセッサまたは仮想マシンを選択できます。

デフォルトでは、仮想マシンを起動するとシリアルポートが接続されます。 
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8 （オプション）仮想マシンのパワーオン時にシリアル ポートを接続しない場合
は、[パワーオン時に接続（Connect at power on）] チェックボックスを選択解
除します。 

9 （オプション）このシリアルポートでポーリング モードではなく割り込みモード
を使用するように構成する場合は、[入出力モード（I/O mode）] の [ ポーリン
グ時に CPU を放棄（Yield CPU on poll）] チェックボックスの選択を解除します。 

ポーリング モードは、シリアル接続によって通信するデバッグ ツールを使用す
る開発者用に設計されています。 ポーリング モードを使用すると、仮想マシンに
よって過度のシェアの CPU 時間が消費されます。 これによって、ホストおよび
その他のゲストの実行速度が遅くなります。

10 （オプション）ホスト上のアプリケーションの最適なパフォーマンスを維持する
ためには、[ポーリング時に CPUを放棄（Yield CPU on poll）] チェックボックス
を選択します。 

このチェックボックスを選択することによって、影響を受けるマシンで割り込み
モードが使用されるようになります。割り込みモードでは、実行を試行しているタ
スクが仮想シリアル ポートのポーリングのみの場合、CPU時間が放棄されます。

11 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ウィンドウで情報を確認し、[終了
（Finish）] をクリックします。

パラレル ポートを追加するには

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [ パラレル ポート（Parallel Port）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 ホストの物理パラレル ポートを選択するか、ファイルに出力します。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 ホストで [ 物理パラレル ポートの使用（Use physical parallel port）] を選択した
場合、ドロップダウン メニューからポートを選択します。 [ ファイルへの出力
（Output to file）] を選択した場合、ファイルの場所を参照します。

6 仮想マシンの起動時にパラレル ポート デバイスを自動的に接続しない場合は、
[デバイスのステータス（Device status）] の [ パワーオン時に接続（Connect at 
power on）] チェックボックスの選択を解除します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

8 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ウィンドウで情報を確認し、[終了
（Finish）] をクリックします。
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DVD/CD-ROMドライブを追加するには

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [DVD/CD-ROMドライブ（DVD/CD-ROM Drive）] を選択し、[ 次へ（Next）] を
クリックします。

3 [ 物理ドライブを使用（Use physical drive）] または [ISO イメージを使用（Use 
ISO image）] のいずれか選択します。

a [ 物理ドライブを使用（Use physical drive）] を選択した場合、デバイスの場
所としてクライアントまたはホストのいずれかを選択します。 ドロップダウ
ン メニューから使用するドライブを選択します。

[パススルー（pass through）] を選択し、この仮想マシンにのみ接続するか
どうかを示すチェックボックスを使用する、または [ATAPI エミュレーショ
ン（ATAPI emulation）] を選択します。

b [ISO イメージを使用（Use ISO Image）] を選択した場合、イメージ ファイル
のパスとファイル名を入力する、または [参照（Browse）] をクリックして
ファイルの場所に移動します。

4 仮想マシンの起動時に CD-ROMドライブを接続しない場合は、[ パワーオン時に
接続（Connect at power on）] の選択を解除します。

5 [ 次へ（Next）] をクリックします。

6 ドライブが仮想マシンで使用する仮想デバイスノードを指定し、[次へ（Next）]
をクリックします。

7 [ 終了準備（Ready to Complete）] ウィンドウで情報を確認し、[ 終了（Finish）]
をクリックします。情報を変更する場合は、[戻る（Back）] をクリックします。

フロッピー ドライブの追加手順

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [ フロッピー ドライブ（Floppy Drive）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックし
ます。

3 使用するフロッピー メディアのタイプを選択します。 

ゲストがホスト上のフロッピー ドライブにアクセスできる物理フロッピー 
ドライブ

フロッピー イメージ（物理フロッピー ディスクと同一のフォーマットで
データを保存する、ホスト上のファイル）

空のフロッピー イメージを作成し、使用するための空のフロッピー イメージ
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4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 [ 物理フロッピー ドライブの使用（Use a physical floppy drive）] を選択した場
合、デバイスの場所としてクライアントまたはホストのいずれかを選択し、ド
ロップダウン メニューからドライブを選択します。 

a [ フロッピー イメージを使用（Use a floppy image）] を選択した場合、フ
ロッピー イメージを参照します。 

b [ 空のフロッピー イメージの作成（Create a blank floppy image）] を選択し
た場合、フロッピー イメージを参照します。

6 仮想マシンの起動時にフロッピー ドライブを仮想マシンに接続する場合は、[パ
ワーオン時に接続（Connect at power on）] を選択します。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

8 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ウィンドウで情報を確認し、[終了
（Finish）] をクリックします。

イーサネット アダプタ（NIC）を追加するには

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [ イーサネット アダプタ（Ethernet Adapter）] を選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

3 [ 次のネットワークに接続（Network connection）] パネルで、指定したラベル
の名前付きネットワークまたはレガシー ネットワークのいずれかを選択します。

4 仮想マシンの起動時に仮想NIC を接続する場合は、[ パワーオン時に接続
（Connect at power on）] を選択します。

5 ウィザードを完了するには、[終了（Finish）] をクリックします。

ハード ディスクを追加するには

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [ ハード ディスク（Hard Disk）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

3 仮想マシンのディスクのストレージ タイプを選択し、[ 次へ（Next）] をクリッ
クします。

仮想マシンのデータは、新しい仮想ディスク、既存の仮想ディスク、マップされ
た SAN LUN に格納できます。 ゲストOS には単一のハード ディスクとして認識
される仮想ディスクは、ホスト ファイル システム上の 1つまたは複数のファイ
ルで構成されています。 仮想ディスクは、同一ホスト上、またはホスト間で容易
にコピーしたり、移動したりできます。
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4 [ 新規仮想ディスクの作成（Create a new virtual disk）] を選択した場合は、次の
手順に従ってください。

a ディスク容量を入力します。 

b 場所として、[仮想マシンと同じ場所に格納（Store with the virtual machine）]
または [データストアの指定（Specify a datastore）]のいずれかを選択します。

c [ データストアの指定（Specify a datastore）] を選択した場合は、データス
トアの場所を参照し、[次へ（Next）] をクリックします。 手順 7 に進んでく
ださい。

5 既存のディスクを選択した場合、ディスク ファイルのパスを参照し、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

6 [ マップされた SAN LUN（Mapped SAN LUN）] を選択した場合は、次の手順に
従ってください。

a Rawディスクで使用するLUNを選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

b データストアを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

c 互換モードを選択します。 ゲストOS によるハードウェアへの直接アクセス
を許可する場合は、[物理（physical）] を選択します。仮想マシンで
VMware スナップショットやその他の上級機能を使用できるようにするに
は、[仮想（virtual machine）] を選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

7 仮想デバイス ノードを指定します。

8 次の手順に従って、仮想ディスク モード オプションを設定します。

a 独立ディスクにするには、[独立（Independent）] を選択します。 独立ディ
スクはスナップショットの影響を受けません。

b [ 独立型（Independent）] を選択した場合は、独立ディスクの 2つのモード
のいずれかを選択します。

[ 通常（Persistent）]　ディスクは正常に動作しますが、仮想マシンを
スナップショットに戻しても、ディスクへの変更内容はそのままです。 

[ 読み取り専用（Nonpersistent）]　ディスクは正常に動作しますが、
仮想マシンをパワーオフした場合やスナップショットに戻した場合、
ディスクの内容は元の状態に戻ります。 あとで実行された変更内容は破
棄されます。 

9 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

10 情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。



VMware, Inc. 211

第 12章 仮想マシンの構成

SCSI デバイスを追加するには 

1 [ ハードウェアの追加ウィザード（Add Hardware wizard）] を開始します。

2 [SCSI デバイス（SCSI Device）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 [ 接続（Connection）] のドロップダウン メニューを使用して、使用する物理デ
バイスを選択します。

4 この仮想マシンのパワーオン時に、仮想マシンをサーバの SCSI デバイスに接続
するには、[パワーオン時に接続（Connect at power on）] を選択します。

5 [ 仮想デバイスノード（Virtual device node）] で、仮想マシン内でこのデバイス
を表示する仮想デバイスノードを選択します。

仮想デバイスが物理ユニットと同様の方法でセットアップされていることを示す
チェックボックスを選択することもできます。

6 [ 設定が完了しました ]ウィンドウで情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリック
します。

レガシー仮想マシン
ESX Server 2.x ホストで作成された仮想マシンは、ESX Server 3.x ホスト上でレガシー 
モードで実行できます。 これらの仮想マシンは、ESX Server 3.x でサポートされている
ものよりも古い仮想ハードウェア バージョンを使用し、「レガシー仮想マシン」と呼
ばれます。レガシー仮想マシンは、次のいずれかの操作で作成されます。

ESX Server 2.x ホスト上で仮想マシンを作成してから、ESX Server 3.x ホスト上に移
行した。

ESX Server 2.x ホスト上で作成された既存の仮想ディスクを使用して、ESX Server 
3.x ホスト上で新しい仮想マシンを作成した。 

ESX Server 2.x ホスト上で作成された仮想ディスクを、既存のレガシーでない仮想
マシンに追加した。 

レガシー仮想マシンは、ESX Server 3.x ホスト上で引き続き実行できますが、パ
フォーマンスと機能が低下します。 特に、レガシー仮想マシンには、仮想デバイスを
追加または削除することができません。 このような仮想マシンを十分に活用するに
は、『アップグレード ガイド』の説明に従って仮想ハードウェアをアップグレードし
てください。 

注意   ESX Server 1.x ホスト上で作成された仮想マシン、または VMware Workstationなど
ほかの当社製品を使用して作成された仮想マシンを ESX Server 3.x ホストで実行するに
は、変換する必要があります。 詳細については、『仮想マシン モビリティ プランニン
グ ガイド』を参照してください。
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仮想ハードウェアのアップグレード
ESX Server 3.x が提供する機能をレガシー仮想マシンで活用するには、仮想ハード
ウェアを最新バージョンにアップグレードする必要があります。 詳細は、「レガシー
仮想マシン （P.211）」を参照してください。 仮想マシンをアップグレードする必要が
あるかどうかは、ハードウェア バージョンによって判定できます。

仮想マシンの仮想ハードウェア バージョンを判定するには

1 インベントリ内の仮想マシンを選択します。

2 [ 設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。 

仮想マシンのハードウェア バージョンが、[仮想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボックスの右上に表示されます。 

仮想ハードウェアをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1 VI Client で、一覧にある仮想マシンを右クリックし、ドロップダウン メニューか
ら [ 仮想ハードウェアのアップグレード（Upgrade Virtual Hardware）] を選択し
ます。

確認のダイアログ ボックスに、「この操作を行うと、ゲストOS が動作する仮想
ハードウェアが変更されます。 この操作は取り消しできません。また、仮想マシ
ンと旧バージョンの VMware ソフトウェア製品の互換性は失われます。 処理を実
行する前に、ディスクをバックアップしておくことを強くお勧めします。 構成を
アップグレードしますか。」というメッセージが表示されます。

2 [ はい（Yes）] をクリックします。

クライアント ウィンドウの下部にある [新しいタスク（Recent Tasks）] ペインに
プログレス バーが表示されます。
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本章ではテンプレートの作成と、仮想マシンのクローン作成について説明します。 

本章では、次の内容について説明します。

テンプレートについて （P.213）

テンプレートの作成 （P.214）

テンプレートの編集 （P.217）

テンプレートからの仮想マシンのデプロイ （P.217）

テンプレートの削除 （P.219）

テンプレートの復元 （P.220）

仮想マシンのクローン作成 （P.221）

仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクの作成 （P.223）

テンプレートについて
テンプレートは、新しい仮想マシンの作成とプロビジョニングに使用可能な、仮想マ
シンのマスター コピーです。 このイメージは主に、ハードウェア コンポーネントに
対して仮想コンポーネントを提供する、特定のオペレーティングシステムや構成など
です。 テンプレートには通常、インストールされたゲストOS や一連のアプリケー
ションが含まれています。 

テンプレートおよびクローン
の操作 13
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テンプレートと仮想マシンのドメイン内のどのレベルにおいても、テンプレートと仮
想マシンは共存します。 仮想マシンとテンプレートのコレクションを任意のフォルダ
内に整理し、仮想マシンとテンプレートの両方に様々な許可を適用することができま
す。 仮想マシンは、仮想マシンファイルの全コピーや新規オブジェクトの作成を必要
とせずに、テンプレートに変換できます。

仮想マシンとしてテンプレートをデプロイすることによって、テンプレートを使用し
て新しい仮想マシンを作成できます。 終了すると、デプロイされた仮想マシンは、テ
ンプレートの作成時にユーザーが選択したフォルダに追加されます。

テンプレートを表示するには、データ センターを選択し、[仮想マシン（Virtual 
Machines）] タブを選択します。 このタブには、データ センターのすべての仮想マシ
ンおよびテンプレートを表示できます。 仮想マシンとテンプレートは、異なるアイコ
ンで表示されます。

テンプレートの作成
テンプレートの作成方法には次の 3つがあります。 

所定の既存仮想マシンを使用します。 このプロセスでは元の仮想マシンを変換し
ます。

テンプレートに仮想マシンのクローンを作成します。

既存テンプレートのクローンを作成します。

仮想マシン アイコン テンプレート アイコン
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テンプレートに仮想マシンのクローンを作成するために、仮想マシンをパワーオフす
る必要はありません。

既存の仮想マシンをテンプレートに変換するには

1 VI Client を起動して、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーションバーの [インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 

インベントリ パネルと情報パネルに、管理対象のデータ センター、ホスト、リ
ソースプール、仮想マシンに関する情報が表示されます。 インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 必要に応じてインベントリを展開し、仮想マシンを選択します。 

4 シャットダウンまたはパワーオフ オプションを使用して、仮想マシンをパワー
オフします。

5 コマンドエリアまたはポップアップ メニューから [ テンプレートに変換
（Convert to Template）] をクリックします。

VirtualCenter はテンプレートとして仮想マシンをマークし、最新のタスクパネル
を表示します。

テンプレートに仮想マシンのクローンを作成するには

1 VI client を起動して、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーション バーで [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、インベン
トリ パネルを表示します。

3 仮想マシンを右クリックし、[テンプレートへのクローン作成（Clone to 
Template）] をクリックします。

[テンプレートへのクローン作成（Clone to Template）] オプションが有効でな
い場合、仮想マシンをパワーオフしなければならない場合もあります。 サスペン
ド状態の仮想マシンをクローン作成できません。

[仮想マシンのクローンをテンプレート化（Clone Virtual Machine to Template）]
ウィザードが表示されます。

4 新しいテンプレートの名前を入力し、インベントリの場所を選択して [次へ
（Next）] をクリックします。

テンプレートを説明する、意味のある名前を入力してください。 名前は 80字以
内で、英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用することができます。 
また、データ センターのテンプレートや仮想マシン上に、ほかに同じものがな
いようにしてください。 名前は大文字と小文字が区別されません。 「my_vm」と
いう名前は「My_Vm」と同一です。
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5 ターゲット場所のページに行きます。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

6 [ 終了（Finish）] をクリックします。

VirtualCenter によってタスク インベントリ パネルが参照用に表示され、情報パ
ネルのリストにクローン作成したテンプレートが追加されます。 

既存のテンプレートのクローンを作成するには

1 VI Client を起動して、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーションバーの [インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 

3 テンプレートを含むデータ センターを選択します。

データ センターに関連する仮想マシンとテンプレートがデータ センター パネル
に表示されます。

4 テンプレートを右クリックして [クローン作成（Clone）] を選択します。

[ テンプレートのクローン作成（Clone Template）] ウィザードが表示されます。

5 新しいテンプレートの一意の名前と説明を入力し、[次へ（Next）] をクリック
します。

機能的な名前と説明を入力します。 たとえば、オペレーティングシステム、アプリ
ケーション、バージョン、用途などを説明に入れます。 名前は 80字までで、英数
字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用することができます。 また、デー
タ センターのテンプレートや仮想マシン上に、ほかに同じものがないようにして
ください。 名前は大文字と小文字が区別されません。 「my_vm」という名前は
「My_Vm」と同一です。

6 ホストまたはクラスタを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

7 テンプレートのデータストアを選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

8 標準仮想マシンのフォーマットに仮想ディスクを残すか、仮想ディスクにコンパ
クト化（Compact）してストレージを最小化するかをラジオボタンで選択し、[次
へ（Next）]をクリックします。 [ 次へ（Next）]をクリックします。

9 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ウィンドウで新しい仮想マシンの
情報を見直してから、[終了（Finish）] をクリックします。

クローン作成が完了するまで新しいテンプレートは使用できません。 
VirtualCenter によって、クローンが作成されたテンプレートが [仮想マシン
（Virtual Machines）] タブのリストに追加されます。 
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テンプレートの編集
たとえばアプリケーションのアップグレードなど、テンプレートの編集が必要な場合
がありますが、 テンプレートとしては編集することができません。 仮想マシンにテン
プレートを変換してから編集し、編集した仮想マシンをテンプレートに変換してくだ
さい。

テンプレートの編集手順

1 テンプレートを仮想マシンに変換します。

2 仮想マシンを編集します。

3 仮想マシンをテンプレートに変換します。

次の手順でテンプレートの名前を直接変更できます。

テンプレート名を変更する

1 VirtualCenter Client で、[ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。

2 テンプレートを含むデータ センターを選択します。

3 [ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブを選択します。

4 テンプレートをクリックします。 もう 1度テンプレートをクリックします。 

5 これで、仮想マシンの名前は編集可能フィールドになります。 

6 名前を変更し、フィールドの外でクリックします。

テンプレートからの仮想マシンのデプロイ
次の手順によって、既存のテンプレートから仮想マシンがデプロイされます。 

テンプレートから仮想マシンをデプロイするには

1 VI Client を起動して、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーションバーの [インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 

インベントリ パネルと情報パネルに、管理対象のデータ センター、ホスト、リ
ソースプール、仮想マシンに関する情報が表示されます。 インベントリ ツール
バーが表示されます。

注意    レガシー VMFS2 データストアにあるテンプレートが仮想マシンに変換された
場合は、変換後の仮想マシンが、テンプレートの作成されたホストに登録される必要
があります。 このホストを、新しい仮想マシンの配置先として選択してください。
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3 テンプレートが格納されているデータ センターを選択し、[ 仮想マシン（Virtual 
Machines）] タブをクリックします。

データ センターに関連する仮想マシンとテンプレートがデータ センター パネル
に表示されます。

4 テンプレートを右クリックし、[このテンプレートからの仮想マシンのデプロイ
（Deploy Virtual Machine from this Template）] を選択します。

[ テンプレートのデプロイ（Deploy Template）] ウィザードが表示されます。

5 新しい仮想マシンの名前を入力し、場所を選択して [次へ（Next）] をクリック
します。

名前は 80字以内で、英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用するこ
とができます。 また、データ センターのテンプレートや仮想マシン上に、ほかに
同じものがないようにしてください。 名前は大文字と小文字が区別されません。 
「my_vm」という名前は「My_Vm」と同一です。

6 [ ホスト /クラスタ（Host / Cluster）] ページで、テンプレートの保存先となるホ
ストを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

7 仮想マシンを実行するリソースプール（適用可能な場合）を選択し、[次へ
（Next）] をクリックします。

リソースプールはホストまたはクラスタ内のリソースの階層管理を可能にしま
す。 仮想マシンと子プールは親プールのリソースを共有します。

8 仮想マシンのデータストアを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

仮想マシンのファイルをストアするデータ センターを選択することになります。 
仮想マシンとすべての仮想ディスクファイルが同じ場所に常駐できるように、十
分な容量のあるデータ センターを選択してください。

[詳細（Advanced）] ボタンで、別々の場所に各ファイルを格納できます。 デー
タ センターの選択のページに戻るには、[ベーシック（Basic）] ボタンをクリッ
クします。

9 [ ゲストのカスタマイズ オプションの選択（Select Guest Customization Option）]
ページで、次のアクションのうちいずれかを実行します。

ゲストOS をカスタマイズしない場合は、[カスタマイズしない（Do not 
customize）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

ゲストOS をカスタマイズする場合は、ほかの選択肢を適宜クリックします。 
ゲストOS をカスタマイズするには、ウィザードまたは既存のカスタマイズ
仕様を使用します。 方法については、「ゲストOSのカスタマイズ （P.225）」
を参照してください。
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10 今すぐ仮想マシンをパワーオンする場合、[設定が完了しました（Ready to 
Complete）] ページで新しい仮想マシンの情報を確認して、[新規仮想マシンを
作成後、パワーオンする（Power on the new Virtual Machine after creation）]
チェック ボックスを選択し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

[終了（Finish）] をクリックすると、タスクが終了するまで仮想マシンを使用し
たり、編集したりできなくなります。 これには数分間かかります。 仮想マシンが
データストアに追加されます。 

テンプレートを仮想マシンに変換するには

1 VirtualCenter Client を起動し、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーションバーの [インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 

インベントリ パネルと情報パネルに、管理対象のデータ センター、ホスト、リ
ソースプール、仮想マシンに関する情報が表示されます。 インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 テンプレートを含むデータ センターを選択します。

データ センターに関連する仮想マシンとテンプレートがデータ センター パネル
に表示されます。

4 [ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブをクリックします。

5 テンプレートを右クリックし、[仮想マシンへの変換（Convert to Virtual 
Machine）] を選択します。

テンプレートが仮想マシンに変換されます。

テンプレートの削除
テンプレートを VirtualCenter インベントリから削除するには

このプロシージャでテンプレートの登録を抹消します。 テンプレート ファイルは、
データストアからは削除されません。 

1 [ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。

2 該当するテンプレートを選択します。

3 テンプレートを右クリックし、[インベントリからの削除（Remove from 
Inventory）] を選択します。

注意   カスタマイズは、すべてのゲストOSでサポートされているわけではあり
ません。 また、一部のゲストOS にはMicrosoft Sysprep ツールが必要です。 
「Microsoft Sysprep ツールのインストール （P.375）」を参照してください。
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4 [OK] をクリックし、VirtualCenter データベースからテンプレートを削除するこ
とを確認します。 

データストア以外のテンプレート ファイルが、VirtualCenter インベントリから
すべて削除されます。

ディスクからテンプレートを削除するには

1 VirtualCenter Client を起動し、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックし、テン
プレートが格納されているホストを選択します。

3 テンプレートが格納されているデータストアを選択し、[仮想マシン（Virtual 
Machine）] タブをクリックします。

4 テンプレートを右クリックし、[ディスクから削除（Delete from Disk）] を選択
します。

5 [OK] をクリックし、VirtualCenter データベースからテンプレートを削除するこ
とを確認します。

ディスクからテンプレートが削除され、元に戻すことはできなくなります。 

テンプレートの復元
テンプレートはホストに関連付けられています。テンプレートを削除および追加した
あとでこのテンプレートを復元または登録する唯一の方法は、データストア ブラウザ
を使用してテンプレートを配置する方法です。 次にインベントリ ウィザードを使用し
て .vmtxファイルに名前を付けて登録し、VirtualCenter にテンプレートを戻します。 

テンプレートを復元するには

1 VirtualCenter Client を起動し、VirtualCenter サーバにログインします。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックし、テン
プレートが格納されているホストを選択します。

3 テンプレートが格納されているデータストアを右クリックし、[データストアの
参照（Browse Datastore）] を選択します。 

注意   テンプレートをホストから削除すると、テンプレートを元に戻すことはできま
せん。 

注意   テンプレートの元の名前を維持する場合は、[インベントリに追加（Add to 
Inventory）] ウィザードに名前を入力しないでください。 ウィザードのフィールドが
空白の場合、VirtualCenter は元の名前を使用します。
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4 データストア フォルダを参照して、.vmtx ファイルを探します。

5 .vmtx ファイルを右クリックし、[インベントリに追加（Add to Inventory）] を選
択します。

[ インベントリに追加（Add to Inventory）] ウィザードが表示されます。

6 テンプレート マシン名を入力し、場所を選択して、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

テンプレートを格納するホストまたはクラスタを選択し、[次へ（Next）] を選
択します。

7 選択したオプションを確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

8 テンプレートがホストに登録され、このホストの [仮想マシン（Virtual Machine）]
タブに表示されます。

仮想マシンのクローン作成
クローンとは、仮想マシンのコピーにカスタマイズを加えたものです。 クローンを作
成する場合、VirtualCenter には仮想マシンのゲストオペレーティング システムをカ
スタマイズするオプションが用意されています。 新しいクローンは、元の仮想マシン
と同じデータ センター内の任意のホストに配置したり、別のデータ センターに配置
したりすることができます。

パワー状態に関係なく、仮想マシンをホット クローニングできます。 仮想マシンのク
ローンを作成するために、仮想マシンをパワーオフする必要はありません。 ただし、
サスペンド状態の仮想マシンをクローン作成できません。

仮想マシンのクローン作成手順

1 VirtualCenter を起動し、VirtualCenter サーバにログインします。

2 インベントリ パネルのナビゲーション バーで [ インベントリ（Inventory）] ボタ
ンをクリックします。 

インベントリ パネルおよび情報パネルには、データストア、リソース プール、
ホスト、および仮想マシンに関する情報が表示されます。 インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 必要に応じてインベントリを展開し、ソース仮想マシンをクリックします。
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4 [ 仮想マシンのクローン作成（Clone a Virtual Machine）] ウィザードを開始する
には、[コマンド（Commands）] エリアの [ 新規仮想マシンにクローン作成
（Clone to New Virtual Machine）] リンクをクリックする、またはポップアップ メ
ニューから [ クローン作成（Clone）] を選択します。

[ クローン作成（Clone）] オプションが有効でない場合、仮想マシンをパワーオ
フしなければならない場合もあります。 サスペンド状態の仮想マシンをクローン
作成できません。

[仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）]ウィザードが表示されます。

5 仮想マシン名を入力し、場所を選択して、[次へ（Next）] をクリックします。

6 クローンを実行するホストまたはクラスタを選択し、[次へ（Next）] を選択し
ます。

7 クラスタを選択した場合、クラスタに含まれる特定のホストを選択し、[次へ
（Next）] をクリックする必要があります。

8 クローンを実行するリソース プールを選択し、[ 次へ（Next）] を選択します。

9 仮想マシン ファイルを保存するデータストアの場所を選択し、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

10 ほかのオプションを設定するために [詳細 ]ボタンをクリックし、[次へ（Next）]
を選択します。

[ ゲスト カスタマイズ オプションの選択（Select Guest Customization Option）]
ページが表示されます。 ゲストOS のカスタマイズに、ウィザードを使用するか、
既存のカスタマイズ仕様を使用するかを選択できます。 カスタマイズを行わない
という選択肢もあります。

詳細は、「ゲストOSのカスタマイズ （P.225）」を参照してください。

11 該当するラジオ ボタンをクリックし、[ 次へ（Next）] をクリックします。

12 選択したオプションを確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

[新規仮想マシンの終了準備（Ready to Complete New Virtual Machine）]ページで
は、新規仮想マシンの作成後にこの仮想マシンをパワーオン状態にするチェック
ボックスを選択できます。 [ 終了（Finish）]をクリックすると、タスクが終了する
まで仮想マシンを使用したり、編集したりできなくなります。 タスクに仮想ディス
クの作成が含まれる場合、タスクが終了するまで数分間かかる場合があります。
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仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクの
作成

次の手順によって、仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクが作成
されます。 

仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクの設定手順

1 ナビゲーション バーの [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンを
クリックします。

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。

2 [ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ スケジュール設定タスク（Scheduled Task）]
を選択するか、[ 新規（New）] ボタンをクリックします。

[スケジュール設定するタスクを選択します（Select a Task to Schedule ）] ダイア
ログボックスが表示されます。

3 ドロップダウン メニューを使用して [仮想マシンのクローン作成（Clone a 
virtual machine）] を選択し、[OK] をクリックします。

[仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）]ウィザードが表示されます。

4 クローンを作成する仮想マシンを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

5 ウィザードに従い、仮想マシンのクローンを作成した前述のタスクと同様の手順
を実行します。 [ ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）] ページの次には
[ タスクのスケジュール設定（Schedule the Task）] ページが表示されます。

6 テキストボックスに、名前とタスクの説明を入力します。
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7 タスクの実行頻度を選択します。

8 [ 今すぐ（Now）] または [ 日時（Later）] を選択します。 [ 日時 ] を選択する場合
は、仮想マシンがデプロイされる日時を入力し、[次へ（Next）] をクリックし
ます。

カレンダーを表示するには、[日時（Later）] をクリックし、ドロップダウン矢
印をクリックして、表示されるカレンダーから日付を選択します。 赤い丸は今日
の日付、グレー表示の丸はスケジュール設定した日付を示します。 

9 [ 新規仮想マシンの設定完了（Ready to Complete New Virtual Machine）] ページ
で情報を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。 

任意で、新しい仮想マシンの作成後にこの仮想マシンをパワーオンにするチェッ
クボックスを選択することもできます。

VirtualCenter によって新しいタスクがスケジュール設定タスクのリストに追加さ
れ、指定した時刻にタスクが完了されます。 タスクの実行時刻になると、最初
に、タスクを作成したユーザーがタスクを完了する権限をまだ保持しているかど
うかが確認されます。 権限レベルが不十分な場合は、VirtualCenter によってログ
にメッセージが送信され、タスクは実行されません。
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仮想マシンを作成し、構成を終了すると、ターゲット環境内ですぐに機能できるよう
に仮想マシンのゲストOS の ID およびネットワーク設定をカスタマイズすることも
できます。

仮想マシンの設定は、仕様に保存することができます。この仕様は、あとで再度呼び
出して再利用できます。 設定の保存には、カスタマイズ ウィザードを使用します。 カス
タマイズ ウィザードへのアクセス方法は、2種類 （仕様を作成し、あとで再利用する
ためにデータベースに保存できるカスタマイズ仕様マネージャを使用する方法と、新
しい仮想マシンのクローンを作成するときにウィザードを使用する方法）あります。

本章では、カスタマイズ仕様マネージャを使用してゲストOS をカスタマイズする方
法について解説します。 

本章では、次の内容について説明します。

ゲストのカスタマイズ準備 （P.226）

Windows ゲスト OSのカスタマイズ （P.228）

カスタマイズ仕様ウィザードの使用方法 （P.235）

[ 仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）] ウィザードの使用方法 
（P.239）

ゲストOS のカスタマイズの終了 （P.240）

ゲストOS のインストールについての詳細は、『ゲスト オペレーティング システム イ
ンストール ガイド』を参照してください。

ゲストOSのカスタマイズ 14

注意   ゲストOSをカスタマイズするには、その前に仮想マシンを VirtualCenter のイ
ンベントリに登録しておく必要があります。 
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ゲストのカスタマイズ準備
テンプレートから新しい仮想マシンを導入する場合や、既存の仮想マシンのクローンを
作成する場合、新しいゲストOSをカスタマイズすることができます。 構成オプション
は、[ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）]ウィザードに従って設定します。 

ゲストのカスタマイズを行う場合は、[ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）]
ウィザードを実行する前に次の手順に従ってください。

システムが、ゲスト カスタマイズ要件を満たしていることを確認します。 
Windows ゲスト OSをカスタマイズする場合は、Windows ゲスト OS のカスタ
マイズに必要なコンポーネントをインストールする必要があります。 インストー
ル手順については、「付録 B Microsoft Sysprep ツールのインストール （P.375）」
を参照してください。 

VirtualCenter サーバがインストールされているWindows マシンに、必要なコン
ポーネントをインストールします。 

ゲストのカスタマイズのための仮想ハードウェア要件
ゲストをカスタマイズするには、クローンまたはテンプレートの作成に使用される
ソース仮想マシンに、次の条件があります。

VMware Tools がインストールされていること。

SCSI ディスクであること。

VMware Workstation および VMware Server で作成するWindows XP または
Windows Server 2003 仮想マシンのデフォルト構成は、IDE ディスクです。 IDE
ディスクを持つ仮想マシンをカスタマイズした場合、その仮想マシンは VMware 
Server ホストにのみデプロイできます。

VirtualCenter によるカスタマイズは、最小のインデックスを持つ SCSI コント
ローラ上の、最小のアドレスを持つ仮想 SCSI ノードに接続されたディスクに対
して動作します。 その結果、カスタマイズ対象のゲストOS が、仮想マシン構成
で SCSI 0:0 ノードとして接続されたディスク上に格納さていることを確認する必
要があります。 

注意   ボリューム ライセンス バージョンではないWindows XPまたは
Windows 2003を配置し、カスタマイズすると、新しい仮想マシンでMicrosoft オ
ペレーティング システムを再アクティベイトすることが必要な場合があります。
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Windows ゲスト OSの場合： ESX Server 3.0.x 以前を実行するホスト上に仮想マシ
ンが配置されている場合は、有効なパーティション（boot.iniの格納された
パーティション）とシステム パーティション（￥WINNTや￥WINDOWSなどのシ
ステム ディレクトリの格納されたパーティション）の両方が同じ仮想ディスク
上に存在し、SCSI 0:0 仮想 SCSI ノードに接続されます。 

Linux ゲストの場合：ESX Server 3.0.x 以前を実行するホスト上に仮想マシンが配
置されている場合は、システム パーティション（/etcディレクトリの格納され
たパーティション）が SCSI 0:0 ノードに存在している必要があります。

32ビットまたは64ビットのOSに対応した、32ビットまたは64ビット ハードウェ
アがインストールされていること。 

ゲスト カスタマイズのためのWindows の要件
Windows ゲスト OSのゲスト カスタマイズは、次の場合に行えます。

ゲストOS がプライマリまたはバックアップ ドメイン コントローラではない。

クローンまたはテンプレートに次のいずれかのバージョンのWindows がインス
トールされている。

Windows 2000 Server、Advanced Server、または Professional（64 ビット 
バージョンを含む）

Windows XP Professional（64 ビット バージョンを含む）

Windows Server 2003、Web、Standard、または Enterprise Editions（64 ビッ
ト バージョンを含む）

Windows Vista（64 ビット バージョンを含む）

ゲストOS に最新バージョンの VMware Tools がインストールされている。 

注意   仮想マシンに IDE ディスクと SCSI ディスクが混在している場合は、第 1の
IDE ディスクが起動ディスクと見なされ、そのディスクが VirtualCenter によって
カスタマイザに渡されます。 「第 1」とはコントローラ : デバイスの順序のこと
で、ide0:0、ide0:1、scsi0:0、scsi0:1 などとなります。

注意   有効なパーティションとシステム パーティションが同じパーティションで
ある必要はありません。

注意   Windows XP HomeまたはWindows NT4 OSのゲスト カスタマイズはサポー
トされていません。 Windows Vistaのカスタマイズは、ESX Server 3.5 以降または
ESX Server 3iバージョン3.5以降を実行するホスト上でのみサポートされています。 
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VirtualCenter サーバにMicrosoft Sysprep ツールがインストールされている。 

仮想マシンが ESX Server 3.0.x 以前のバージョンを実行するホスト上に配置されて
いる場合は、有効なパーティション（boot.ini が格納されたパーティション）と
システム パーティション（\WINNT や \WINDOWSなどのシステム ディレクトリ
が格納されたパーティション）の両方が同じ仮想ディスク上にあること。

Microsoft Sysprep ツールには一定の条件があり、ソース マシンにある程度の制約が
あります。 詳細は、Microsoft Sysprep のドキュメントを参照してください。

ゲスト カスタマイズのための Linux 要件 
Linux ゲスト OS のゲスト カスタマイズは、次の場合に行えます。

クローンまたはテンプレートに、次のいずれかのバージョンの Linux がインス
トールされている。

Red Hat Enterprise Linux AS バージョン 2からバージョン 5（64 ビット バー
ジョンを含む）

Red Hat Application Serverバージョン2からバージョン5（64ビット バージョ
ンを含む）

SUSE LINUX Enterprise Server 8、9、または 10

ゲストOS に最新バージョンの VMware Tools がインストールされている。 

クローンまたはテンプレートのルート ボリュームが、ext2、ext3、または
ReiserFS ファイル システムでフォーマットされている。

Windows ゲスト OS のカスタマイズ
カスタマイズの手順は、新規仮想マシンで使用するゲストOS によって異なります。 
テンプレートのデプロイ時、または仮想マシンのクローン作成時にWindows オペ
レーティング システムをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

注意   Red Hat Linux バージョン 4以降および SUSE LINUX Enterprise Server
バージョン 9以降のカスタマイズは、ESX Server 3.5 以降または ESX Server 3i
バージョン 3.5 以降を実行するホスト上でのみサポートされています。 
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Windows ゲストOSをカスタマイズするには

[ ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）] ウィザードは、[ テンプレートのデ
プロイ（Deploy Template）] ウィザードまたは [仮想マシンのクローン作成（Clone 
Virtual Machine）] ウィザードから間接的に起動されます。または、仮想マシンを選
択してから [編集（Edit）] - [ カスタマイズ仕様（Customization Specifications）] を
選択することで、ウィザードを起動することもできます。

1 [ ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）] ウィザードを起動します。

2 [ 登録情報（Registration Information）] ページで、仮想マシンの所有者の名前と
組織名を入力します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

これは、ゲストOS 登録用の情報です。 ゲストOS の [ システムのプロパティ
（System Properties）] に表示されます。 [ 名前（Name）] フィールドには、個人、
ユーザー、グループの名前を入力します。

3 [ コンピュータ名（Computer Name）] ページで、仮想マシンの [コンピュータ
名（Computer Name）] を入力します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

コンピュータ名は、ゲストOSの特定のインスタンスに割り当てられた名前です。 
オペレーティング システムは、ネットワーク上でオペレーティング システムを識
別する方法として、この名前を使用します。 Windowsシステムでは、コンピュー
タ名が使用されます。 ほかのオペレーティング システムでは、ホスト名が使用さ
れます。 この名前は、前に [テンプレートのデプロイ（Deploy Template）]ウィ
ザードや [仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）]ウィザードで宣言
した仮想マシン名とは異なります。 コンピュータ名は、次のオプションを使用して
設定できます。

[ 特定の名前の使用（Use a specific name）]　名前には、英数字、アンダー
スコア（_）、ハイフン（-）を使用できます。 ピリオド（.）や空白は使用でき
ません。また、数字以外の文字や記号も使用する必要があります。 [ 数値を付
加して一意の値にする（Append a numeric value to ensure uniqueness）] を
選択すると、ほかと重複しない一意の名前を割り当てることができます。 名
前は大文字と小文字が区別されません。 「my_vm」という名前は「My_Vm」
と同一です。

[ 仮想マシン名の使用（Use the virtual machines name）]　VirtualCenter が
作成するコンピュータ名は、ゲストOS が稼動している仮想マシンの名前と
同じです。

[ デプロイ ウィザードで名前を入力するプロンプトを表示します（Prompt 
the user for a name in the Deploy wizard）]　VI Client は [ 仮想マシンのデプ
ロイ（Deploy Virtual Machin）]ウィザードを表示し、このウィザードのすべ
ての手順が完了すると、コンピュータ名を入力するプロンプトを表示します。
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[VirtualCenter サーバで構成されたカスタム アプリケーションを使用して、
名前の引数を生成します（Use a custom application configured with the 
VirtualCenter Server to generate a name）]　カスタム アプリケーションに
渡すパラメータを入力します。

4 [Windows ライセンス（Windows License）] ページで、新しいゲストOS の
Windows ライセンス キーを指定します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

Windows Server オペレーティング システムのカスタマイズでは、[シート単位
（Per seat）]または [サーバ単位（Per server）]のいずれかを選択してください。 
[ サーバ単位（Per server）] を選択する場合は、サーバへの同時接続の最大数を
指定します。

5 [ システム管理者パスワード（Administrator Password）] ページで、仮想マシン
のシステム管理者のパスワードを入力し、確認します。 [ 次へ（Next）] をクリッ
クします。 

パスワードを空白にすると、VI Client は、システム管理者ユーザーにパスワード
が不要であることを確認するメッセージを表示します。

仮想マシンの起動時にシステム管理者で自動的にログオンする場合は、[自動的に
システム管理者としてログオン（Automatically log on as the administrator）]を
選択し、自動ログオンの試行回数を指定します。 この設定は、仮想マシンを何回か
再起動してから、通常のユーザーが仮想マシンにログオンする場合に便利です。

6 [ タイム ゾーン（Time Zone）] ページでは、仮想マシンのタイム ゾーンを選択
します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

7 [ 一回実行（Run Once）] ページでは、新規仮想マシンを最初に起動するときに、
実行する任意のコマンドを入力します。 コマンドを入力したら、[追加（Add）]
をクリックします。 [ 削除（Delete）] と [ 移動（Move）] オプションを使用して、
コマンドの実行順序を調整してください。 コマンド リストが完成したら、[次へ
（Next）] をクリックします。

8 DHCPサーバからのネットワーク インターフェイスをVirtualCenter ですべて自動
設定するには、[ネットワーク（Network）]ページの [標準設定（Typical settings）]
を選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

注意   システム管理者パスワードを変更するのは、ソースWindows 仮想マシンの
システム管理者パスワードが空の場合だけです。 ソースWindows仮想マシンまた
はテンプレートにシステム管理者パスワードが設定されている状態で、新しいシ
ステム管理者パスワードを指定した場合は、古いパスワードが変更されません。

注意   [Run Once] コマンドについての詳細は、Microsoft の Windows Sysprep の
ドキュメントを参照してください。 
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9 一般的なVirtualCenter の構成をユーザー環境に合わせて調整したい場合は、[カス
タム設定（Custom settings）]を選択し、カスタマイズの対象となるネットワー
ク インターフェイス カード（NIC）を選択して [カスタマイズ（Customize）]を
クリックし、仕様の追加を行います。 

[ ネットワークのプロパティ（Network Properties）] ダイアログ ボックスが開き
ます。

[ネットワークのプロパティ（Network Properties）] ダイアログ ボックスで、次
の手順を実行します。

a [ 全般（General）] タブで、DHCP を使って IP アドレスを自動的に取得する
か、IP アドレスを手動で入力するかを選択します。 また、DHCP を使って
DNS サーバ アドレスを自動的に取得するか、DNSサーバ アドレスを手動で
入力するかを選択します。

b [DNS] タブでは、DNS 接続でのDNS サフィックスを入力します。 入力した
DNS サフィックスごとに、[追加（Add）] をクリックします。 複数のDNS
接続を追加する場合は、[↑ ] と [ ↓ ] を使って、仮想マシンが接続を使用す
る順序を指定します。 

c [WINS] タブでは、エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、プライマリ
WINS アドレスとセカンダリWINS アドレスを指定します。 

d [OK] をクリックすると、前のダイアログ ボックスに戻ります。 [ ネットワー
ク ゲストのカスタマイズ（Network Guest Customizations）] ダイアログ 
ボックスで、[ 次へ（Next）] をクリックします。
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10 [ ワークグループまたはドメイン（Workgroup or Domain）] ページで、次の手順
のいずれかを実行します。

ワークグループに参加するには、[ワークグループ（Workgroup）] を選択
し、ワークグループ名を入力してから [次へ（Next）] をクリックします。

ドメインに参加するには、[Windows Server のドメイン（Windows Server 
Domain）] を選択してコンピュータをWindows ドメインに参加させるユー
ザーのユーザー名を指定し、そのユーザーのパスワードを指定します。 [ 次
へ（Next）] をクリックします。

11 [ オペレーティング システムのオプション（Operating System Options）] ページ
で、[ 新規セキュリティ ID（SID）の生成（Generate New Security ID (SID)）
（Generate New Security ID (SID)）] を選択し、仮想マシン用の新しいセキュリ
ティ ID を生成します。

12 [ 次へ（Next）] をクリックします。

13 （オプション）[仕様の保存（Save Specification）] ページで次の手順を完了する
と、カスタマイズしたオプションが .xmlファイルとして保存されます。

a [ このカスタマイズ仕様をあとで使用するために保存します（Save this 
customization specification for later use）] を選択します。

b 仕様の名前を指定して、[次へ（Next）] をクリックします。

VirtualCenter は、カスタマイズされた構成パラメータを VirtualCenter データ
ベースに保存します。 カスタマイズ設定が保存されると、システム管理者、ドメ
イン管理者、およびパスワードが暗号化された形式でデータベースに格納されま
す。 パスワードの暗号化に使用された証明書は VirtualCenter サーバごとに固有の
ものであるため、VirtualCenter サーバを再インストールしたり、サーバの新しい
インスタンスをデータベースに接続すると、暗号化されたパスワードが無効にな
ります。 パスワードを使用するには、再入力する必要があります。 

14 [ 終了（Finish）] をクリックして変更内容を保存し、[ゲストのカスタマイズ
（Guest Customization）] ウィザードを終了します。 

15 [ 終了（Finish）] をクリックして仮想マシンをデプロイし、[テンプレートのデ
プロイ（Deploy Template）] ウィザードまたは [仮想マシンのクローン作成
（Clone Virtual Machine）] ウィザードを終了します。



VMware, Inc. 233

第 14 章 ゲスト OS のカスタマイズ

Linux ゲスト OS のカスタマイズ
Linux ゲスト OSをカスタマイズするには

[ ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）] ウィザードは、メニューやツール
バー オプションからは起動できません。 [ ゲストのカスタマイズ（Guest 
Customization）] ウィザードは、[ テンプレートのデプロイ（Deploy Template）]
ウィザードまたは [仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）] ウィザード
から間接的に起動されます。 

1 [ ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）] ウィザードを起動します。

2 [ コンピュータ名（Computer Name）] ページで、仮想マシンのコンピュータ名
とドメイン名を指定します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

コンピュータ名は、ゲストOS の特定のインスタンスに割り当てられた名前で
す。 オペレーティング システムは、ネットワーク上でオペレーティング システ
ムを識別する方法として、この名前を使用します。 Linux システムでは、これは
ホスト名と呼ばれています。 この名前は、前に [ テンプレートのデプロイ
（Deploy Template）] ウィザード または [ 仮想マシンのクローン作成（Clone 
Virtual Machine）] ウィザードで宣言した VMware VI3 の仮想マシン名とは異なり
ます。 コンピュータ名は、次のオプションを使用して設定できます。

[ 特定の名前の使用（Use a specific name）]　名前には、英数字、アンダー
スコア（_）、ハイフン（-）を使用できます。 ピリオド（.）や空白は使用でき
ません。また、数字以外の文字や記号も使用する必要があります。 [ 数値を付
加して一意の値にする（Append a numeric value to ensure uniqueness）]を
選択すると、ほかと重複しない一意の名前を割り当てることができます。 名前
は大文字と小文字が区別されません。 「my_vm」という名前は「My_Vm」と
同一です。

[ 仮想マシン名の使用（Use the virtual machines name）]　VirtualCenter が
作成するコンピュータ名は、ゲストOS が稼動している仮想マシンの名前と
同じです。

[ デプロイ ウィザードで名前を入力するプロンプトを表示します（Prompt 
the user for a name in the Deploy wizard）]　VI Client は [ 仮想マシンのデプ
ロイ（Deploy Virtual Machin）]ウィザードを表示し、このウィザードのすべ
ての手順が完了すると、コンピュータ名を入力するプロンプトを表示します。

[VirtualCenter サーバで構成されたカスタム アプリケーションを使用して、
名前の引数を生成します（Use a custom application configured with the 
VirtualCenter Server to generate a name）]　カスタム アプリケーションに
渡すパラメータを入力します。
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3 VirtualCenter のすべてのネットワーク インターフェイスをDHCP サーバから自
動で設定するには、[ネットワーク（Network）] ページの [ 標準設定（Typical 
settings）] を選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

4 VirtualCenter の構成が使用環境に適していない場合は、[カスタム設定（Custom 
settings）] を選択して、[ 次へ ] をクリックします。 

5 カスタマイズするネットワーク インターフェイス カード（NIC）を選択し、[ カ
スタマイズ（Customize）] をクリックして仕様の追加指定を行います。 

[ ネットワークのプロパティ（Network Properties）] ダイアログ ボックスで、次
の手順を実行します。

a [ 全般（General）] タブで、DHCP を使って IP アドレスを自動的に取得する
か、IP アドレスを手動で入力するかを選択します。 また、DHCP を使って
DNS サーバ アドレスを自動的に取得するか、DNSサーバ アドレスを手動で
入力するかを選択します。

b [OK] をクリックすると、前のダイアログ ボックスに戻ります。 [ ネットワー
ク ゲストのカスタマイズ（Network Guest Customizations）] ページで、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

6 [DNS およびドメイン設定（DNS and Domain settings）] ページで、DNSサーバ
の IP アドレスを入力します。 DNS サフィックスを入力し、DNS接続を指定しま
す。 入力したDNSサフィックスごとに、[ 追加（Add）] をクリックします。 複数
の DNS 接続を追加する場合は、[↑ ] と [ ↓ ] を使って、仮想マシンが接続を使
用する順序を指定します。 

7 （オプション）[ 仕様の保存（Save Specification）] ページで次の手順を完了する
と、カスタマイズしたオプションが .xmlファイルとして保存されます。

a [ このカスタマイズ仕様をあとで使用するために保存します（Save this 
customization specification for later use）] を選択します。

b ファイル名を指定して、[次へ（Next）] をクリックします。

VirtualCenter は、カスタマイズされた構成パラメータを VirtualCenter データ
ベースに保存します。 カスタマイズ設定が保存されると、システム管理者、ドメ
イン管理者、およびパスワードが暗号化された形式でデータベースに格納されま
す。 パスワードの暗号化に使用された証明書は VirtualCenter サーバごとに固有の
ものであるため、VirtualCenter サーバを再インストールしたり、サーバの新しい
インスタンスをデータベースに接続すると、暗号化されたパスワードが無効にな
ります。 パスワードを使用するには、再入力する必要があります。 

8 [ 終了（Finish）] をクリックします。 
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VirtualCenter は、[ゲストのカスタマイズ（Guest Customization）] ウィザードを
終了し、[テンプレートのデプロイ ウィザード（Deploy Template）] または [仮
想マシンのクローン作成ウィザード（Clone Virtual Machine）] に戻ります。 

9 [ 終了（Finish）] をクリックすると、テンプレートを仮想マシンがデプロイされ
るか、クローン作成が実行されます。

カスタマイズ仕様ウィザードの使用方法
次の手順を実行すると、あとでゲストOS のカスタマイズを行う場合に使用可能なカ
スタマイズ仕様をセットアップできます。

ゲスト カスタマイズ ウィザードを開始するには

1 [編集（Edit）] - [ カスタマイズ仕様（Customization Specifications）]を選択します。

[ カスタマイズ仕様マネージャ（Customization Specification Manager）] ウィン
ドウが表示されます。 ここから、仕様プロパティの表示、および仕様の作成、編
集、コピー、削除、インポート、またはエクスポートを実行できます。 画面を更
新するには、[更新（Refresh）] ボタンを使用します。

2 新しい仕様を作成するには、[新規（New）] アイコンをクリックします。

ゲスト カスタマイズ ウィザードが表示されます。

3 ドロップダウン メニューからターゲット仮想マシンのオペレーテング システム
を選択します。

4 カスタムの Sysprep 回答ファイルを使用する場合は、チェックボックスを選択し
ます。
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5 新しいカスタマイズ仕様の名前と任意で説明を入力します。 [ 次へ（Next）] をク
リックします。

6 所有者の名前と組織を入力して、このゲストOS のコピーを登録します。 [ 次へ
（Next）] をクリックします。

[コンピュータ名（Computer Name）] ページが表示されます。 このページでは、
コンピュータ名を指定してネットワーク上にあるこの仮想マシンを特定します。

7 コンピュータ名を指定するには、次のいずれかのラジオ ボタンを選択します。

[ 特定の名前の使用（Use a specific name）]

このオプションでは、テキスト フィールドに名前を入力する必要がありま
す。 特定のコンピュータ名の次に数値を追加して一意の名前にする場合は、
このチェックボックスを選択します。

[ 仮想マシン名の使用（Use the Virtual Machine Name）]

[ デプロイ ウィザードで名前を入力するプロンプトを表示します（Prompt 
the user for a name in the Deploy wizard）]

[VirtualCenter サーバで構成されたカスタム アプリケーションを使用して、
名前を生成します（Use a custom application configured with the 
VirtualCenter server to generate a name）]

このオプションでは、引数を指定します。

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。

オペレーティング システムの [ ライセンス（License）] ページが表示されます。

9 仮想マシンでライセンス情報が求められる場合は、[ライセンス（License）]
ページに製品 ID を入力します。 

一部の仮想マシンでは、ライセンス情報は不要です。 この場合、これらのフィー
ルドは空白にしておきます。

10 サーバのゲストOS をカスタマイズしている場合は、[サーバのライセンス情報
を含める（Include Server License Information）] チェックボックスを選択します。

11 オペレーティング システムがシートごとまたはサーバごとかを選択し、サーバ 
ライセンス モード用に最大接続数を入力します。[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

12 [ システム管理者パスワード（Administrator Password）] パネルでパスワードを
入力し、システム管理者アカウントのパスワードを確認します。

パスワードを入力しないと、警告のダイアログボックスが表示されます。
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13 システム管理者として自動的にログインする場合はこのチェックボックスを選択
し、ログイン回数を選択します。

14 [ 次へ（Next）] をクリックします。

15 ドロップダウン メニューでタイム ゾーンを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

16 [ 一回実行（Run Once）] ページで、ユーザーが初めてログオンしたときに実行
されるコマンドを指定します。 コマンドの追加、削除、上下への移動には、ナビ
ゲーション ボタンを使用します。

17 [ 次へ（Next）] をクリックします。

18 各ネットワーク インターフェイスのソフトウェア設定をカスタマイズする場合、
ネットワーク インターフェイス設定を指定します。 通常設定用のラジオ ボタン
を選択してすべてのネットワーク インターフェイスでDHCP を有効にする、ま
たはカスタム設定用のラジオ ボタンを選択して各ネットワーク インターフェイ
スを手動で構成します。

19 [ 次へ（Next）] をクリックします。

20 [ ワークグループ（Workgroup）] ページまたは [ ドメイン（Domain）] ページ
で、仮想マシンのネットワークへの参加方法を選択します。ワークグループ用の
ラジオ ボタンを選択してワークグループ名を入力する、またはWindows サーバ 
ドメイン用のラジオ ボタンを選択してドメインを入力します。

ドメインを入力する場合、コンピュータを特定ドメインに追加する権限を持つ
ユーザー アカウントのユーザー名およびパスワードを入力する必要があります。

21 [ 次へ（Next）] をクリックします。

22 [ オペレーティング システムのオプション（Operating System Options）] ページ
で、[ 新規セキュリティ ID（SID）の生成（Generate New Security ID (SID)）] を選
択して新しいセキュリティ ID を生成します。

23 [ 次へ（Next）] をクリックします。

24 入力した情報を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

注意   [ 一回実行（Run Once）] コマンドについての詳細は、Microsoft の
Windows Sysprep のドキュメントを参照してください。 
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[ カスタマイズ仕様マネージャ（Customization Specification Manager）] ページ
に仕様が表示され、ゲストOS のカスタマイズに使用できます。

カスタマイズ仕様は、各 VirtualCenter サーバ、および暗号化を実行する
VirtualCenter の各バージョンで異なります。 カスタマイズ仕様は、VirtualCenter
サーバごとに再作成する必要があります。 同じ VirtualCenter サーバ上でバージョ
ンをアップグレードした場合には、暗号化は保持されます。 したがって、
VirtualCenter をアップグレードしても、同じカスタマイズ仕様を使用できます。 
ただし、VirtualCenter をアンインストールしてから再度インストールを行うと、
これまでのインストールで使用したパスワードを復号化できなくなります。 

25 仕様のプロパティを表示するには、[プロパティ（Properties）] アイコンをク
リックします。

[カスタマイズ仕様のプロパティ（Customization Specification Properties）] ダイ
アログボックスが表示されます。

26 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
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27 [ 編集（Edit）] アイコンをクリックして [ゲスト カスタマイズ ウィザード
（Guest Customization wizard）] を再表示し、仕様の情報を変更します。

28 [ コピー（Copy）] アイコンをクリックして、仕様のコピーを作成します。

29 仕様を削除するには、仕様を選択してから [削除（Delete）] アイコンをクリッ
クします。

仕様マネージャから仕様が削除されます。

30 既存の仕様をマネージャにインポートするには、[インポート（Import）] アイ
コンをクリックし、[参照（Browse）] ダイアログボックスで仕様を選択します。

31 仕様をエクスポートするには、[エクスポート（Export）] アイコンをクリック
し、[名前を付けて保存（Save As）] の場所を選択します。

32 仕様マネージャの最大化や最小化を行ったり、仕様マネージャを閉じたりするに
は、[最大化（maximize）]、[ 最小化（minimize）]、[ 閉じる（exit）] の各ボタ
ンを使用します。

[ 仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）]
ウィザードの使用方法

デプロイ ウィザードの最後に、[ゲスト カスタマイズ ウィザード（Guest 
Customization wizard）] にアクセスする機会がもう 1度あります。 この時点では、保
存した仕様を読み込むことができます。 ローカル ディスクまたはサーバのどちらから
仕様を取得するかを選択できます。 保存した仕様を読み込まないことを選択した場
合、ウィザードはフィールドが空白のまま開きます。

新しい仮想マシンのセットアップを行う場合は、次の手順に従います。 仮想マシンの
セットアップを行う次の手順では、前の項でセットアップした仕様を使用します。

カスタマイズ ウィザードの使用方法の詳細については、「Windows ゲスト OSのカス
タマイズ （P.228）」を参照してください。

仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、保存したカスタマイズ仕様を読み
込む手順

1 [ インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ クローン作成
（Clone）] を選択します。

[仮想マシンのクローン作成（Clone Virtual Machine）]ウィザードが表示されます。

2 [ ゲストのカスタマイズ オプションの選択（Select Guest Customization Option）]
ページが表示されるまでウィザードを移動します。このページでは、[カスタマ
イズ（Customization）] ウィザードを使用してカスタマイズしたり、仕様マネー
ジャのリストから選択した既存のカスタマイズ仕様を使用してカスタマイズした
りできます。
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ゲスト OSのカスタマイズの終了
最後のカスタマイズ手順は、新しい仮想マシンを初めて起動したときに発生します。 
このプロセスの一部として、仮想マシンが何回も再起動する場合があります。 カスタ
マイズは、ゲストOS の起動、完了スクリプトの実行、およびログイン ページの表示
が行われるまで終了しません。 

新しい仮想マシンの起動中にカスタマイズ エラーが発生した場合、ゲストのシステ
ム ログ メカニズムを使用してこのエラーが報告されます。 Linux では、このエラーが
/var/log/vmware/customization.logに記録されます。 Windows では、%WINDIR%
￥temp￥vmware-imcに書き込まれます。 

ゲストOS のカスタマイズを完了するために必要な手順については、次の項を参照し
てください。

Linux ゲスト OS のカスタマイズの完了 （P.240）

Windows ゲスト OSのカスタマイズの完了 （P.240）

Linux ゲストOSのカスタマイズの完了
カスタマイズされた Linux 仮想マシンは、再起動の必要がありません。初めて起動し
てログイン ページが表示されると、すぐに使用できます。 構成エラーが発生した場合、
ゲストOSの起動中に仮想マシンのコンソール ウィンドウにエラーが表示されます。

Windows ゲストOSのカスタマイズの完了
カスタマイズした仮想マシンを初めてパワーオンすると、カスタマイズおよび構成プ
ロセスを完了する一連の処理がゲストOS によって実行されます。 ゲストOS のタイ
プによっては、このプロセスでさらに再起動が必要な場合があります。この再起動は
自動的に実行されます。

カスタマイズしたWindows 仮想マシンを初めてパワーオンすると、仮想マシンは自動
的に複数回再起動され、構成プロセスが完了します。 この仮想マシンは、2回目の再起
動後にログイン ページが表示されると操作可能になります。 ホストの速度と負荷に
よっては、このプロセスに数分かかる場合があります。 最後の構成プロセスでエラーが
発生した場合、イベントはゲストOSのイベント データベースに記録されます。 これら
のエラーを表示するには、Windowsのスタート メニューで [スタート（Start）] - [ プロ
グラム（Programs）] - [ 管理ツール（Administative Tools）] - [ イベント ビューア
（Event Viewer）]を選択します。
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構成の最終プロセスで要求された情報のいずれかが正しくない場合、新しい仮想マシ
ンが起動するとゲストOS が停止し、ユーザーが正しい情報を入力するまで待機しま
す。 正しくない情報の例は次のとおりです。

コンピュータ名が一意ではない （コンピュータ名は、仮想マシンがデプロイさ
れたネットワーク上で一意である必要がある）。 

製品キーが正しくない。

ドメインへの参加が指定されたユーザーが存在しない。

ネットワークのDHCP サーバが正常に機能していない。

システムが情報を待機中かどうかを確認するには

仮想マシンのコンソールを開き、システムが情報を待機しているかどうかを確認します。 
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15

本章では、あるホストから別のホストに仮想マシンを移行（移動）するプロセスにつ
いて説明します。 

本章では、次の内容について説明します。

移行について （P.244）

コールド移行 （P.244）

サスペンド状態の仮想マシンの移行 （P.245）

VMotion による移行 （P.245）

仮想マシンの移行ウィザードの使用方法 （P.256）

Storage VMotion による移行 （P.260）

仮想マシンの移行 15

注意   仮想マシンをコピーすると、新しい仮想マシンが作成されますが、 これは移行
の方法ではありません。
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移行について
移行とは、仮想マシンをあるホストまたはストレージから別のホストまたはストレー
ジへ移動するプロセスのことです。 VirtualCenter 2.5 以降の場合、次に示す移行オプ
ションがあります。

コールド移行　パワーオフ状態の仮想マシンを新しいホストに移行します。 任意
で、構成ファイルおよびディスク ファイルを新しいストレージに移動すること
も可能です。 コールド移行を使用して、データ センター間で仮想マシンを移行で
きます。  

サスペンド状態の仮想マシンの移行　サスペンド状態の仮想マシンを新しいホス
トに移行します。 任意で、構成ファイルおよびディスク ファイルを新しいスト
レージに移動することも可能です。 サスペンド状態の仮想マシンを、データセン
タ間で移行できます。 

VMotion による移行　パワーオン状態の仮想マシンを新しいホストに移動しま
す。 VMotion による移行では、仮想マシンを停止せずに、仮想マシンのサービス
を新しいホストをに移動できます。 VMotion による移行は、データ センター間で
仮想マシンを移行できます。  

Storage VMotion による移行　パワーオン状態の仮想マシンの仮想ディスクまた
は構成ファイルを新しいホストに移動できます。 Storage VMotionによる移行では、
仮想マシンのサービスを停止せずに、仮想マシンのストレージを移動できます。  

コールド移行
コールド移行プロセスを開始する前に、移行する仮想マシンをパワーオフ状態にして
おく必要があります。 コールド移行では、関連するディスクをあるデータストアから
別のデータストアに移動することができます。 仮想マシンは、共有ストレージ上に格
納する必要はありません。 

コールド移行は、次の手順で実行されます。

1 仮想マシンのディスクのほかに、NVRAMファイル（BIOS 設定）を含む構成ファ
イルとログ ファイルが、ソース ホストからターゲット ホストの対応するスト
レージ領域に移動されます。

2 仮想マシンが新しいホストに登録されます。

3 移行の完了後、ソース ホストから古いバージョンの仮想マシンが削除されます。

コールド移行中にエラーが発生した場合、仮想マシンは元の状態および場所に戻され
ます。

仮想マシンを手動で移動するか、コールド移行を実行するスケジュール タスクを設
定できます。 タスクのスケジュール設定については、「タスク、イベントおよびア
ラームの管理 （P.315）」を参照してください。
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サスペンド状態の仮想マシンの移行
サスペンド状態の仮想マシンの移行は、ESX Server 3.x、ESX Server 3i およびそれ以降
のみでサポートされています。 ESX Server 2.x を使用して作成された仮想マシンは、パ
ワーオフしてから移行する必要があります。 サスペンド状態の仮想マシンの移行時
に、データストア間で関連するディスクを移動することもできます。 仮想マシンは、
共有ストレージ上に格納する必要はありません。 

サスペンド状態の仮想マシンを移行する場合は、仮想マシン用の新しいホストが
CPU の互換性要件を満たすようにする必要があります。 詳細は、「移行の互換性
チェックについて （P.259）」を参照してください。 

サスペンド状態の仮想マシンの移行は、次の手順で実行されます。

1 構成ファイル （NVRAM ファイル （BIOS 設定）、ログファイル、サスペンド ファ
イルを含む）、および仮想マシンのディスクが、ソース ホストからターゲット ホ
ストの対応するストレージ領域に移動されます。

2 仮想マシンが新しいホストに登録されます。

3 移行の完了後、ソース ホストから古いバージョンの仮想マシンが削除されます。

移行中にエラーが発生した場合、仮想マシンは元の状態および元の場所に戻されます。

サスペンド状態の仮想マシンの移行と VMotion による移行は、両方とも仮想マシン
をパワーオフせずに移行できるため、「ホット移行」と呼ばれることがあります。 

VMotion による移行
VMotion による移行では、移行の間、作業プロセスを継続させることができます。 2
つのホストが共有するストレージ上の同じ場所に、関連する仮想ディスクが残された
状態で、仮想マシンの全状態だけでなく、必要に応じて構成ファイルも新しいホスト
に移動されます。 仮想マシンの状態が新しいホストに移動されると、その仮想マシン
は新しいホストで実行します。

状態情報には、カレント メモリの内容と、仮想マシンを定義、識別するすべての情
報が含まれます。 メモリの内容には、トランザクション データのほか、オペレーティ
ング システムやアプリケーションがメモリ上に保持するすべてのデータが含まれま
す。 状態として保存される定義情報および識別情報には、BIOS、デバイス、CPU、
イーサネット カードのMAC アドレス、チップ セットの状態、レジスタなど、仮想マ
シンのハードウェア構成要素にマップされるすべての情報が含まれます。
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VMotion による移行は、次の 3段階で実行されます。

1 VMotion による移行が要求されると、VirtualCenter は既存の仮想マシンがカレン
ト ホストで安定した状態であることを確認します。 

2 仮想マシンの状態情報（メモリ、レジスタ、ネットワーク接続）がターゲット 
ホストにコピーされます。 

3 新規ホスト上で仮想マシンがアクティビティをレジュームします。

移行中にエラーが発生した場合、仮想マシンは元の状態および場所に戻されます。

サスペンド状態の仮想マシンの移行と VMotion による移行は、両方とも仮想マシン
をパワーオフせずに移行できるため、「ホット移行」と呼ばれることがあります。 

VMotion のホスト構成
VMotion を正常に使用するために、はじめにホストを正しく構成する必要がありま
す。 次の点で、それぞれホストを正しく構成したことを確認します。

各ホストには、VMotion のライセンスが正しく付与されている必要があります。 
ライセンスの詳細については、『インストール ガイド』を参照してください。 

各ホストは、共有ストレージを使用するように構成する必要があります。 詳細
は、「共有ストレージ （P.246）」を参照してください。

各ホストは、VMotion のネットワーク要件を満たしている必要があります。 詳細
は、「VMotion のネットワーク要件 （P.246）」を参照してください。

共有ストレージ
VMotionによる移行の間、移行する仮想マシンは、ソースとターゲットの両方のホス
トにアクセス可能なストレージに配置する必要があります。 VMotion用に構成されてい
るホストが、共有ストレージを使用していることを確認してください。 共有ストレージ
は、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）上にあるのが一般的ですが、iSCSI や NAS
などの共有ストレージを使っても実装できます。 SANの詳細については、当社の『SAN
構成ガイド』を参照してください。その他の共有ストレージについては、『ESX Server 
3 構成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。

VMotion のネットワーク要件

VMotion には、VMotion を使用できるすべてのホスト間で、プライベートなギガビッ
ト イーサネット（GigE）ネットワークが必要です。 VMotion が有効な各ホストには最
低 2つのイーサネット アダプタが必要で、少なくともそのうちの 1つは GigE アダプ
タである必要があります。 
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推奨するネットワークのベスト プラクティスを次に示します。

サービス コンソール（ESX Server 3 ホスト上）用に専用のイーサネット アダプタ
を 1つ使用する。

VMotion 専用の GigE アダプタを 1つ使用する。

使用できるイーサネット アダプタが 2つしかない場合：

最高のセキュリティを確保するには、GigE アダプタを VMotion 専用にし、
VLANを使用して仮想マシンと管理トラフィックをもう 1つのアダプタに分
割します。

最高の可用性を確保するには、2つのアダプタを結合し、VLAN を使用して次
のようにトラフィックを複数のネットワークに分割します。 仮想マシンのト
ラフィック用に 1つおよびそれ以上、サービス コンソール（ESX Server 3 ホ
スト上）用に 1つ、VMotion 用に 1つ。

VMotion が有効なホスト上で、次のように仮想ネットワークを構成します。

各ホストで、VMotion 用の VMkernel ポート グループを構成します。

ソースおよびターゲット ホストの同じサブネットに仮想マシンがアクセスでき
ることを確認します。 

仮想マシンのポート グループ用に使用するネットワーク ラベルが、ホスト間で
一致していることを確認します。 VMotion による移行の間、VirtualCenter は、
ネットワーク ラベルが一致するかどうかに応じて、ポート グループに仮想マシ
ンを割り当てます。 

ホストのネットワーク構成の詳細については、『ESX Server 3 構成ガイド』または
『ESX Server 3i 構成ガイド』を参照してください。 

CPU の互換性について
VMotion は、実行中の仮想マシンのアーキテクチャ状態を、基盤となる ESX Server シ
ステム間で転送します。 つまり、正常に移行するためには、仮想マシンがソース ホス
トから移行されたときにソース ホストのプロセッサが使用していた命令と同等の命
令を使用して、ターゲット ホストのプロセッサが実行をレジュームできる必要があ
ります。 VMotion による移行に必要な互換性を保つには、プロセッサのクロック速
度、キャッシュ サイズ、プロセッサ コア数は異なっていてもかまいませんが、プロ
セッサは同じクラスのベンダ（Intel または AMD）製であり、かつ互換性のある機能
セットを使用している必要があります。

サスペンド状態の仮想マシンの移行では、仮想マシンが同等の命令を使用して、ター
ゲット ホストでレジュームできる必要もあります。 
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VMotion による移行またはサスペンド状態の仮想マシンの移行を開始すると、[ 仮想
マシンの移行（Migrate Virtual Machine）] ウィザードがターゲット ホストの互換性を
チェックし、移行を妨げるような互換性の問題がある場合はエラー メッセージを出
力します。 詳細は、「移行の互換性チェックについて （P.259）」を参照してください。

仮想マシンがパワーオンされると、仮想マシンは使用可能な CPU 機能セットを特定
します。 仮想マシンのCPU 機能セットは、ホストのCPU 機能セットに基づいていま
す。 ただし、ホストが VMotion 互換性強化を使用しているクラスタの一部である場合
や、仮想マシンに CPU 互換性マスクが適用されている場合は、仮想マシンからホス
トの CPU 機能の一部を隠すことができます。 VMotion 互換性強化の詳細については、
「VMotion 互換性強化について （P.250）」を参照してください。 CPU 互換性マスクの
詳細については、「CPU の互換性マスクについて （P.253）」を参照してください。

VMotion で仮想マシンを移行する場合、次のいずれかのシナリオが適用されます。

ターゲット ホストの機能セットが、仮想マシンの CPU機能セットと一致する。 
CPU 互換性の要件を満たしているので、VMotion による移行が開始します。 

仮想マシンの CPU 機能セットに、ターゲット ホストがサポートしない機能が含
まれる。 CPU 互換性の要件が満たされないので、VMotion による移行は開始でき
ません。 

ターゲット ホストは仮想マシンの機能セットをサポートしており、かつ仮想マ
シンの機能セットにそのほかのユーザーレベルの機能（SSE4.1 など）がない。 
CPU 互換性の要件が満たされないので、VMotion による移行は開始できません。 

ターゲット ホストは仮想マシンの機能セットをサポートしており、かつ仮想マ
シンの機能セットにそのほかのカーネルレベルの機能（Nxなど）がない。 CPU
互換性の要件を満たしているので、VMotion による移行が開始します。 仮想マシ
ンがパワーオンの状態であるかぎり、仮想マシンはその CPU 機能セットを保持
し、元のホストに自由に移行しなおすことができます。 ただし、仮想マシンを再
起動すると、仮想マシンが新しいホストから新しい機能セットを取得します。こ
のため、仮想マシンを元のホストに再度移行しようとすると VMotion の互換性
がなくなる場合があります。 

注意   ヴイエムウェアは、CPU ベンダやハードウェア ベンダとのパートナーシップを
通して、広範なプロセッサ全体で VMotion の互換性を維持できるよう努力していま
す。 詳細情報については、VMware ナレッジ ベースを確認してください。
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CPU ファミリと機能セットについて
プロセッサ ベンダは、Intel Xeon や AMD Opteron などのプロセッサ ファミリを定義
しています。 同じファミリ内の異なるプロセッサ バージョンは、プロセッサのモデ
ル、ステッピング レベル、拡張機能を比較することで区別できます。 場合によって
は、プロセッサ ベンダーが、同じプロセッサ ファミリ内で大幅なアーキテクチャ変
更（SSSE3 命令、SSE4.1 命令、Nx/XD CPU セキュリティ機能など）を行うことがあり
ます。 

デフォルト設定では、VMotion による移行したあとの仮想マシンの安定性を保証する
ために、VirtualCenter はアプリケーションにアクセス可能な機能が一致しない場合は
互換性がないと認識します。 

サーバ ハードウェアの CPUの仕様書には、VMotion の互換性に影響を与える機能
が、CPU に搭載されているかどうかが記載されています。 サーバや CPU 機能の仕様
が不明な場合は、VMware の起動可能な CPU認識ユーティリティ（ESX Server でダウ
ンロード可能）を使ってサーバを起動すると、SSE3、SSSE3、Nx/XDの機能が CPU
に搭載されているか確認できます。

Intel プロセッサおよびその機能の詳細については、Intel 社から入手可能な
『Application Note 485: Intel® Processor Identification and the CPUID Instruction』を参
照してください。 AMDプロセッサおよびその機能の詳細については、AMD社から入
手可能な『CPUID Specification』を参照してください。

Nx/XDの注意事項

AMDの No eXecute（Nx）と Intel の eXecute Disable（XD）テクノロジーは、同じセ
キュリティ機能を目的としたものであり、 悪質なソフトウェア攻撃やバッファ オー
バーフロー攻撃への対策として、メモリ ページをデータとしてマークします。

次のオペレーティング システムは、Nxおよび XDをサポートしています。 

Windows Server 2003（SP1）、Windows* XP（SP2）、Windows Vista、RHEL4、
RHEL 3（Update 3）、SUSE 10、SUSE Linux 9.2、Solaris 10、Linux kernels 2.6.6 以降
（またはパッチを含む 2.4 カーネル）

ESX Server 3.x 以降では、Nx および XDテクノロジーを使用できるすべてのゲストOS
について、XD/Nx テクノロジーがデフォルトで公開されます（ただし、デフォルト
で提供されている一部のセキュリティ機能の互換性は失われます）。 Nx が一致しない
場合、これまで ESX Server 2.x で対応していたホストを ESX Server 3.x にアップグレー
ドすると、互換性がなくなる可能性があります。しかし、VMotion CPU 互換性マト
リックスで指定されている仮想マシンごとの CPU 互換性マスクを使用して、互換性
を復元することができます。

SSE3 の注意事項
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SSSE3 の注意事項

VMware は、Intel P4 プロセッサ ファミリと Intel Core プロセッサ ファミリの中で、
SSSE3 命令をサポートするプロセッサと SSSE3 命令をサポートしないプロセッサとの
間に制限を設けています。 このアプリケーション レベル命令は、仮想化レイヤーをバ
イパスするため、VMotion による移行で一致しない部分があると、これらの命令に
よってアプリケーションが不安定になるからです。

SSE4.1 の注意事項

VMware は、Intel Core 2 プロセッサ ファミリの中で、SSE4.1 命令をサポートするプ
ロセッサと SSE4.1 命令をサポートしないプロセッサとの間に制限を設けています。
このアプリケーション レベル命令は、仮想化レイヤーをバイパスするため、VMotion
で移行したあとに一致しない部分が発生すると、アプリケーションが不安定になるた
めです。 

VMotion 互換性強化について
VMotion 互換性強化（EVC）機能を使用すると、クラスタにあるホストの VMotion 互
換性を確保するのに役立ちます。 EVC を使用すると、クラスタにあるすべてのホスト
が、実際にはホストの CPU が異なる場合でも、仮想マシンに対して同じ CPU 機能
セットを公開します。 これによって、CPU の互換性がないことが原因で VMotion に
よる移行が失敗することはありません。 

クラスタ設定のダイアログ ボックスに EVCを構成します。 EVC を構成すると、クラス
タにあるホストのプロセッサをすべて、ベースライン プロセッサ機能に表示するよ
うに設定することになります。 EVC は、Intel FlexMigration テクノロジーを活用して
Intel ベースライン プロセッサと同じ機能セットを提供します。 EVC は、AMDの
AMD-V Extended Migratione テクノロジーを活用して AMDベースライン プロセッサ
と同じ機能セットを提供します。 ベースライン プロセッサおよびサポートされている
プロセッサの詳細は、「EVC 要件 （P.251）」を参照してください。 

EVC はすべての環境において、仮想マシンが隠された CPU機能にアクセスすること
を防止できるわけではありません。 CPU ベンダーの推奨した機能検出方法に従ってい
ないアプリケーションでは、EVC環境で予期しない動作をする場合があります。 
VMware EVC は、CPUベンダーの推奨に従っていない、異常な動作をするアプリケー
ションではサポートされていません。 正常に動作するアプリケーションの作成の詳細
は、VMware ナレッジ ベースの記事「CPUの新機能を使用およびテスト」を参照し
てください。 
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EVC 要件
クラスタで EVCを有効にするには、クラスタは次の要件を満たす必要があります。 

VirtualCenter 2.5 Update 2 またはそれ以降を実行している必要があります。 

クラスタにあるすべてのホストは、Intel または AMDのいずれか一方のベンダー
の CPU を搭載する必要があります。 

クラスタにあるすべてのホストは、ハードウェアのライブ移行（Intel 
FlexMigration または AMD-V Extended Migration）をサポートしているか、その
クラスタで有効にするベースライン機能セットが CPU に搭載されている必要が
あります。 サポートされているホストの各プロセッサについては、表15-1 を参
照してください。

クラスタにあるすべてのホストは、ESX Server 3.5 Update 2 またはそれ以降を実
行している必要があります。 

クラスタにあるすべてのホストは、VirtualCenter サーバに接続されている必要が
あります。 

EVC を有効にする場合、クラスタにあるすべての仮想マシンをパワーオフする
か、そのクラスタの外部に移行する必要があります。 

EVCが有効な既存のクラスタに追加したホストも、前述の要件を満たす必要があります。 

EVC クラスタの作成

EVC クラスタを作成するには、次の 2つのうちいずれかの方法を使用できます。

空のクラスタを作成して、EVCを有効にし、そのあとこのクラスタにホストを移
動する。

既存のクラスタで EVCを有効にする。 

空の EVCクラスタを作成することをお勧めします。この方法が、最も簡単に EVCを作
成でき、既存のインフラストラクチャの破壊を最低限に抑えられるためです。 

EVC クラスタの作成前に、クラスタに追加するホストが「EVC 要件 （P.251）」に記載
されている要件を満たす必要があります。

表15-1.  EVC クラスタでサポートされているプロセッサ

ベンダー ベースライン プロセッサ サポートされているプロセッサ

Intel Intel Core 2（Merom） Intel Core 2（Merom）

Intel 45nm Core 2（Penryn）

AMD AMD Second Generation Opteron
（Rev-E/F）

AMD Second Generation Opteron（Rev-E/F）

AMD Third Generation Opteron（Barcelona）
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EVC クラスタを作成するには

1 空のクラスタを作成します。

VMware DRS、VMware HA などのその他のクラスタ機能は、EVCと完全に互換性
があります。 クラスタを作成する場合、これらの機能を有効にするよう選択でき
ます。 各クラスタ オプションの詳細については、『VIClient オンライン ヘルプ』
を参照してください。 

2 クラスタ設定を編集し、EVCを有効にします。 

このクラスタに追加するホストに適用した CPU ベンダーおよび機能セットを選
択します。 EVC 構成の詳細については、『VIClient オンライン ヘルプ』を参照して
ください。 

3 クラスタに移動するホストを選択し、次のいずれかを実行します。

ホストのすべての仮想マシンをパワーオフします。 

VMotion を使用して、ホストの仮想マシンを別のホストに移行します。 

EVC クラスタのベースラインと同じな CPU タイプがあるホストに仮想マシ
ンを移行する場合、クラスタのセットアップが終了したあと、VMotion を使
用してクラスタに仮想マシンを移行できます。 それ以外の場合は、仮想マシ
ンをパワーオフしてクラスタに移行する必要があります。 

4 クラスタにホストを移動します。 

仮想マシンが、クラスタのベースライン CPU の CPU 互換性要件を満たす場合
は、ホストで仮想マシンをパワーオンしたり、VMotion を使用してクラスタに仮
想マシンを移行したりできます。 

5 クラスタに移動するそのほかの各ホストに対して、手順3と手順 4を繰り返します。 

既存のクラスタでの EVCの有効化
既存のクラスタで EVCを有効にする前に、クラスタにあるホストが「EVC要件 
（P.251）」に記載されている要件を満たしていることを確認します。 

既存のクラスタで EVCを有効にするには

1 EVC を有効にする前に、クラスタにパワーオン状態の仮想マシンがないことを確
認します。 EVC を有効にするクラスタを選択し、次のいずれかを実行します。

クラスタにあるすべての仮想マシンをパワーオフします。 

VMotion を使用して、クラスタの仮想マシンを別のホストに移行します。 

EVC クラスタのベースラインとして有効にしたものと同じ CPUタイプを使
用するホストに仮想マシンを移行する場合は、クラスタのセットアップが終
了したあと、VMotion を使用してクラスタに仮想マシンを戻すことができま
す。 それ以外の場合は、仮想マシンをパワーオフしてクラスタに移行する必
要があります。 
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2 クラスタにあるすべてのホストの CPU が、Intel または AMDのどちらかの CPU
であることを確認します。 

3 クラスタ設定を編集し、EVCを有効にします。 

CPU ベンダー、およびクラスタにあるホストに適した機能セットを選択します。 
EVC 構成の詳細については、『VIClient オンライン ヘルプ』を参照してください。 

4 クラスタで仮想マシンをパワーオンするか、クラスタに仮想マシンを移行します。 

CPU の互換性マスクについて
VirtualCenterは仮想マシンが使用できるCPU機能と移動先ホストのCPU機能とを比較
して、VMotionによる移行が可能かどうかを特定します。  CPU互換性マスクを使用する
と、仮想マシンが認識できるCPU機能を、仮想マシンごとにカスタマイズできます。

VMware は、VMotion での移行後、仮想マシンの安定稼動を確保できるように、CPU
互換マスクのデフォルト値を設定しています。 デフォルト マスクは、あまり変更され
ません。変更されるのは、新しいホスト機能が搭載され、ESX Server のバージョンが
アップデートされて仮想マシンにこの機能を公開するまたは隠す場合のみです。

CPUの互換性やゲストOS機能（Nx、XDなど）を複数の中から選択できる場合には、
仮想マシンの [詳細設定（Advanced Settings）]オプションにチェックボックス オプ
ションが表示されるので、各仮想マシンを構成できます。 CPU機能の可視性を詳細に制
御するために、仮想マシンのCPU互換性マスクをビット レベルで編集できます。

CPU 互換性マスクはすべての環境において、仮想マシンがマスクされた CPU機能に
アクセスすることを防止できるわけではありません。 ハードウェアのライブ移行
（Intel FlexMigration または AMD-V Extended Migration）をサポートしていないホスト
では、ゲストOS がマスクされた機能を隠した場合でも、アプリケーションはマスク
された機能を検出して使用できます。 また、すべてのホストにおいて、CPUID 命令を
使用せずに、サポートされていない方法で CPU 機能を検出するアプリケーションは、
マスクされた機能にアクセスできます。 このような異常なアプリケーションを実行す
る仮想マシンは、移行後に安定性の問題が発生する可能性があります。 

注意   マニュアルを参照せずに、またはテストを実施せずに CPU互換マスクを手動で
編集することは推奨しません。これは、構成がサポート対象外になる可能性がありま
す。 CPU 互換性マスクの編集の詳細については、「仮想マシン オプションの変更 
（P.195）」を参照してください。
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VMotion の仮想マシン構成要件
多くの特有の仮想マシン構成が、VMotion による仮想マシンの移行を妨げる場合があ
ります。 これらの構成の概要を次に示します。

仮想マシンがクラスタ用の Rawディスクを使用している場合、VMotion を使用し
てその仮想マシンを移行することはできません。 

仮想マシンが使用する仮想デバイスが、移動先ホストからアクセスできないデバ
イスを利用している場合、VMotion を使用してその仮想マシンを移行することは
できません。 （たとえば、移動元ホストの物理CDドライブを利用した CDドラ
イブが構成された仮想マシンは移行できません。） 仮想マシンを移行する前にこ
れらのデバイスを切断してください。 

仮想マシンが使用する仮想デバイスが、クライアント コンピュータのデバイス
を利用している場合、VMotion を使用してその仮想マシンを移行することはでき
ません。 仮想マシンを移行する前にこれらのデバイスを切断してください。 

移動先のホストが仮想マシンのスワップファイルにアクセスできない場合、
VMotion を使用してその仮想マシンを移行することはできません。 詳細は、「ス
ワップファイルの場所の互換性 （P.254）」を参照してください。

スワップファイルの場所の互換性
ESX Server 3.0.x を実行するホスト上の仮想マシンが持つスワップファイルは、仮想マ
シン構成ファイルと同じ場所に配置されています。 このような仮想マシンを VMotion
で移行できるのは、スワップファイルが配置されている VMFS ボリュームに、移行先
ホストがアクセス可能な場合のみです。 

ESX Server 3.5 および ESX Server 3i バージョン 3.5ホスト、または VirtualCenter 2.5で管
理されるクラスタまたはホストは、仮想マシンのスワップファイルの場所として、 仮想
マシン構成ファイルと同じ場所、またはそのホストに対して指定されたスワップファ
イル データストアという、2つの場所を構成できます。 仮想マシンごとに、現在のホス
トのデフォルト設定とは異なるスワップファイルの場所を設定することもできます。 

仮想マシンのスワップファイルの場所は、VMotion の互換性に次のような影響を与え
ます。

ESX Server 3.5 または ESX Server 3i バージョン 3.5 を実行するホスト間の移行： 
VMotion による移行、およびサスペンド状態またはパワーオフ状態の仮想マシン
の移行が可能です。 

移行先ホストで指定されたスワップファイルの場所が、移行元ホストで指定され
たスワップファイルの場所と異なっている場合は、スワップファイルが新しい場
所にコピーされます。 その結果、VMotion による移行に時間がかかることがあり
ます。 移行先ホストが指定されたスワップファイルの場所にアクセスできない場
合は、仮想マシン構成ファイルの場所にスワップファイルが格納されます。
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ESX Server 3.5 または ESX Server 3i バージョン3.5以降を実行するホストと、以前
のバージョンの ESX Server を実行するホストとの間の移行：サスペンド状態お
よびパワーオフ状態の仮想マシンの移行が可能です。 仮想マシンが、ローカル ス
ワップファイル データストアを使用するように構成されている場合に、その構
成をサポートしないホストにその仮想マシンを移行しようとすると、警告は表示
されますが、移行は可能です。 その仮想マシンを再びパワーオンすると、スワッ
プファイルは仮想マシンと同じ場所に配置されます。 

スワップ ファイル ポリシーの構成については、VI Client のオンライン ヘルプを
参照してください。 

移行先のスワップファイルの場所が、移行元のスワップファイルの場所と同じでな
い限り、VMotionによる移行は行えません。 実際には、仮想マシンのスワップファ
イルが、仮想マシン構成ファイルと同じ場所に配置されている必要があります。 

スナップショットを使用した仮想マシンの移行
スナップショットを使用して仮想マシンを移行する場合は、さらに制限があります。 
スナップショットを使用した仮想マシンの移行は、仮想マシンのパワー状態に関係な
く可能ですが、仮想マシンの構成ファイルやディスクを新しいホストに移動せずに、
仮想マシンを移行する場合に限られます。 （つまり、その仮想マシンが両方のホスト
へアクセスできる共有ストレージ上に格納されている必要があります）。

移行によって構成ファイルまたは仮想ディスクが移動される場合には、さらに次の制
限があります。

移行元と移行先のホストで、ESX Server 3 バージョン 3.5 または ESX Server 3i バー
ジョン 3.5 以降が実行されていること。 

仮想マシンのすべてのファイルとディスクが 1つのディレクトリに格納され、移
行操作によって仮想マシンのすべてのファイルとディスクが 1つの移行先ディ
レクトリに移動されること。 

スナップショットのある仮想マシンを移行しようとすると、VirtualCenter は警告を出
力しますが、移行を妨げることはありません。 移行ウィザードはスナップショットの
仮想マシンの状態と移動先ホストとの互換性を確認できないため、VMotion を使用し
て移行したあとでスナップショットに戻すと、仮想マシンがクラッシュする可能性が
あります。 
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仮想マシンの移行ウィザードの使用方法
[ 仮想マシンの移行（Migrate Virtual Machine）] ウィザードを使用すると、1台のホ
ストから別のホストに仮想マシンを移行するプロセスを手順に従って実行できます。 
ウィザードに表示されるオプションは、コールド移行または VMotion による移行の
どちらを実行するかによって多少異なります。

パワーオフ状態またはサスペンド状態の仮想マシンを移行するには

1 移行する仮想マシンを選択します。 次のいずれかを行います。

ポップアップ メニューから [ 移行（Migrate）] を右クリックして選択します。 

[ 概要（Summaryt）] タブから、[ 別のホストに移行（Migrate to another 
Host）] ボタンをクリックします。 

仮想マシンを移行先のホスト、クラスタ、またはリソース プールにドラッ
グします。

2 仮想マシンの移行先のホストまたはクラスタを選択し、[次へ（Next）] をク
リックします。

移行先には、ホストとDRS クラスタを選択でき、任意のレベルで自動実行でき
ます。 クラスタでDRS が有効になっていない場合は、クラスタではなく、クラス
タ内の特定のホストを選択してください。

互換性の問題がある場合は [互換性（Compatibility）] パネルに表示されます。 問
題を修正するか、別のホストまたはクラスタを選択してください。 

ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動する場合、スタンドアロン ホスト
またはスタンド アロン ホストに割り当てられたリソース プールを移動先として
ドラッグ アンド ドロップすると、[ 移行先の選択（Select Destination）] ホスト
またはクラスタ ウィンドウは表示されません。 クラスタまたはクラスタのリソー
ス プールを移動先としてドラッグ アンド ドロップした場合、[移行先の選択
（Select Destination）] ホストまたはクラスタ ウィンドウが表示されます。 

注意   複数の仮想マシンを選択し、ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動
した場合は、仮想マシンがすべて同じパワー状態でなければなりません。 そうで
なければ、エラー メッセージが表示され、ウィザードが停止します。
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3 仮想マシンの移動先となるリソース プールを選択し、[ 次へ（Next）] をクリッ
クします。

互換性の問題がある場合は [互換性（Compatibility）] パネルに表示されます。 問
題を修正するか、別のリソース プールを選択してください。 

仮想マシンをリソース プールにドロップすると、[リソース プールの選択
（Resource Pool Selection）] ページは表示されません。

4 仮想マシン構成ファイルおよび仮想ディスクに対する処理を選択します。

仮想マシンの構成ファイルおよび仮想ディスクを現在の場所に保持する場
合、[仮想マシンの構成ファイルと仮想ディスクを現在の場所に保持（Keep 
virtual machine configuration files and virtual disks in their current locations）]
を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

仮想マシンの構成ファイルと仮想ディスクを新しい場所に移動する場合、[仮
想マシンの構成ファイルと仮想ディスクの移動（Move virtual machine 
configuration files and virtual disks）]を選択したあと、ターゲット データス
トアを選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

5 概要を確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

VirtualCenter は仮想マシンを新しいホストへ移動します。 [ イベント（Event）]
タブには、イベント メッセージが表示されます。 [ 概要（Summary）] タブには、
移行全体を通してステータスと状態を示すデータが表示されます。
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パワーオンした仮想マシンの移行手順

1 移行する仮想マシンを選択します。 次のいずれかを行います。

ポップアップ メニューから [ 移行（Migrate）] を右クリックして選択します。 

[ 概要（Summaryt）] タブから、[ 別のホストに移行（Migrate to another 
Host）] ボタンをクリックします。 

仮想マシンを移行先のホスト、クラスタ、またはリソース プールにドラッ
グします。

2 仮想マシンの移行先ホストまたはクラスタを選択します。

移行先には、ホストとDRS クラスタを選択でき、任意のレベルで自動実行でき
ます。 クラスタでDRS が有効になっていない場合は、クラスタではなく、クラス
タ内の特定のホストを選択してください。 

ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動する場合、スタンドアロン ホスト
またはスタンド アロン ホストに割り当てられたリソース プールを移動先として
ドラッグ アンド ドロップすると、[ 移行先の選択（Select Destination）] ホスト
またはクラスタ ウィンドウは表示されません。 クラスタまたはクラスタのリソー
ス プールを移動先としてドラッグ アンド ドロップした場合、[移行先の選択
（Select Destination）] ホストまたはクラスタ ウィンドウが表示されます。

互換性の問題がある場合は [互換性（Compatibility）] パネルに表示されます。 問
題を修正するか、別のホストまたはクラスタを選択してください。 

3 リソース プールを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

互換性の問題がある場合は [互換性（Compatibility）] パネルに表示されます。 問
題を修正するか、別のリソース プールを選択してください。 

仮想マシンをリソース プールにドロップすると、[リソース プールの選択
（Resource Pool Selection）] ページは表示されません。

4 移行の優先レベルを選択して、[次へ（Next）] をクリックします。 

[ 高優先順位（High Priority）]　移行中の仮想マシンの可用性を維持するた
めに、VirtualCenter が移行元と移行先の両方のホストでリソースを予約しま
す。 リソースが使用可能でない場合、高優先順位の移行は続行されません。 

[ 低優先順位（Low Priority）]　移行中の可用性を維持するために、
VirtualCenter が移行元と移行先のホストでリソースを予約しません。 低優先
順位の移行は、常に続行されます。 ただし、移行中にホストのリソースを使
用できない場合は、仮想マシンが一時的に使用不可になります。 

注意   複数の仮想マシンを選択し、ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動
した場合は、仮想マシンがすべて同じパワー状態でなければなりません。 そうで
なければ、エラー メッセージが表示され、ウィザードが停止します。
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5 ページを確認し、[終了（Finish）] をクリックします。

[終了（Finish）] をクリックすると、仮想マシンの移行プロセスを開始するタス
クが作成されます。 仮想マシンの移行プロセスが進行している間は、機能の使用
が制限されます。

移行の互換性チェックについて
移行の間、[仮想マシンの移行（Migrate Virtual Machine）] ウィザードは、多くの基
準を使用して移動先のホストと移行する仮想マシンとの互換性を確認します。 ホスト
を選択すると、[仮想マシンの移行（Migrate Virtual Machine）] ウィザード下部の
[互換性（Compatibility）] パネルに、選択したホストまたはクラスタとこの仮想マシ
ン構成との互換性に関する情報が表示されます。 

仮想マシンに互換性がある場合、パネルには「検証が成功しました」と表示されま
す。仮想マシンが、ホストやクラスタのネットワーク構成またはデータストア構成と
互換性がない場合、互換性ウィンドウには警告とエラーの両方が表示されます。

警告メッセージが表示されても移行が無効になるわけではありません。 多くの場
合、移行は承認され、警告されても移行を続行できます。

警告メッセージ互換性パネル
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選択した宛先ホストの中にエラーがゼロの宛先ホストが存在しない場合は、エ
ラーによって移行が無効になる可能性があります。 この場合、[ 次へ（Next）] ボ
タンが無効になります。 

クラスタの場合、互換性の問題の確認時にネットワーク構成およびデータストア構成
が考慮されます ホストの場合は、個々のホスト構成が確認に使用されます。 考えられ
る原因として、１台または両方のホストで VMotion が有効になっていない可能性が
あります。 

特定のホスト機能が互換性に影響するかどうかは、ESX Server がそれらの機能を仮想
マシンに公開するか、隠すかによって異なります。

仮想マシンに公開された機能が一致しない場合、互換性はありません。

仮想マシンに公開されない機能は、一致しなくても互換性はあります。

Storage VMotion による移行
Storage VMotion を使用すると、仮想マシンとそのディスク ファイルを、その仮想マ
シンを実行したまま、あるデータストアから別のデータストアに移行できます。 仮想
マシンとそのすべてのディスクはを 1つの場所に配置することも、仮想マシン構成
ファイルと各仮想ディスクを別の場所に配置することもできます。 Storage VMotion
による移行中は、仮想マシンの実行ホストが変更されません。 

Storage VMotion には、次に示すように、仮想インフラストラクチャを管理のための
多くの用途があります。

エラー メッセージ
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仮想マシンのダウンタイムなしに、VMware Infrastructure をアップグレードす
る。 ESX Server 2.x から ESX Server 3.5 へのアップグレード中に、実行中の仮想マ
シンを VMFS2 データストアから VMFS3 データストアに移行し、仮想マシンに影
響を与えることなく VMFS2 データストアをアップグレードできます。 その後、
Storage VMotion を使用して、仮想マシンのダウンタイムなしに仮想マシンを元
のデータストアに移行できます。 

ストレージの保守と再構成。 Storage VMotion を使用すると、仮想マシンをスト
レージ デバイス外に移動できるので、仮想マシンのダウンタイムなしにスト
レージ デバイスを保守または再構成できます。 

ストレージ負荷の再配分。 Storage VMotion を使用すると、仮想マシンまたは仮想
ディスクを別のストレージ ボリュームに再配分し、容量のバランスをとったり、
パフォーマンスを向上したりすることができます。 

Storage VMotion の要件と制限事項
Storage VMotion には、次に示すような要件と制限事項があります。

スナップショットを持つ仮想マシンは、Storage VMotion を使用して移行できま
せん。 

仮想マシン ディスクは、通常モードになっているか、Rawデバイス マッピング
されている必要があります。 

Storage VMotion による移行の間に、仮想マシンの .vmxファイルを移動する必要
があります。 仮想マシンのディスクを移動する一方で、.vmxファイルを同じ場
所に保持する場合、.vmxファイルとそのディスクを新しい場所に移動してから、
.vmxファイルを元の場所に戻します。 

仮想マシンの実行されているホストは、一時的にその仮想マシンの 2つのインス
タンスを同時に実行できるだけのリソースを持っている必要があります。 

仮想マシンの実行されているホストには VMotion ライセンスが必要で、VMotion
用に正しく構成されている必要があります。 

仮想マシンの実行されているホストは、移行元と移行先の両方のデータストアに
アクセスできる必要があります。 

VMware Infrastructure 3 は、1つのデータストアに対して、最大 4つの VMotion ま
たは Storage VMotion による同時アクセスをサポートしています。 VMotion によ
る移行では、移行元ホストと移行先ホストの 2つがデータストアへ同時にアク
セスします。 Storage VMotion による移行では、移行元データストアへの 1つの
アクセスと移行先データストアへの 1つのアクセスが行われます。 したがって、
ほかの移行が行われてない場合は、Storage VMotion による移行（同時にデータ
ストアを移行）を、最大 4つ同時に実行できます。 



基本システム管理

262 VMware, Inc.

Storage VMotion のリモート コマンド ライン構文
[ 移行（Migration）]ウィザードを使用する以外にも、リモート コマンド ライン イン
ターフェイス（リモートCLI）で svmotionコマンドを使用することにより、ESX 
Server 3i および ESX Server 3の両方のホストから Storage VMotionによる移行を開始で
きます。 リモートCLIのインストールおよび使用の詳細については、『リモート コマン
ド ライン インターフェイスのインストールおよび参考資料』を参照してください。 

svmotionコマンドは、対話型モードと非対話型モードのどちらでも起動できます。 
対話型モードでコマンドを使用するには、svmotion --interactiveと入力します。 
その後プロンプトが表示され、ストレージ移行の完了に必要なすべての情報を指定し
ます。 このコマンドを対話型モードで起動した場合は、指定した他のすべてのパラ
メータが無視されます。 

非対話型モードでは、svmotionコマンドで次の構文が使用されます。

svmotion [Standard remote CLI options] --datacenter=<datacenter name> --vm 
<VM config datastore path>:<new datastore> [--disks <virtual 
disk datastore path>:<new datastore>, <virtual disk datastore 
path>:<new datastore>]

標準的なリモート CLI オプションの詳細については、『リモート コマンド ライン イン
ターフェイスのインストールおよび参考資料』を参照してください。 

表 15-2 に、svmotionコマンドのパラメータを示します。 

表15-2  svmotionコマンドのパラメータ

パラメータ 説明

<データ センター > 移行対象の仮想マシンを含んだデータ センター。

<VM config 
datastore path>

仮想マシンの構成ファイルへのデータストア パス。 このパスは、シ
ングル クォーテーションで囲む必要があります。 

<new datastore> 仮想マシン構成ファイルまたはディスクの移動先となる、新しい
データストアの名前。 新しいデータストアの名前を角括弧で囲まな
いようにしてください。 

--disks このパラメータを指定しなかった場合、仮想マシンに関連するすべ
ての仮想ディスクは、仮想マシン構成ファイルと同じデータストア
に移動されます。 このパラメータを指定すると、個々のディスクを
別のデータストアに配置することができます。
仮想ディスクを現在のデータストアに配置したままにする場合は、
そのディスクの --diskオプションの <new datastore>に現在の
データストアを指定します。 

<virtual disk 
datastore path>

仮想ディスク ファイルのデータストア パス。 
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仮想マシン構成ファイルのパスの表示

仮想マシンの構成ファイルへのパスを表示するには

1 VI Client インベントリで、仮想マシンを選択して [概要（Summary）] タブをク
リックします。

2 [ 設定の編集（Edit Settings）] をクリックすると、[仮想マシンのプロパティ
（Virtual Machine Properties ）] ダイアログ ボックスが表示されます。 

3 [オプション（Options）]タブをクリックし、[一般オプション（General Options）]
を選択します。 

仮想マシン構成ファイルのパスが、[仮想マシンの構成ファイル（Virtual Machine 
Configuration File）] テキスト ボックスに表示されます。 

仮想マシン構成ファイルのパスの表示

仮想ディスク ファイルのパスを表示するには

1 VI Client インベントリで、仮想ディスクが属している仮想マシンを選択し、[ 概
要（Summary）] タブをクリックします。 

2 [ 設定の編集（Edit Settings）] をクリックすると、[仮想マシンのプロパティ
（Virtual Machine Properties ）] ダイアログ ボックスが表示されます。 

3 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックし、デバイス リストで仮想マシン
を選択します。

仮想ディスク ファイルのパスが、[ ディスク ファイル（Disk File）] テキスト ボック
スに表示されます。 

Storage VMotion コマンドラインの例
このセクションの例は、読みやすいように複数行に分割してあります。 実際のコマン
ドは 1行で指定する必要があります。 

仮想マシンのすべてのディスクを new_datastore という名前のデータストアに移動
する場合の例：

svmotion --url=https://myvc.mycorp.com/sdk 
         --username=me 
         --password=secret 
         --datacenter=DC1 
         --vm='[old_datastore] myvm/myvm.vmx: new_datastore'

仮想マシンを new_datastore に移動し、ディスクmyvm_1.vmdk とmyvm_2.vmdk
を old_datastore に残す場合の例
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svmotion --datacenter='My DC' 
         --vm='[old_datastore] myvm/myvm.vmx:
               new_datastore' 
         --disks='[old_datastore] myvm/myvm_1.vmdk:
                  old_datastore,
                  [old_datastore] myvm/myvm_2.vmdk:
                  old_datastore' 
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VMware VirtualCenter のスナップショットでは仮想マシンの状態を保存できるため、
同じ状態に繰り返し戻ることができます。 

本章では、次の内容について説明します。

スナップショットについて （P.265）

スナップショット マネージャの使用 （P.269）

スナップショットのリストア （P.271）

スナップショットについて 
スナップショットの取得時、スナップショットは、次のものを含む仮想マシンの全状
態を収集します。 次の権限が含まれる。

メモリ状態　仮想マシンのメモリの内容。

設定状態　仮想マシンの設定。

ディスク状態　すべての仮想マシンの仮想ディスクの状態。

スナップショットは個々の仮想マシンで操作されます。 仮想マシンのチームでは、ス
ナップショットを作成すると、アクティブな仮想マシンの状態のみが保存されます。 

スナップショットの使用 16

注意   Raw ディスク、RDM物理ディスク、および独立ディスクの状態はスナップ
ショットを設定しても保存されません。
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スナップショットに戻った時に、これらの項目がすべてスナップショット設定時の状
態に戻ります。 仮想マシンの起動時に、仮想マシンをサスペンド状態、パワーオン状
態、パワーオフ状態のいずれかにするには、その状態でスナップショットを作成する
必要があります。

スナップショットは、繰り返し同じ状態の仮想マシンに戻る必要があるが、複数の仮
想マシンを作成したくないという場合に便利です。 線形処理では、バックアップを作
成し、ポジションを復元します。 プロセス ツリーで仮想マシンを枝分かれさせる前に
ベースラインを保存することもできます。

アップデート パッケージをインストールする等の線形処理や反復処理、また、異な
るバージョンのプログラムをインストールする等の分岐処理では、スナップショット
は復元ポイントとして使用されます。 スナップショットを設定すると、インストール
はすべて同一のベースラインから開始します。

複数のスナップショットは同じ仮想マシンで複数のスナップショットを作成する機能
です。 複数の仮想マシンのスナップショット（例えば、全チームメンバー）を設定す
るには、各チームメンバーのスナップショットを分離して設定する必要があります。

複数のスナップショットは、仮想マシンの新しい保存方法というだけではありませ
ん。 複数のスナップショットを使用すると、いろいろな種類のワーク プロセスに対応
できる多くのポジションを保存することができます。

スナップショットは 32 レベルまで取得でき、スナップショットをコミットまたは削
除するのにかかる時間はレベルが高くなるほど増加します。 所要時間は（コミットま
たは削除される）データ量と仮想マシンの RAMサイズに直接比例します。

スナップショット間の関係
スナップショット間の関係は親子の関係のようなものです。

線形処理では、各スナップショットには親スナップショットと子スナップショッ
トが 1つずつ存在します。ただし、最後のスナップショットは親スナップ
ショットのみです。

プロセス ツリーでは、各スナップショットは親スナップショットを 1つ存在しま
すが、子スナップショットが複数の場合もあります。 スナップショットの多くは
子スナップショットが存在しません。

親スナップショットにも子スナップショットにも戻ることができます。
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スナップショットと仮想マシンのほかのアクティビティ
スナップショットを設定する場合、仮想マシン内で行われているほかのアクティビ
ティとスナップショットに戻ることで起こりうる影響を考慮する必要があります。 一
般的には、仮想マシン内のどのアプリケーションもほかのコンピュータと通信してい
ない時にスナップショットを設定するのが最良とされています。 仮想マシンがほかの
コンピュータと通信している時、特に実稼働環境にある場合、問題が起こる可能性が
高くなります。

仮想マシンがネットワーク上のサーバからファイルをダウンロードしている時にス
ナップショットを設定する状況を想定してください。スナップショットを設定したあ
とも、サーバにその進行状況を通信しながら仮想マシンはファイルのダウンロードを
続けます。 その結果、そのスナップショットに戻った場合、仮想マシンとサーバ間の
通信は混乱しファイルの転送は失敗します。 あるいは、仮想マシン内のアプリケー
ションが別のマシンのデータベースにトランザクションを送っている時にスナップ
ショットを設定する状況を想定してください。 このスナップショットに戻すと、特
に、トランザクションが開始済みで、コミットが完了していない場合、データベース
に矛盾が発生する可能性があります。

スナップショットの作成
スナップショットの設定は同期オペレーションです。 この間、スナップショットと
データの一貫性を保つために、仮想マシンのユーザー オペレーションはすべてブ
ロックされます。 スナップショットの展開に要する時間はデータ量とサーバの負荷に
よって異なります。 平均的に、小さいスナップショットの作成には 30 秒から 40 秒の
時間がかかります。

仮想マシンがパワーオン、パワーオフ、またはサスペンドの間にスナップショットを
設定することができます。 仮想マシンを中断している場合、中断しているオペレー
ションが終了してからスナップショットを設定してください。

仮想マシンが異なるディスク モードで複数のディスクを持つ場合、スナップショッ
トを設定する前に仮想マシンをパワーオフしてください。 例えば、独立したディスク
が必要になる特別な目的を持つ構成の場合、スナップショットを設定する前に仮想マ
シンをパワーオフにしてください。

スナップショットを作成するには

1 [ インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ スナップ
ショット（Snapshot）] - [ スナップショットの作成（Take Snapshot）] を選択し
ます。

[ この仮想マシンのスナップショットを作成 ]をクリックしたり、仮想マシンを
右クリックして [スナップショット（Snapshot）] - [ スナップショットの作成
（Take Snapshot）] を選択したりすることもできます。
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[ 仮想マシンのスナップショット設定（Take Virtual Machine Snapshot）] ウィン
ドウが表示されます。

2 スナップショットの名前を入力します。

3 （オプション）スナップショットの説明を入力します。

説明は、よく似た名前のスナップショットを区別するのに役立ちます。 説明はス
ナップショットマネージャに表示されます。

4 [OK] をクリックします。

進行状況を表すポップアップ メニュー ボックスが表示されます。 スナップ
ショットの設定が成功すると、VirtualCenter の下部の [ 最近のタスク（Recent 
Tasks）] フィールドに記載されます。

5 このマシンのタスクとイベントを表示するにはターゲットの仮想マシンをクリッ
クするか、仮想マシンが選択されている間に [タスクとイベント（Tasks & 
Events）] タブをクリックします。

ディスク モードの変更による、スナップショットからの仮想マシ
ンの除外
ディスクモードの変更を試みる前に、仮想マシンをパワーオフにし、既存のスナップ
ショットをすべて削除する必要があります。 スナップショットを削除するとスナップ
ショット ディスク上の既存のデータは親ディスクにコミットされます。

スナップショットからディスクを排除するには

1 [ インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ 設定の編集
（Edit Settings）] を選択します。

2 [ ハードウェア（Hardware）] タブをクリックし、排除するハード ディスクを選
択してください。
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3 [ モード（Mode）] で、[ 独立型（Independent）] を選択してください。 独立
ディスクはスナップショットの影響を受けません。

独立ディスクには次のデータ保全オプションがあります。

[ 通常（Persistent）]　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに書
き込まれます。 スナップショットまで戻っても、通常モードの独立ディスク
に行った変更は全てそのまま残されます。

[ 読み取り専用（Nonpersistent）]　ディスクへの変更は、仮想マシンをパ
ワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

4 [OK] をクリックします。

スナップショット マネージャの使用
スナップショット マネージャを使用して、アクティブ仮想マシンのすべてのスナッ
プショットを直接操作することができます。 

この項では、次の項目について説明します。 スナップショット ツリー、詳細領域、コ
マンド ボタン、ナビゲーション領域、[現在点（You are here）] アイコン
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図16-1  スナップショット マネージャ

スナップショット ツリー　仮想マシンのすべてのスナップショットを表示します。

[ 現在点（You are here）] アイコン　仮想マシンの現在の稼動状態を表します。 ス
ナップショットマネージャが開くと、[現在点（You are here）] アイコンが常に
選択された状態で表示されています。 

[ 現在点（You are here）] アイコンはスナップショットを表すものではなく、親
スナップショットのあとの仮想マシンの状態を示すものです。 スナップショット
は常に仮想マシンの状態の静的記録です。 [ 現在点（You are here）] の状態は操
作可能で変化します。 パワーオフまたはサスペンドした仮想マシンのスナップ
ショットを作成しても、[現在点（You are here）] の状態はスナップショットと
一致しません。

[現在点（You are here）] へ進んだり、選択することはできません。 [ 現在点
（You are here）] はいつも、現在のアクティブな状態を表します。

コマンド ボタン　スナップショット マネージャの左ペインには、 [移動（Go to）]、
[削除（Delete）]、[すべて削除（Delete All）]の 3つのコマンド ボタンがあります。

詳細　選択したスナップショットの名前と説明が表示されます。 スナップショッ
トを選択していない場合は、これらのフィールドは空欄です。

ナビゲーション領域　ダイアログボックスからのナビゲーションに使用する、次
のボタンを含みます。

[ 閉じる（Close）]　スナップショット マネージャを閉じます。

[ ヘルプ（Help）]　ヘルプ システムを開きます。
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スナップショット マネージャの使用手順

1 [ インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ スナップ
ショット（Snapshot）] - [ スナップショット マネージャ（Snapshot Manager）]
を選択します。

2 [ スナップショット マネージャ（Snapshot Manager）] で、スナップショットを
選択してクリックします。 

3 スナップショットに進むには、[移動（Go to）] ボタンをクリックして、仮想マ
シンを任意のスナップショットに復元します。

[移動（Go to）] コマンドを使用すると、任意のスナップショットの状態を復元
できます。

4 確認ダイアログボックスで、[はい（Yes）] をクリックします。

5 スナップショットを削除するには、[削除（Delete）] ボタンをクリックし、
VirtualCenter の使用からスナップショットを完全に削除します。 

6 確認ダイアログボックスで、[はい（Yes）] をクリックします。

7 すべてのスナップショットを削除するには、[すべて削除（Delete All）] ボタン
をクリックし、VirtualCenter の使用からすべてのスナップショットを完全に削除
します。

8 確認ダイアログボックスで、[はい（Yes）] をクリックします。

9 スナップショット マネージャを終了するには、[ 閉じる（Close）] をクリックし
ます。

スナップショットのリストア
VMware VirtualCenter には、元の仮想マシンに戻るための、次のスナップショット方
法があります。

[インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ スナップショット
（Snapshot）] メニューに、[ スナップショットまで戻る（Revert to Snapshot）]
コマンドがあります。

スナップショット マネージャには [移動（Go to）] ボタンがあります。

注意   [ 削除（Delete）] により、スナップショットのデータは親スナップショッ
トにコミットされ、選択したスナップショットが削除されます。 [ すべて削除
（Delete All）] は [ 現在点（You are here）] の現在の状態の直前のスナップショッ
トをすべてベース ディスクにコミットし、仮想マシンの既存のスナップショッ
トをすべて排除します。
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親スナップショット
[ スナップショットまで戻る（Revert to Snapshot）] と [ 移動（Go to）] コマンドを見
分けるには、親スナップショットが何を意味するのかを理解する必要があります。

親スナップショットは、仮想マシンの現在の状態を保存した、最新のバージョンで
す。 単純にスナップショットを作成した場合、その保存した状態は、現在の状態（現
在点）の親スナップショットになります。 スナップショットに戻るか移動した場合、
そのスナップショットは現在の状態（現在点）の親になります。

親スナップショットは、常にスナップショット マネージャの [現在点（You are here）]
アイコンのすぐ上に表示されるスナップショットです。

図16-2  親スナップショット

[ スナップショットまで戻る（Revert to Snapshot）] コマンド
[ スナップショットまで戻る（Revert to Snapshot）] は基本的に、[現在点（You are 
here）] の親スナップショットへのショートカットです。 このコマンドは仮想マシン
の現状の親スナップショットをすぐにアクティベイトします。 

注意   一番新しく設定したスナップショットが、常に親スナップショットになるとは
限りません。 例えば、今日スナップショットを設定したあと、昨日設定したスナップ
ショットに移動すると、今日設定したスナップショットは現状の仮想マシンの親ス
ナップショットではなくなります。 昨日設定したスナップショットが親スナップ
ショットになります。

親スナップショット
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現在のディスクとメモリ状態が廃棄され、このスナップショットを作成した時の状態
に復元されます。 仮想マシンがパワーオフの時に親スナップショットを作成した場
合、[スナップショット（Snapshot）] - [ スナップショットまで戻る（Revert to 
Snapshot）] を選択すると、パワーオン状態の仮想マシンが親スナップショットの状
態（パワーオフ状態）に変化します。

図16-3  スナップショットまで戻る

スナップショットの 
スナップショット

スナップショットの 
スナップショット

snapshot_a に
移動

スナップショットのない仮想マシン。

新規スナップショット（snapshot_a）
は、[現在点（You are here）] 状態の
親になります。 [現在点（You are here）]
状態の親スナップショットは、仮想マ
シンの親スナップショットです。

snapshot_a の状態からスナップ
ショットを作成すると、snapshot_a
が新規スナップショット
（snapshot_b）の親になり、
napshot_b が [現在点（You are here）]
の状態の親スナップショットになり
ます。 ここでスナップショットを作
成すると、新規スナップショットは
[現在点（You are here）] 状態に基づ
いたものになり、その親スナップ

snapshot_a に移動すると、
snapshot_aは [現在点（You are here）]
の状態の親になります。 スナップ
ショットをここで作成すると、新規ス
ナップショットは snapshot_a の状態

仮想マシンを戻す場合、仮想マシンは仮想マシンの親のスナップショット（[ 現在点（You 
are here）] 状態の親）まで戻ります。
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親スナップショットまで戻る方法は、次の 3つです。

[インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual Machine）] - [ スナップショット
（Snapshot）] - [ スナップショットまで戻る（Revert to Snapshot）]を選択します。

ツールバーにある、[スナップショットまで戻る（Revert to snapshot）] ボタンを
クリックします。

仮想マシンを右クリックし、[スナップショット（Snapshot）] - [ スナップショッ
トまで戻る（Revert to Snapshot）] を選択します。
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本章では、ユーザー、グループ、権限、およびロールについて説明します。 
VirtualCenter および ESX Server ホストは、ユーザーに与えられた権限に基づいて、そ
のユーザーのアクセス レベルを判別します。 ユーザー名、パスワード、および権限の
組み合わせは、VirtualCenter および ESX Server ホストがユーザーのアクセスを認証
し、ユーザーのアクティビティを許可するときのメカニズムです。 サーバおよびホス
トは、許可されたユーザー、および各ユーザーに割り当てられた権限のリストを保持
しています。

権限は、アクションの実行やプロパティの読み取りに必要な個人の基本的な権利を定
義します。 ESX Server と VirtualCenter は、一連の権限（ロール）を使用して、特定の
VMware Infrastructure オブジェクトにアクセスできる個々のユーザーまたはグループ
を管理します。 ESX Server と VirtualCenter からは、一連の定義済みロールが提供され
ます。 ユーザーが新しいロールを作成することも可能です。

ESX Server ホストで割り当てられる権限およびロールは、VirtualCenter サーバで割り
当てられる権限およびロールとは異なります。 ユーザーが ESX Server ホストで割り当
てられた権限とロールを持っている場合に、この ESX Server を VirtualCenter サーバ
のインベントリに追加すると、VirtualCenter サーバから割り当てられた権限とロール
のみが認識されます。 このあと、ホストを VirtualCenter サーバのインベントリから削
除すると、以前に設定した ESX Server ホストの権限とロールが使用されます。

使用可能な権限の全リストについては、「付録A 定義済み権限 （P.347）」を参照して
ください。

ユーザー、グループ、権限、
およびロールの管理 17

注意   [ 管理（Admin）] ビューで、[ 管理（Admin）] - [ ロール（Roles）] メニュー項
目を有効にする必要があります。
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本章では、次の内容について説明します。

要素へのアクセス （P.278）

アクセス ルール （P.279）

ユーザー （P.282）

グループ （P.283）

権限 （P.284）

ロール （P.285）

アクセス権限 （P.292）

要素へのアクセス
VMware Infrastructure のオブジェクトとアクティビティには、次の要素を組み合わせ
てアクセスします。

ログイン情報　ユーザー名とパスワード。

グループ　個々のユーザーをグループ化する方法。

ユーザーをグループに割り当てると、ユーザーをさらに簡単に管理できます。 グ
ループを作成する場合、ロールをグループに適用できます。このロールは、グ
ループのすべてのユーザーに継承されます。

ロール　定義された権限の集合。

ロールは、特定の VMware Infrastructure オブジェクトへの個々のユーザー、ま
たはグループのアクセスを制御する、一連の定義された権限です。 ESX Server お
よび VirtualCenter サーバでは、一連のデフォルトのロールが用意されています。 
ユーザーが新しいロールを作成することも可能です。

権限　オブジェクトのクラスの一連の操作またはメソッドに対する特定の権利 

権限　VMware Infrastructure のインベントリ オブジェクトに割り当てられたロー
ルとユーザー名、またはロールとグループ名の組み合わせ。

ロールとユーザー名、またはグループ名はペアで使用します。 このペアは、
VMware Infrastructure オブジェクトに割り当てられます。 通常、このロールと
ユーザー名のペアは、インベントリ階層内の子に伝達されます。 このペアは、権
限と呼ばれます。
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アクセス ルール
次のリストは、ユーザーおよびグループの権限を構成する場合に考慮が必要な、一般
的なルールを示しています。

変更を反映させるために、ログアウトしたり、ログインしたりする必要はありませ
ん。 すべての変更は、すぐに反映されます。 

階層の継承
伝搬は、権限のルールごとに設定されます。全体に適用されるわけではありません。 
サブオブジェクトに定義された権限は、親オブジェクトから伝達された権限を常に上
書きします。

権限には、階層内で次の 3つの要素があります。 これらのポートには次のものがあり
ます。

管理エンティティ　定義された権限を保持できます。

仮想マシン
フォルダ
データ センター
クラスタ
ホスト
リソース プール
テンプレート

管理対象関連エンティティ　定義された権限を持つことはできませんが、関連す
るオブジェクトからアクセスを継承できます。 このエンティティの例は次のとお
りです。

ネットワーク
データストア

グローバル エンティティ　常にルート ノードから権限を取得します。 このエン
ティティの例は次のとおりです。 

カスタム フィールド
ライセンス
統計間隔
ロール
セッション
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複数の権限の設定
オブジェクトは複数の権限を保持できますが、各ユーザーまたはグループでは 1つ
しか保持できません。

権限を適用すると、その階層より下の権限を上書きします。 同一のエンティティで権
限が設定された場合、次のような状況が発生する可能性があります。

ユーザーが異なる権限を持つ複数グループのメンバーの場合　グループが権限を
持つ各オブジェクトに対して、ユーザーに直接権限が付与されたように同一の権
限が適用される。

同一オブジェクトに対して複数のグループ権限が定義され、ユーザーが 2つ以上
のグループに属している場合

そのオブジェクトに関するユーザーの権限が明示的に定義されていない場
合、ユーザーにはそのオブジェクトに関してグループに割り当てられた権限
の共用体が割り当てられます。 

そのオブジェクトに関するユーザーの権限が明示的に定義されている場合、
この権限がすべてのグループ権限を上書します。

例 1： ユーザーの権限の拡張

ロール 1は、仮想マシンをパワーオンできる。 

ロール 2は、仮想マシンのスナップショットを設定できる。 

グループ Aは、仮想マシンでロール 1を付与される。 

グループ Bは、仮想マシンでロール 2を付与される。 

ユーザー 1が特定の権限を割り当てられていない場合、次のようになります。

グループ A、Bの両方に属するユーザー 1がログオンする。 

ユーザー 1は、仮想マシンのパワーオンおよびスナップショットの作成
の両方を実行できる。

例 2： ユーザーの権限の制限

ロール 1は、仮想マシンをパワーオンできる。 

ロール 2は、仮想マシンのスナップショットを設定できる。 

グループ Aは、仮想マシンの親フォルダでロール 1を付与される。 

グループ Bは、仮想マシンでロール 2を付与される。 

ユーザー 1の読み取り専用許可は、仮想マシンで削除されます。

ユーザー1は、スナップショットを設定できるが、パワーオンはできない。 
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複数オブジェクトでの設定が必要なタスク
権限を設定する場合、すべてのオブジェクト タイプでそれぞれの特定アクションに
関する適切な権限が設定されていることを確認します。 一部の操作では、伝搬される
オブジェクトのアクセス権限に加えて、ルート フォルダでのアクセス権限が必要で
す。 親フォルダおよび関連オブジェクトでのアクセス権限またはパフォーマンス権限
が必要な操作もあります。 

事前定義ロールおよび関連権限のリストは、「付録A 定義済み権限 （P.347）」を参照
してください。 これらの事前定義ロールを使用して、選択したタスクの実行に必要な
ロールとオブジェクトのペアを決定します。

例 3： 仮想マシンの追加

ロール 3は、仮想マシンを追加できる

ロール 4は、読み取り専用

グループ Cは、ホスト 1でロール 3を付与されている

グループ Cは、親フォルダ、またはホスト 1が関連付けられているデータス
トアやネットワークのデータ センターでロール 4を付与されている 

これらのオブジェクトは、親フォルダまたはデータ センターから権限を継承し
ます。 両方の権限を設定すると、グループCのユーザーは、仮想マシンをホスト
に追加できるようになります。

例 4： リソースの委任

リソース プール管理者、仮想マシン ユーザー、読み取り専用のデフォルト 
ロールを使用する

ユーザー1に、リソース プール Aのリソース プール管理者ロールを付与する

ユーザー1に、リソース プール A内のすべての仮想マシンの仮想マシン ユー
ザー ロールを付与する

ユーザー1に、リソース プール Aに関連付けられているデータストアとネッ
トワークを含むデータ センターまたはフォルダの読み取り専用ロールを付
与する

リソース プールは複数のインベントリ オブジェクトに影響するので、効果的に
タスクを実行するには、選択したオブジェクトにさまざまな権限を割り当てる必
要があります（この場合は、リソース プール内のリソースをこのリソース プー
ル内の仮想マシンに委任する必要があります）。
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ユーザー
ユーザーとは、ESX Server ホストまたは VirtualCenter にログインすることが許可され
た個人です。 ホスト上のユーザーは、次の 2つのカテゴリに分類されます。 
VirtualCenter から ESX Server ホストにアクセスできる個人。および、VI Client、VI 
Web Access、サードパティ クライアント、コマンド シェルからホストに直接ログイ
ンすることで、ホストにアクセスできる個人。 これら 2つのカテゴリは、ユーザーを
異なるソースから解凍します。

VirtualCenter ユーザー　VirtualCenter の権限があるユーザーは、VirtualCenter で
参照されるWindows ドメインに含まれるユーザー、または VirtualCenter ホスト
のローカルWindows ユーザーです。 

VirtualCenter を使用して、ユーザーを手動で作成、削除、または変更することは
できません。 ユーザー リストを処理したり、ユーザー パスワードを変更する必
要がある場合は、Windows ドメインの管理に通常使用しているツールを使う必
要があります。

Windows ドメインの変更は、VirtualCenter に反映されます。 VirtualCenter でユー
ザーを直接管理することはできないので、ユーザー インターフェイスには、レ
ビュー可能なユーザー リストが表示されません。 これらの変更は、権限を設定す
るためにユーザーを選択するときにのみ表示されます。

直接アクセス ユーザー　ESX Server ホストで直接作業することが許可されるユー
ザーは、ESX Server がインストールされたときにデフォルトで追加されたか、ま
たはインストール後にシステム管理者により内部ユーザー リストに追加された
ユーザーです。 

VI Clientを使用して、rootとしてESX Serverホストにログインすると、これらのユー
ザーに対し、パスワード、グループの指定、権限の変更などの各種管理アクティビ
ティを実行できます。 また、ユーザーを追加および削除することもできます。 

ESX Server ホストと VirtualCenter が保持しているリストに、共通のユーザー（たとえ
ば、devuser というユーザー）が表示されても、これらのユーザーは同じ名前を持っ
た異なるユーザーとして扱う必要があります。 VirtualCenter における、権限、パス
ワードなどの devuser の属性と、ESX Server ホストにおけるdevuser の属性は異なり
ます。 VirtualCenter に devuser としてログインすると、データ ストアのファイルを表
示または削除する権限を与えられることがあります。 ESX Server ホストに devuser と
してログインした場合には、与えられないこともあります。

VMware Infrastructure 環境のユーザーおよびグループは、次の方法で作成されます。

VI Client が VirtualCenter サーバ システムに接続されている場合は、Windows ドメ
インの標準的な手法、あるいは Active Directory を使用してユーザーおよびグ
ループを定義します。 VirtualCenter サーバにアクセスするユーザーおよびグルー
プを、VI Client を使用して作成することはありません。 
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VI Client が ESX Server ホストに接続されている場合は、[ユーザーとグループ
（Users and Groups）] タブでユーザーおよびグループを定義します。 

各 ESX Server ホストには、次の 2種類のデフォルト ユーザーが存在します。

root ユーザーは、完全な管理権限を所持しています。 システム管理者は、このロ
グインとそれに関連付けられたパスワードを使用して、VI Client 経由でホストに
ログインします。 root ユーザーは、ログオンしたホストにおいて、権限の操作、
グループおよびユーザーの作成、イベントの処理など、全範囲の制御アクティビ
ティを実行できます。 

vpxuserユーザーは、ESX Serverホストでのroot権限を持つVirtualCenterエンティ
ティで、VirtualCenter によるこのホストのアクティビティ管理を可能にします。 
vpxuser は、ESX Server ホストと VirtualCenter を接続する際に作成されます。 ホ
ストが VirtualCenter により管理されていない限り、ESX Server ホストには存在し
ません。

VirtualCenter サーバで使用するユーザーおよびグループの作成については、
Microsoft のドキュメントを参照してください。

ESX Server で使用するユーザーとグループの作成方法については、『ESX Server 3 構成
ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』の「セキュリティ」の章を参照してくだ
さい。

グループ
グループを作成することにより、複数のユーザー属性を効率的に管理できます。 グ
ループは、ルールと権限の共通セットを通じて、管理したい一組のユーザーです。 グ
ループに権限を割り当てると、グループ内の全ユーザーにその権限が継承されます。 
グループの使用により、権限モードの構築に要する時間を大幅に短縮できます。

VirtualCenter と ESX Server ホストのグループ リストは、ユーザー リストと同じソー
スから取得されます。 VirtualCenter では、グループ リストはWindows ドメインから
呼び出されます。 ESX Server ホストに直接ログオンする場合、グループ リストは、ホ
ストで保守されているテーブルから呼び出されます。 

警告   root ユーザーに変更を加える前に、root ユーザーと ESX Server について、『ESX 
Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』の「認証およびユーザー管
理」の章を参照してください。 誤った変更を行うと、アクセスに関する深刻な問題が
発生する可能性があります。 

注意   vpxuser とその権限は変更しないで下さい。 変更すると、VirtualCenter から ESX 
Server ホストを操作するときに、問題が生じる場合があります。
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VirtualCenter サーバは、権限が定義されたロールとユーザーまたはグループを各オブ
ジェクトに割り当てることで、各インベントリ オブジェクトへのアクセスを許可し
ます。 ロールとは、定義された一連のアクセス権です。

個々の権限は、ユーザーとロールのペアを作成し、このペアをインベントリ オブ
ジェクトに割り当てることによって、VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストか
ら割り当てられます。 

権限
VMware Infrastructure では、権限は、ユーザーとそのユーザーに割り当てられた、仮
想マシン、ESX Server ホストなどのオブジェクトのロールで構成される、アクセス 
ロールとして定義されます。 権限では、特定のアクティビティを実行して、特定のホ
ストの特定のオブジェクト、または VirtualCenter ユーザーの場合は VirtualCenter が
管理するすべてのオブジェクトを管理できる権利が、ユーザーに与えられます。 たと
えば、ESX Server ホストのメモリを構成するには、ホスト構成権限が必要です。

ほとんどのユーザーは、ホストに関連付けられたオブジェクトを制限付きで操作する
ことができます。 ただし、ESX Server は、データストア、ホスト、仮想マシン、リ
ソース プールなどのあらゆる仮想オブジェクトに関する完全なアクセス権と権限を、 
root ユーザーと vpxuser に与えます。

root は、ホストの権限を個々のユーザーまたはグループに付与できます。 
VirtualCenter が参照するWindows ドメイン リストに含まれるユーザーまたはグルー
プには、VirtualCenter から権限を付与できます。

ホストで直接権限を構成するときに使用する方法は、VirtualCenter で権限を構成する
ときに使用する方法と同じです。 ESX Server と VirtualCenter では、同じ権限リストが
使用されます。 

付録Aの表は、アクセス権限を示しています。

注意   デフォルトでは、VirtualCenter サーバのWindows Administrators グループ
のメンバーであるすべてのユーザーは、システム管理者ロールが割り当てられた
任意のユーザーと同じアクセス権を与えられます。 システム管理者グループのメ
ンバーであるユーザーは、個人としてログインして、フル アクセス権を使用で
きます。

注意   VI Client を使用して ESX Server ホストに直接接続した場合、仮想マシンのみの
権限は設定できません。 仮想マシンに個別に権限を設定するには、VirtualCenter サー
バ経由でホストに接続する必要があります。 
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ロール
VirtualCenter および ESX Server では、オブジェクトへのアクセス権は、そのオブジェ
クトの権限が割り当てられているユーザーのみに与えられます。 オブジェクトのユー
ザーまたはグループ権限を割り当てる場合、ユーザーまたはグループとロールのペア
を作ります。 ロールとは、事前に定義された権限セットです。

VirtualCenter および ESX Server ホストには、次のデフォルト ロールが用意されてい
ます。

システム ロール　システム ロールは永続的なロールで、このロールに関連付け
られている権限は変更できません。 

サンプル ロール　サンプル ロールは、ガイドラインおよび候補として便宜上用
意されています。 このロールは、変更したり、削除したりできます。

ロールを新規に作成することもできます。表17-1 は、ユーザーと組み合わせてオブ
ジェクトに割り当てることができるデフォルト ロールのリストです。 

表17-1  デフォルト ロール

ロール ロール タイプ ユーザー機能の説明

非アクセス ユーザー システム 割り当てられたオブジェクトの表示または変更は不可。 
オブジェクトに割り当てられた [VI Client] タブには、
何も表示されない。 
システム管理者グループのユーザー以外のすべての
ユーザーのデフォルト ロール。 

読み取り専用ユーザー システム オブジェクトの状態と詳細を表示。 
VI Client で、コンソール タブ以外のすべてのタブ パ
ネルを表示。 メニューとツールバーを使用したアク
ションは実行不可。 

管理者 システム 全オブジェクトに関するすべての権限を持つ。 
VMware Infrastructure 環境におけるすべての
VirtualCenter ユーザーとすべての仮想オブジェクト
に関するアクセス権および権限を追加、削除、設定。
システム管理者グループのすべてのメンバーのデ
フォルト ロール。 
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仮想マシン ユーザー サンプル 仮想マシンにおけるアクションのみ実行。 
仮想マシンと直接通信するが、仮想マシンの構成は
変更しない。 次の権限が含まれる。
スケジュール設定タスク権限グループのすべての
権限。
グローバル アイテムおよび仮想マシンの各権限
グループ用に選択された権限。
フォルダ、データ センター、データストア、
ネットワーク、ホスト、リソース、アラーム、
セッション、パフォーマンス、許可の各権限グ
ループに関する権限は対象外。

仮想マシン パワー 
ユーザー

サンプル 仮想マシンおよびリソース オブジェクトでアクショ
ンを実行。 
ほとんどの仮想マシン構成の設定と変更、スナップ
ショットを作成、タスクのスケジュールを設定。 次の
権限が含まれる。
スケジュール設定タスク権限グループのすべての
権限。
グローバル アイテム、データストア、仮想マシ
ンの各権限グループ用に選択された権限。
フォルダ、データ センター、ネットワーク、ホ
スト、リソース、アラーム、セッション、パ
フォーマンス、許可の各権限グループに関する権
限は対象外。

リソース プール管
理者

サンプル データストア、ホスト、仮想マシン、リソース、ア
ラームでアクションを実行。 
リソースを委任し、リソース プールのインベントリ 
オブジェクトに割り当てる。 次の権限が含まれる。
フォルダ、仮想マシン、アラーム、スケジュール設
定タスクの各権限グループに関するすべての権限。 
グローバル アイテム、データストア、リソース、
許可の各権限グループ用に選択された権限。 
データ センター、ネットワーク、ホスト、セッ
ション、パフォーマンスの各権限グループに関す
る権限は対象外。

表17-1  デフォルト ロール （続き）

ロール ロール タイプ ユーザー機能の説明
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すべてのロールのユーザーは、デフォルトでタスクのスケジュール設定することがで
きます。 ユーザーがスケジュールを設定できるタスクは、タスクの作成時に権限を
持っているタスクのみです。 ユーザーのニーズに合わせて権限のセットを作成するに
は、VI Client のロール編集機能を使用します。 VirtualCenter に接続されている VI 
Client を使用してホストを管理する場合は、VirtualCenter で選択する追加ロールがあ
ります。 ESX Server ホストで直接作成したロールには、VirtualCenter からアクセスで
きません。 これらのロールを使用できるのは、VI Client から直接ホストにログインし
た場合だけです。 

ロールで実行可能なアクティビティは、次のセクションで説明します。

ロールの作成 （P.288）

ロールのクローン作成 （P.289）

ロールの編集 （P.290）

ロールの削除 （P.290）

ロール名の変更 （P.291）

データ センター管
理者

サンプル グローバル アイテム、フォルダ、データ センター、
データストア、ホスト、仮想マシン、リソース、ア
ラームでアクションを実行。 
データ センターを設定。ただし、仮想マシンと通信
する機能は限定的。 次の権限が含まれる。
フォルダ、データ センター、データストア、
ネットワーク、リソース、アラーム、スケジュー
ル設定タスクの各権限グループに関するすべての
権限。 
グローバル アイテム、ホスト、仮想マシン権限
の各権限グループ用に選択された権限。 
セッション、パフォーマンス、許可の各権限グ
ループに関する権限は対象外。

仮想マシン管理者 サンプル グローバル アイテム、フォルダ、データ センター、
データストア、ホスト、仮想マシン、リソース、ア
ラーム、セッションでアクションを実行。 次の権限が
含まれる。
許可以外のすべての権限グループのすべての権限。 

注意   対象ユーザーがログオンしていても、権限やロールを変更するとすぐに反映さ
れます。 

表17-1  デフォルト ロール （続き）

ロール ロール タイプ ユーザー機能の説明
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ロールの作成
一部のデフォルト ロールは事前設定されており、変更はできません。 組み合わせの異
なるアクセス権限が必要な場合は、必要に応じて別のロールを作成するか、用意され
ているサンプル ロールを編集します。

ロールを作成するには

1 VVirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストのいずれかに接続されている VI 
Client に、管理者権限を持つユーザーとしてログオンします。

2 VI Client から、ナビゲーション バーの [ 管理（Admin）] ボタンをクリックしま
す。 [ ロール（Roles）] タブをクリックします。

3 [ ロール（Roles）] タブの情報パネルを右クリックします。 [ 追加（Add）] を選択
します。

[ ロールの追加（Add Role）] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 新しいロールの名前を入力します。



VMware, Inc. 289

第 17章 ユーザー、グループ、権限、およびロールの管理

5 新しいロールに割り当てる権限を選択します。 必要に応じてプラス記号（[+]）を
クリックし、リストを展開します。 [OK] をクリックして手順を完了します。

ロールのクローン作成
既存のロールは、コピー、名称変更、あとで編集することが可能です。 コピーを作成
する場合、新しいロールは同じユーザーまたはグループおよびオブジェクトに自動的
には割り当てられません。 

ロールのクローンを作成するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ 管理（Admin）] ボタンをクリックしま
す。 [ ロール（Roles）] タブをクリックします。

2 複製するロールを選択するには、[ロール（Roles）] リストのオブジェクトをク
リックします。

3 選択したロールのクローンを作成するには、[管理（Administration）] - [ ロール
（Role）] - [ クローン作成（Clone）] を選択します。 

ロールの複製が、 「Copy of <ロール名 >」という名前でロールのリストに追加
されます。 
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ロールの編集
ロールを編集する場合、そのロールに対して選択した権限のいずれかまたはすべてを
変更するオプションがあります。 処理が完了すると、編集済みのロールに割り当てら
れたユーザーまたはグループに新しい権限が適用されます。 

権限ロールを編集するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ 管理（Admin）] ボタンをクリックしま
す。 [ ロール（Roles）] タブをクリックします。

2 編集するロールを選択するには、[ロール（Roles）] リストのオブジェクトをク
リックします。

3 [ 管理（Administration）] - [ ロール（Role）] - [ ロールの編集（Edit Role）] を選
択します。 

4 新しいロールに割り当てる権限を選択します。 必要に応じて、プラス記号（[+]）
をクリックしてリストを展開してください。 

5 [OK] をクリックして手順を完了します。

ロールの削除
ロールを削除する際、そのロールがユーザーまたはグループに割り当てられていない
場合、その定義は使用可能なロールのリストから削除されます。 ユーザーまたはグ
ループに割り当てられたロールを削除する場合は、すべての割り当てを削除するか、
別のロールへの割り当てと置き換えるかを選択できます。 

既存のロールを削除するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ 管理（Admin）] ボタンをクリックしま
す。 [ ロール（Roles）] タブをクリックします。

2 削除するロールを選択するには、ロールのリストでオブジェクトをクリックします。

 <Ctrl> または <Shift> キーを使用すると、複数のロールを選択できます。

3 [ 管理（Administration）] - [ ロール（Role）] - [ 削除（Remove）] を選択します。 

注意   すべての割り当てを削除する、または割り当てを置き換える前に、ユーザーが
受ける影響を把握していることを確認してください。
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4 選択したロールを削除することを確認し、[OK] をクリックします。 

ロールはリストから削除され、ユーザーまたはグループへの割り当てには使用で
きなくなります。

このロールがユーザーまたはグループに割り当てられると、警告メッセージが表
示されます。 

5 ラジオ ボタン オプションのうちいずれかを選択し、[OK] をクリックします。

次のオプションがあります。

[ ロールの割り当ての削除（Remove Role Assignments）]　サーバ上にある
設定済みのユーザーまたはグループとロールのペアを削除します。 ユーザー
またはグループにその他の権限が割り当てられていない場合、すべての権限
を失うことになります。 

[ ユーザーを再割り当て（Reassign affected users to）]　設定済みの任意の
ユーザーまたはグループとロールを、選択した新しいロールに再度割り当て
ます。

ロール名の変更
大部分のその他の VMware Infrastructure オブジェクトと同様に、ロール名は変更で
きます。 

既存のロールを名称変更するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ 管理（Admin）] ボタンをクリックしま
す。 [ ロール（Roles）] タブをクリックします。

2 名称変更するロールを選択するには、ロールのリストでオブジェクトをクリック
します。

3 [ 管理（Administration）] - [ ロール（Role）] - [ 名前の変更（Rename）] を選択
します。

4 新しい名前を入力します。 <Enter> キーを押すか、別のオブジェクトをクリック
します。 
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アクセス権限
VMware Infrastructure 階層内の各オブジェクトについて、VirtualCenter の各ユーザー
およびグループの権限を決定します。 

ESX Server ホストからユーザーを削除する場合は、手順とその結果について、『ESX 
Server 3 構成ガイド』または『ESX Server 3i 構成ガイド』の「セキュリティ」の章を
参照してください。

VirtualCenterドメインからユーザーを削除すると、これらのユーザーは VMware 
Infrastructure 内のすべてのオブジェクトの権限を失い、再度ログインできなくなりま
す。 現在ログオンしているユーザーがドメインから削除された場合、このユーザーは次
の確認期間（デフォルトでは 24時間ごと）までVMware Infrastructureの権限を保持で
きます。 グループを削除しても、そのグループ内のユーザーに個別に与えられた権限、
または別のグループに包含されることで与えられた権限には影響がありません。

ドメインでユーザーの名前を変更すると、既存のユーザー名は VMware Infrastructure
システムで無効になります。 これはグループについても同様ですが、その場合、
VirtualCenter サーバの再起動後、グループにのみ適用されます。

アクセス権限の割り当て
追加のロールを定義した後、ユーザーおよびグループを作成したら、関連するインベ
ントリ オブジェクトに対して関連する権限を持つロールをこのユーザーおよびグ
ループに割り当てる必要があります。

ユーザーまたはグループに権限を割り当てるには

1 システム管理者権限を持つユーザーとして、VI Client にログインします。

2 VI Client から、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをク
リックします。 必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをク
リックします。 

権限の割り当てが可能なオブジェクトは次のとおりです。

VirtualCenter　フォルダ、データ センター、クラスタ、リソース プール、
ホスト

ESX Server　リソース プール、ホスト、仮想マシン

3 適切なオブジェクトを選択して、[権限（Permissions）] タブをクリックします。

注意   複数のユーザーが、異なる VMware Infrastructure Client セッションから、同時
に VirtualCenter サーバにアクセスすることができます。 VMware Infrastructure では、
複数のユーザーが同じ認証情報を使用してアクセスし、VMware Infrastructure 環境で
アクションを実行することを明示的には制限していません。 
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4 [ 権限（Permissions）] タブを右クリックし、[権限の追加（Add Permission）]
を選択します。

5 [ 割り当てられたロール（Assigned Role）] ドロップダウン メニューからロール
を選択します。 

このメニューには、そのホストに割り当てられているすべてのロールが表示され
ます。 ロールが表示されると、ロール タイトルの下部のセクションに、そのロー
ルに付与された権限が参照用として一覧表示されます。

6 （オプション）[子オブジェクトへ伝達（Propagate to Child Objects）] チェック 
ボックスを選択します。

このチェック ボックスが選択されると、選択したインベントリ オブジェクトの
すべての子オブジェクトにもこのロールが適用されます。 ほとんどの場合、この
チェック ボックスを選択します。
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7 [ 追加（Add）] ボタンをクリックし、[ユーザーまたはグループの選択（Select 
Users or Groups）] ダイアログ ボックスを開きます。

ユーザーおよびグループを選択するリストの調整については、「大規模ドメイン
の検索リストの調整 （P.295）」を参照してください。

8 このロールを割り当てるユーザーまたはグループを次の手順で指定します。

a [ ドメイン（Domain）] ドロップダウン メニューから、ユーザーまたはグ
ループが属しているドメインを選択します。

b [ 検索（Search）] ボックスに名前を入力するか、[名前（Name）] リストか
ら名前を選択します。 

c [ 追加（Add）] をクリックします。 

[ ユーザー（Users）] または [ グループ（Groups）] リストのいずれかに名前
が追加されます。 

d ユーザーまたはグループをさらに追加するには、手順 cの手順を繰り返します。 

e 終了したら [OK] をクリックします。 

ユーザー名またはグループ名が決定している場合は、[名前（Name）] フィール
ドに名前を手動で入力できます。

9 ユーザーおよびグループが適切な権限に割り当てられていることを確認し、[OK]
をクリックします。
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10 タスクを終了するには、[OK] をクリックします。

オブジェクトの権限のリストに、権限が追加されます。 

権限リストは、オブジェクトに割り当てられたロールを持つすべてのユーザーお
よびグループと、VirtualCenter 階層内でそのロールが割り当てられている位置を
示します。

大規模ドメインの検索リストの調整
ドメインに数千件のユーザーまたはグループが含まれている場合は、[ユーザーまた
はグループの選択（Select Users or Groups）] ダイアログボックスで使用する検索設
定を調整します。

ユーザーおよびグループの検索パラメータを調整するには

1 VirtualCenter サーバに接続された VI Client で、[ 管理（Administration）] - 
[VirtualCenter Management Server の構成（VirtualCenter Management Server 
Configuration）] を選択します。 

[VirtualCenter 構成（VirtualCenter Configuration）] ウィザードが表示されます。

2 ウィザードが表示されたら、[Active Directory] リスト項目をクリックします。

3 必要に応じて次の値を変更します。

[Active Directory のタイムアウト（Active Directory Timeout）]　
VirtualCenter が、選択したドメインで検索を実行できる最大時間を秒単位で
指定します。 大規模なドメインの検索は、非常に時間がかかる可能性があり
ます。 

[ クエリ制限の有効化（Enable Query Limit）] および [ ユーザーおよびグルー
プ（Users & Groupsy）]　VirtualCenter が、選択したドメインから [ユー
ザーまたはグループの選択（Select Users or Group）] ダイアログ ボックスに
表示するユーザーおよびグループの最大数を指定します。 最大数を指定しな
い場合は、チェックボックスの選択を解除してください。 

[ 検証の有効化（Enable Validation）]および [検証期間（Validation Period）]　
権限のチェック間隔を分単位で指定します。 VirtualCenter は、VirtualCenter
にとって既知の全ユーザーおよびグループがWindows に、現在存在するこ
とを確認します。 

注意   この手順は、VirtualCenter のユーザー リストのみに該当します。 ESX Server の
ユーザー リストでは、同様の方法で検索を実行できません。
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たとえば、Smith というユーザーが権限を割り当てられており、ドメインで
そのユーザー名が Smith2 に変更された場合、VirtualCenter は Smith が存在
しないと見なし、そのユーザーのために権限を削除します。 

同様に、Smith というユーザーが削除された場合、すべての権限は不要にな
ります。 新しい Smith というユーザーがドメインに追加されるまでは、この
状態が続きます。 このオプションを使用して以前の Smith というユーザーを
システムから削除していなければ、新しい Smith というユーザーは、以前
の Smith というユーザーが割り当てられた権限をすべて受け取ります。

この確認機能を無効にするには、チェックボックスの選択を解除してください。

4 [OK] をクリックします。 

アクセス権限の変更
インベントリ オブジェクトにユーザーまたはグループとロールのペアを設定すると、
ユーザーまたはグループに組み合わせたロールおよび [伝達（Propagate）] チェック
ボックス以外は変更できなくなります。 権限設定を削除することもできます 「アクセ
ス権限の削除 （P.297）」を参照してください。

ユーザーまたはグループの権限 ロールを変更するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをク
リックします。 必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをク
リックします。

2 オブジェクトを選択し、[権限（Permissions）] タブをクリックします。

3 変更するユーザーまたはグループとロールのペアを選択するには、該当する行項
目をクリックします。 

4 [ インベントリ（Inventory）] - [ 権限（Permissions）] - [ プロパティ（Properties）]
を選択します。

注意   権限は、サーバが起動すると、常に有効になります。 サーバが無効な
場合でも、同様です。 
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5 ユーザーまたはグループの該当するロールは、ドロップダウン メニューから選
択します。 [OK] をクリックします。

6 割り当てたインベントリ オブジェクトの子に権限を伝達するには、[ 伝達
（Propagate）] チェックボックスをクリックします。 

アクセス権限の削除
ユーザーまたはグループの権限を削除しても、そのユーザーまたはグループは使用可
能リストからは削除されません。 また、ロールも使用可能アイテムのリストから削除
されません。 ユーザーまたはグループとロールのペアが、選択したインベントリ オブ
ジェクトから削除されます。

ユーザーまたはグループの権限 ロールを削除するには

1 VI Client から、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタンをク
リックします。 必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをク
リックします。

2 オブジェクトを選択し、[権限（Permissions）] タブをクリックします。

3 削除するユーザーまたはグループとロールのペアを選択するには、該当する行項
目をクリックします。 

4 [ インベントリ（Inventory）] - [ 権限（Permissions）] - [ 削除（Delete）] を選択
します。 

VMware Infrastructure サーバが権限の設定を削除します。 

注意   権限の削除に関する追加の警告メッセージはありません。 
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本章では、ホスト、クラスタ、リソース プール、および仮想マシンのパフォーマン
ス統計を設定する方法について説明します。 また、パフォーマンス チャートおよびリ
ソース マップのカスタマイズと表示についても説明します。 

本章では、次の内容について説明します。

統計の収集 （P.299）

パフォーマンス チャート （P.307）

リソース マップ （P.311）

統計の収集
パフォーマンス統計は、すべてのホスト、クラスタ、仮想マシン、リソース プール、
および使用環境に関して収集することができます。 これには、CPU、ディスク、ネッ
トワークなどについての統計データが含まれます。 VirtualCenter は、統計カウンタを
使用して各エンティティに照会し、データを VirtualCenter データベースに書き込み
ます。 データを収集してデータベースに書き込むときにパフォーマンスに影響しない
よう、VirtualCenter は単一のクエリを実行するのではなく、循環クエリを実行しま
す。 また、収集レベルを使用して、データの照会時に使用する統計カウンタの数を決
定します。 収集間隔と収集レベルとを組み合わせると、使用環境内でどのように統計
データを収集するかを制御できます。

パフォーマンス統計およびリ
ソース マップの設定と監視 18
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収集間隔と収集レベルについて
デフォルトで、VirtualCenter には、[ 日（Day）]、[ 週（Week）]、[ 月（Month）]、
[ 年（Year）] という 4つの収集間隔があります。 それぞれの間隔には、特定の頻度で
統計情報を収集する期間の長さを指定します。 たとえば、[ 日（Day）] の間隔では、
「図 18-1 例： 毎日の統計収集 （P.300）」に示すように 1日の間に 5分間隔で統計情報
を収集するよう設定します。

図18-1  例： 毎日の統計収集

次の表 18-1 に、デフォルトの間隔期間および各間隔での収集頻度の値を示しています。

それぞれの収集間隔には、統計データの収集時に使用するカウンタの数を決定する、
デフォルトの収集レベルがあります。 カウンタによって、取得してデータベースに記
録するメトリックが設定されます。 それぞれの収集間隔に対して [1] ～ [4] の収集レベ
ルを指定でき、レベル [4] でカウンタの上限まで使用されます。 デフォルトでは、す
べての収集間隔で収集レベル [1] が使用されます。

表18-1  間隔期間および収集頻度： デフォルト

収集間隔 間隔期間 収集頻度 構成可能な属性：可能な値

日 1日間 5分 間隔の長さ（日数）：1～ 3
収集頻度（分数）：1、2、3、5

週 1週間 30 分 なし

月 1ヶ月間 2時間 なし

年 1年間 1日 間隔の長さ（年数）：1～ 3
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「表 18-2 統計収集レベル （P.301）」に、統計収集レベルの説明と、統計収集レベルを
使用するタイミングに関する推奨事項を示します。

 

注意   ある間隔に対する収集レベルは、先行の収集間隔に設定された収集レベルより
も高いレベルを設定できません。 たとえば、[ 月（Month）] 間隔が収集レベル [3] に
設定されている場合、[年（Year）] 間隔は収集レベル [1]、[2]、または [3] に設定で
きますが、収集レベル [4] には設定できません。

注意   ある収集間隔に対する収集レベル値は、先行の収集間隔に設定された収集レベ
ル以下にする必要があります。 これは、VirtualCenter 固有の制限です。

表18-2  統計収集レベル

収集レベル メトリック ベスト プラクティス

レベル 1 基本メトリック： 
CPU、メモリ、ディスク、およびネット
ワーク カウンタの平均使用率
システム アップタイムとハートビート
DRS メトリック

デバイス統計が不要な場合、長
期のパフォーマンス監視に使用
します。
レベル 1 は、すべての収集間隔
におけるデフォルトの収集レベ
ルです。

レベル 2 次のものに関するすべてのメトリック：
CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク カ
ウンタ
平均、合計、および最新のロールアップ タ
イプ（最大および最小ロールアップ タイプ
は含まない）
システム アップタイムとハートビート
DRS メトリック

デバイス統計は不要だが、基本
統計よりも詳しい監視を行う場
合の、長期のパフォーマンス監
視に使用します。
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収集レベルのシナリオ
多くの場合、すべての収集間隔に対して、収集レベルの設定は [1] または [2] で十分
です。 収集レベル [2] を使用する場合

メモリを共有する目的で共存している可能性がある仮想マシンを識別する。 

ホスト上のアクティブなメモリ サイズを検出し、そのホストがさらに仮想マシ
ンを処理できるかどうかを調べる。 

収集レベル [3] を使用する場合

仮想 CPU のレディ状態と待機状態の時間を比較し、VSMP の効果を調べる。 

デバイスの問題を診断したり、複数のデバイスのパフォーマンスを比較する。 

収集レベル [4] を使用する場合

デバイスが飽和しているかどうかを調べる。 

エラーをトラブルシューティングする。

レベル 3 すべてのカウンタ グループに対するすべてのメ
トリック。ただし、 
最大および最小のロールアップ タイプは含まない。 

問題発生後、またはデバイス統
計が必要な場合の、短期のパ
フォーマンス監視に使用します。
大量のトラブルシューティング 
データが取得および記録される
ため、レベル 3 は可能な限り短
い期間（[ 日（（Next））] または
[ 週（Week）] の収集間隔）に
対して使用してください。 

レベル 4 VirtualCenter がサポートするすべてのカウンタ 
グループに対するすべてのメトリック。 

問題発生後、またはデバイス統
計が必要な場合の、短期のパ
フォーマンス監視に使用します。
大量のトラブルシューティング 
データが取得および記録されるた
め、レベル4は可能な限り短い期
間に対して使用してください。

表18-2  統計収集レベル ( 続き )

収集レベル メトリック ベスト プラクティス
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収集レベルの効果的使用
短期間に詳細なメトリックを取得するためには、収集レベルを高くするよりも、
リアルタイム データ チャートを参照してください。 リアルタイム データの参照
では、VirtualCenter データベースに書き込むことなく、メトリックがソースから
直接取得されるため、パフォーマンスへの影響が少なくて済みます。 データ 
チャートの詳細については、「パフォーマンス チャート （P.307）」を参照してく
ださい。

問題の診断に収集レベル [3] または [4] を使用する場合は、収集レベルをできるだ
け早く前の状態にリセットしてください。

収集レベル [4] を使用する場合は、収集間隔を [日（Day）] に制限し、データベー
スが影響を受けないようにしてください。 1 日よりも長いデータを保存する場合
は、[週（Week）] を使用するのではなく、[ 日（Day）] の間隔期間を 2または
3に増やしてください。 たとえば、週末のデータを記録する必要がある場合は間
隔を 3日間に設定します。 一般に、収集間隔を [週（Week）] 間隔まで増やすの
は、3日間よりも長い間隔期間を必要とする場合のみにします。

データベースへの統計データの格納方法
それぞれの収集間隔の統計データは、それ専用のデータベース テーブルに格納され
ます。 その間隔の最後に、次のどちらかまたは両方が行われます。

次の間隔が無効になっている場合は、その間隔期間よりも古いテーブル内のデー
タが消去されます。 

次の間隔が有効になっている場合は、データがグループに集約されて、その後の
収集間隔のデータベース テーブルにロールアップされます。 たとえば、[日
（Day）] 間隔では 5分間の収集頻度で、[週（Week）] 間隔では 30分間の収集頻
度になっているとします。 [ 日（Day）] 間隔が終了すると、5分間のクエリが 6つ
（30分間）のグループに集約され、30分間のデータ ブロックが [週（Week）] 間
隔のデータベース テーブルにロールアップされます。 1 日以上古いデータはデー
タベースから消去され、新しいクエリを格納するための余地が作られます。
「図18-1 例： 毎日の統計収集 （P.300）」に、デフォルトのロールアップ プロセス
を示します。
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図18-2  統計データのデフォルトのロールアップ

統計データをどれだけの期間データベースに格納するかは、収集間隔を有効または無
効にすることで制御できます。 ある収集間隔を無効にすると、その後のすべての間隔
が自動的に無効になります。 たとえば、[ 週（Week）] 間隔を無効にすると、[ 月
（Month）] および [ 年（Year）] 間隔も無効になります。 ロールアップが行われないた
め、[日（Day）] 間隔の最後でデータが消去されます。 古いデータから順に消去され
ます。

デフォルトでは、統計データが VirtualCenter データベースに 1年間格納されますが、
3年間まで延長できます。 3 年間よりも長く保存するには、統計データを
VirtualCenter データベース以外に保管するようにしてください。

注意   各収集間隔を再び使用するには、その収集間隔を手動で有効にする必要があり
ます。その後の収集間隔は、自動的には有効になりません。 また、ある収集間隔を有
効にできるのは、その前のすべての収集間隔が有効になっている場合のみです。 たと
えば、[ 月（Month）] 間隔を有効にするには、[日（Day）] および [ 週（Week）] 間
隔を有効にする必要があります。



VMware, Inc. 305

第 18章 パフォーマンス統計およびリソース マップの設定と監視

統計収集間隔の構成
デフォルトでは、すべての収集間隔が有効になり、収集レベル [2] で統計情報が照会
されます。 次のようにすると、デフォルト実装を変更できます。

間隔期間または収集頻度を変更する。

収集レベルを変更する。 

収集間隔を有効または無効にする。

構成した統計情報の収集をデータベースで処理できるようにするため、VI Client には
データベース見積計算機が用意されており、インベントリ内にあるホストと仮想マシ
ンの数を入力します。 この計算機はこれらの数値を使用して、定義した収集間隔の構
成に必要なデータベース容量を判定します。 これにより、必要なリソースがあるかど
うかを確認できます。 

データベース見積計算機の使用方法については、「データベースに対する統計情報の
影響を見積るには （P.307）」を参照してください。

収集間隔を構成するには

1 VI Client で [ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択し、[VirtualCenter 
Management Server の構成（VirtualCenter Management Server Configuration）]
ダイアログ ボックスを表示します。

2 ナビゲーション パネルで [ 統計情報（Statistics）] を選択します。
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3 必要に応じて、収集間隔のチェック ボックスを選択して有効または無効にします。 

4 収集間隔を含んだ行を選択します。

5 [ 編集（Edit）] をクリックします。 [ 収集間隔の編集（Edit Collection Interval）]
ダイアログ ボックスが表示されます。

6 必要に応じて、次の属性値を変更します。

収集頻度

サンプルの保存期間

収集レベル

構成可能な収集間隔の属性については、「表 18-2 統計収集レベル （P.301）」を参
照してください。

収集頻度と期間の説明については、「収集間隔と収集レベルについて （P.300）」
を参照してください。

7 [OK] をクリックします。

8 変更する収集間隔ごとに、手順3～手順 7を繰り返します。

9 データベース見積計算機を使用して、新しい構成を検証します。

インベントリ内の [物理ホスト（Physical Hosts）] 数を入力します。

インベントリ内の [仮想マシン（Virtual Machines）] 数を入力します。

収集間隔を有効または無効にするには

1 [VirtualCenter Management Serverの構成（VirtualCenter Management Server 
Configuration）]ダイアログ ボックスで、[統計情報（Statistics）]を選択します。

2 次のいずれかを行なってください。

収集間隔を有効にするには、[間隔期間（Interval Duration）] の下のチェック 
ボックスを選択します。

収集間隔を無効にするには、[間隔期間（Interval Duration）] の下のチェック 
ボックスを選択解除します。

注意   データ サンプルを 3年間よりも長く保存するには、そのサンプルを
VirtualCenter データベース以外に保管してください。

注意   ある収集間隔を無効にすると、その後のすべての間隔が自動的に無効
になります。
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3 （オプション）データベース見積計算機を使用して、変更を検証します。 

インベントリ内の [物理ホスト（Physical Hosts）] 数を入力します。

インベントリ内の [仮想マシン（Virtual Machines）] 数を入力します。

データベースに対する統計情報の影響を見積るには

1 収集間隔を構成します。 「収集間隔を構成するには」を参照してください。

2 インベントリ内の [物理ホスト（Physical Hosts）] 数を入力します。

3 インベントリ内の [仮想マシン（Virtual Machines）] 数を入力します。

パフォーマンス チャート
パフォーマンス チャートには、さまざまなメトリックのパフォーマンス データが表
示されます。 パフォーマンス チャートには、ホスト、クラスタ、リソース プール、
および仮想マシンで使用可能な [性能（Performance）] タブからアクセスできます。 
パフォーマンス データはオブジェクトのタイプ固有のものです。 たとえば、仮想マシ
ンのパフォーマンス メトリックは、クラスタのパフォーマンス メトリックとは異
なっています。

チャートには、リアルタイム データ（ESX Server 3.x ホストでは 20秒間隔、ESX 
Server 2.x ホストでは 60 秒間隔）または履歴データを表示できます。 収集される履歴
データの量は、次の設定によって異なります。

統計情報の収集間隔

統計収集レベル

これらの設定の詳細については、「統計収集間隔の構成 （P.305）」を参照してください。

リアルタイム データは、VirtualCenter サーバに接続された VI Client から、または ESX 
Server ホストで直接表示できます。 それに対して、履歴データを表示できるのは、
VirtualCenter に接続された VI Client からのみです。 すべてのパフォーマンス データ
は、VMware Infrastructure SDK を使用して外部プログラムから利用できます。

注意   VI Client セッションでチャートの全機能を使用できるのは、VI Client が
VirtualCenter に接続され、監視対象がその VirtualCenter で管理されている場合のみ
です。 ESX Server ホストに直接接続された VI Client には、リアルタイム統計情報、お
よび 1日あたり 5分間の統計情報のみが表示されます。
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チャートの表示
事前構成済みのチャート ビューがいくつか用意されています。 チャート ビューとは、
チャートにどのデータを表示するかを定義した設定の集合です。 事前構成済みビュー
の設定はカスタマイズ可能です。または、新規にビューを作成することもできます。 
チャートには、線グラフまたは積み重ねグラフでデータが表示されます。 積み重ねグ
ラフでは、表示できるデータは単一のメトリックに関するもののみですが、複数のオ
ブジェクトのそのメトリックに関するデータをプロットできます。

パフォーマンス チャートを表示するには

1 インベントリ パネルでホスト、クラスタ、リソース プール、または仮想マシン
を選択します。

2 [ 性能（Performance）] タブを選択します。

図18-3  仮想マシンの [ 性能（Performance）] タブを表示するVI Client。

3 [ 切り替え（Switch to）] メニューでオプションを選択すると、別のチャートが
表示されます。 事前構成済みのチャートには、次のものがあります。

[CPU]　選択したインベントリ オブジェクトの CPU 使用状況が、MHz で表示
されます。 クラスタ、リソースプール、ホストおよび仮想マシンで使用でき
ます。



VMware, Inc. 309

第 18章 パフォーマンス統計およびリソース マップの設定と監視

[ メモリ（Memory）]　選択したインベントリ オブジェクトに与えられてい
るメモリ サイズが表示されます。 クラスタ、リソースプール、ホストおよび
仮想マシンで使用できます。

[ ディスク（Disk）]　選択したインベントリ オブジェクトの、集約したスト
レージ パフォーマンス統計情報が表示されます。 ホストおよび仮想マシンで
使用できます。

[ ネットワーク（Network）]　選択したインベントリ オブジェクトの、集約
したネットワーク パフォーマンス統計情報が表示されます。 ホストおよび仮
想マシンで使用できます。

[ システム（System）]　ホストおよび仮想マシンで使用できます。

[ クラスタ サービス（Cluster Services）]　DRS/HA クラスタ、およびDRS ク
ラスタに含まれるホストで使用できます。 

チャート データのファイルへの保存
チャート データは、さまざまなグラフィック形式やMicrosoft Excel 形式のファイル
に保存することができます。 

チャート データをファイルに保存するには

1 [ パフォーマンス（Performance）] タブでエクスポート アイコン（ ）をク
リックし、ファイル ブラウザを表示します。

2 ファイルを格納する場所を選択します。

3 ファイルの名前を入力します。

4 ファイルのタイプ（JPEG、PNG、GIF、ビットマップ、Microsoft Office Excel ワー
クブック）を選択します。

5 [ 保存（Save）] をクリックします。

[パフォーマンスのエクスポート（Export Performance）] ダイアログ ボックスを使用
して、選択したインベントリ項目のパフォーマンス データをMicrosoft Office Excel
ファイルにエクスポートすることもできます。 このダイアログ ボックスにアクセスす
るには、[ファイル（File）] メニューで [ レポート（Report）] - [ パフォーマンス
（Performance）] を選択するか、インベントリ項目の右クリック メニューで [ パ
フォーマンスのレポート（Report Performance）] を選択します。
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チャート ビューのカスタマイズ
事前構成済みのビューはカスタマイズ可能です。または、新規にビューを作成するこ
ともできます。 新しいビューは、[切り替え（Switch to）] メニューに追加されます。 
チャート オプションの変更はすぐに反映されます。

チャートをカスタマイズするには

1 [パフォーマンス（Performance）]タブで、[チャート オプションの変更
（Change Chart Options）]をクリックします。 [ パフォーマンス チャートのカスタ
マイズ（Customize Performance Chart）]ダイアログ ボックスが表示されます。

図18-4  [ パフォーマンス チャートのカスタマイズ（Customize Performance 
Chart）] ダイアログ ボックス

2 [ チャート オプション（Chart Options）] 領域で、チャートの設定にアクセスす
るためのメトリックと時間範囲を選択するか、[カスタム（Custom）] を選択し
て、指定した時間範囲のチャートを新規に作成します。

3 必要に応じて設定を調整し、[適用（Apply）] をクリックします。 設定オプショ
ンの詳細については、付録Cにあるパフォーマンス チャートの測定テーブルを
参照してください。
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新しいチャート ビューとして設定を保存するには

1 [ パフォーマンス チャートのカスタマイズ ]ダイアログ ボックスで、[ チャート
設定の保存（Save Chart Settings）] をクリックします。 [ 選択内容の保存（Save 
Selection）] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 チャートを選択し、[OK] をクリックします。 設定が保存され、[ 切り替え
（Switch to）] メニューに追加されます。[選択内容の保存（Save Selection）] ダ
イアログ ボックスが閉じられます。

チャート ビューを削除するには

1 [ パフォーマンス チャートのカスタマイズ（Customize Performance Chart）] ダ
イアログ ボックスで、[ チャートの管理（Manage Charts）] をクリックします。 
ダイアログ ボックスが表示されます。

2 チャートを選択し、[削除（Delete）]をクリックします。 チャートが削除され、
[切り替え（Switch to）]メニューからも削除されます。

3 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、[ パフォーマンス チャートのカ
スタマイズ（Customize Performance Chart）] ダイアログ ボックスに戻ります。 

リソース マップ
VirtualCenterで、マップとは、データ センターのトポロジを視覚的に表現したもので
す。 マップによって、VirtualCenterで使用可能な仮想リソースと物理リソースとの間の
関係が視覚的に表現されます。 次の事前構成済みマップ ビューが使用可能です。

[ 仮想マシンのリソース（Virtual Machine Resources）]　仮想マシンを中心とし
た関係が表示されます。

注意   積み重ねグラフ チャートを作成するときは、次の点に注意してください。

[オブジェクト（Objects）] 領域の、任意の数の項目を選択できます。 ただ
し、[ カウンタ（Counter）] 領域で選択できる項目数は 1つのみです。 積み
重ね表示グラフは、オブジェクト セットに対して複数の測定のチャートを
表示できません。

仮想マシンごとの積み重ね表示グラフは、ホストでのみ使用できます。 ホス
ト、およびそのホスト上のすべての仮想マシンは、[オブジェクト
（Objects）] 領域で選択できます。

メトリックの中には、仮想マシンの積み重ねチャートに適していないものが
あります。 このようなメトリックは、選択可能な測定項目のリストに含まれ
ていません。
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[ ホスト リソース（Host Resources）]　ホストを中心とした物理関係が表示され
ます。

[VMotion リソース（VMotion Resource）]　VMotionによる移行の可能性のあるホ
ストが表示されます。 「VMotion リソース マップについて」を参照してください。

マップ ビューは、マップを表示している場所と連動して、マップの範囲が制限され
たり、拡張されたりします。 ナビゲーション バーの [ マップ（Maps）] ボタンから
マップ ビューにアクセスする場合は、VirtualCenter のすべてのリソースを表示用に
使用できます。 選択したインベントリ項目の [ マップ（Maps）] タブからマップ 
ビューにアクセスする場合は、その項目に対応する項目のみを表示用に使用できま
す。 仮想マシンのインベントリ項目の [ マップ（Maps）] タブから使用可能なマップ 
ビューは、[VMotion リソース（VMotion Resources）] ビューのみです。 [VMotion リ
ソース（VMotion Resources）] マップ以外のすべてのマップ ビューはカスタマイズ
できます。 

マップの表示は、どのクラスタまたはホストが最も高密度に割り当てられいるか、ど
のネットワークが最も重要か、どのストレージ デバイスが利用されているかなどの
判定に役立ちます。

VMotion リソース マップについて
VMotion リソース マップは、ほかのマップと同様に、選択した仮想マシンでアクセ
スされるリソース（ホスト、データストア、およびネットワーク）の視覚表現を提供
します。 この基本情報に加えて、これらのマップは、移行先となる可能性のある、仮
想マシンのクラスタまたはデータ センター内のホストも表示します。 つまり、選択し
た仮想マシンと互換性のあるホストがマップに示されます。VMotion は、互換性のあ
るホストの 1つに仮想マシンを移行する可能性があります。 VMotion と互換性のある
マークが付けられるホストは、次の条件を満たしている必要があります。

データストア互換性　ホストは、仮想マシンと同じすべてのデータストアに接続
されている必要があります。

ネットワーク互換性　ホストは、仮想マシンと同じすべてのネットワークに接続
されている必要があります。

ソフトウェア互換性　ホストには、仮想マシンと互換性のあるソフトウェアを
持っている必要があります。

CPU 互換性　ホストの CPUには、仮想マシンとの互換性が必要です。

注意   [ マップ（Maps）] は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続されている場合の
み使用できます。
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マップの要素とアイコン
次の表は、マップの要素とアイコンを示しています。
 

注意   VMotion マップは、仮想マシンと、移行ターゲットになり得るものとして確認
されたターゲット マシンとの間で、VMotion による移行が可能かどうかを確定的に
示しているわけではありません。 VMotion による移行が可能かどうか、また可能でな
い場合、システム管理者がその状況を解決するためにどのようにすればよいかを示し
ています。

表18-3  マップ要素およびアイコン

属性 説明

ホスト アイコン。

VMotion 移行に準拠しているホスト。 円の色は、現在のホストの負
荷に基づいて明るさが変化します。 負荷がかかっているホストは青
白くなり、負荷の少ないホストは緑になります。

VMotion 移行に準拠していないホスト。

仮想マシン アイコン。

ネットワーク アイコン。

データストア アイコン。

[ 概要（Overview）]
セクション

フル スケール マップのサムネイル図。

[ マップ関係（Map 
Relationships）] セク
ション

複数のマップ ビューを使用可能な場合に表示されます。

[ 更新（Refresh）] リ
ンク

マップは自動更新されません。 マップをインベントリの現在の状態
と同期し、マップ ビューを中央に移動するには、[ 更新（Refresh）]
をクリックしてください。 
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マップの表示
グローバル マップ（すべての VirtualCenter オブジェクトを表示できるマップ）は、
ナビゲーション バーの [ マップ（Maps）] ボタンからアクセスできます。

特定のインベントリ オブジェクトに対するマップは、そのオブジェクトの [マップ
（Maps）] タブから使用できます。 インベントリ オブジェクトの [マップ（Maps）] タ
ブにアクセスするには、ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] ボタン
で [ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] または [ 仮想マシンおよびテンプ
レート（Virtual Machines and Templates）] オプションを選択してから、インベント
リ項目を選択します。

インベントリ ペインでオブジェクトを選択または選択解除したり（グローバル マッ
プ）、[ マップ関係（Map Relationships）] エリアでオプションを選択または選択解除
することで、マップ ビューをカスタマイズできます。 

マップをドラッグ（マップのどこかをクリックし、ホールドしてドラッグ）すると、
マップの表示位置を変更できます。 概要領域のグレーの四角形は、マップをドラッグ
して表示および移動可能なマップ全体の中での表示部分を示しています。 グレーの四
角形のサイズを変更すると、マップの表示部分を拡大または縮小できます。

マップ内のオブジェクトをダブルクリックすると、その項目の [マップ（Map）] タ
ブに切り替えることができます（そのタイプのオブジェクトで [マップ（Map）] タ
ブが使用可能な場合）。 マップ内のオブジェクトを右クリックすると、右クリック メ
ニューにアクセスできます。

マップの印刷
マップを印刷するには、[ ファイル（File）] - [ マップの印刷（Print Maps）] - [ 印刷
（Print）] を選択するか、[印刷（Print）]ボタンをクリックします（グローバル マップ）。

マップのエクスポート
マップをイメージ ファイル（BPM、JPEG、または EMF）にエクスポートするには、
[ファイル（File）] - [ エクスポート（Export）] - [ マップのエクスポート（Export 
Maps）] を選択するか、[ エクスポート（Export）] ボタンをクリックします（グロー
バル マップ）。 
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本章では、次の内容について説明します。

タスクの管理 （P.315）

イベントの管理 （P.325）

アラームの管理 （P.331）

タスクの管理
このセクションでは、VirtualCenterのタスクを表示およびスケジュール設定する方法に
ついて説明します。 タスクとは、計画されたアクティビティです。 これらのアクティビ
ティは、スケジュール設定または手動で開始されます。 タスクは、タスクに関連する問
題を示すイベント メッセージを生成します。 タスクには次の 2種類があります。

スケジュール設定されていないタスク　ホストの追加などの操作を実行した結果
行われるもので、時間がかかる場合もあります。 

スケジュール設定されたタスク　あとから起動するよう設定したものです。 

タスク、イベントおよびア
ラームの管理 19

注意   表示されるビューおよび機能は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続さ
れているか、ESX Server に接続されているかで異なります。 特に説明がない限り、
プロセス、タスク、または説明は、両方のタイプの VI Client 接続に適用されま
す。 VI Client が ESX Server に接続されている場合、[タスク（Tasks）] オプション
は使用できませんが、[VI Client] ウィンドウの下部に最近のタスクを示すウィン
ドウが表示されます。
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このセクションの内容は、次のとおりです。

タスクについて （P.316）

タスクの表示および実行 （P.317）

スケジュール設定されたタスクの管理 （P.319）

スケジュール設定タスクのスケジュール変更 （P.322）

スケジュール設定されたタスクの削除 （P.323）

タスクのキャンセル （P.323）

タスクについて
スケジュール設定タスク オプションを使用すると、選択した VirtualCenter アクティ
ビティが指定の時間に実行されるよう構成できます。 タイミングオプションには、す
ぐに、あとで、または繰り返し、があります。 スケジュール設定タスクは、手動で起
動したアクティビティに加えて実行されます。 

使用できるタスク オプションを表示する、新規タスク ウィザードを介して、スケ
ジュール設定タスクを作成します。 オプションを選択すると、スケジュール設定する
タスクのタイプに関連するページがウィザードに表示されます。 新規タスク ウィザー
ドは、タスクのタイミングを設定すると終了します。 タスクの作成後は、タスクのス
ケジュールを再設定してタイミングと頻度を変更できます。 

手動で起動したアクティビティとスケジュール設定したアクティビティの指示が相反
する場合、VirtualCenter は先に起動されたアクティビティを実行します。 仮想マシン
が、手動またはスケジュール設定したアクティビティを実行するのに適切な状態でな
い場合、VirtualCenter はログにメッセージを送信し、タスクを実行しません。

スケジュール設定タスクを作成する場合、VirtualCenter は、関連するデータ セン
ター、ホストおよび仮想マシンでアクションを実行する正しい権限があるかどうか確
認します。 タスクが作成されると、そのタスクは、タスクを実行する権限がなくても
実行されます。

オブジェクトが VirtualCenter から削除されると、関連するタスクもすべて削除され
ます。

イベントは、タスクの開始および完了時にイベント ログに記録されます。 タスク中に
発生したどんなエラーもイベント ログに記録されます。 

注意   複数のタスクを同時に同じオブジェクトで実行するようにスケジュール設定し
ないでください。 結果は予測できません。
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タスクの表示および実行
特定のインベントリ オブジェクトに関連するタスクのリスト、または VirtualCenter
インベントリ全体に割り当てられたタスクの完全なリストを表示するオプションがあ
ります。 タスクには、仮想マシンのパワー オンまたはオフ、仮想マシンのクローン作
成、または仮想マシンのリソール プールへの追加などが含まれます。

タスクは、ESX Server が VirtualCenter サーバに登録および接続されていない限り、
ESX Server ホストで追跡またはスケジュール設定されません。 

最近のタスクを表示するには

ESX Server または VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、[VI Client]
ウィンドウの左下にある [タスク（Tasks）] トグル ボタンをクリックします。 

タスクを ESX Server で実行するには

1 ESX Server に接続されている VI Client から、ナビゲーション バーで [ インベント
リ（Inventory）] ボタンをクリックします。 必要に応じてインベントリを拡張し
て、アクションが実行されるオブジェクトをクリックします。

2 メイン メニューまたはオブジェクトに関連するポップアップ メニューからアク
ティビティを選択します。

たとえば、仮想マシンを選択し、右クリックして [パワー オン（Power On）] オ
プションを選択します。 

ESX Server でタスクのリストをスケジュール設定または表示するには

ホストを VirtualCenter インベントリに追加 

詳細は、「ホストの追加 （P.121）」を参照してください。

VirtualCenter サーバでタスクのスケジュールを設定する方法については、「スケ
ジュール設定されたタスクの管理 （P.319）」を参照してください。
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VirtualCenter サーバで完了したタスクのリストを表示するには

1 VI Client で、[ インベントリ（Inventory）] をクリックし、ルート フォルダをク
リックします。 

2 [ タスクおよびイベント（Task & Events）]タブをクリックします。 [ タスクおよび
イベント（Task & Events）]パネルの [タスク（Tasks）]ボタンをクリックします。

3 パネルでタスクをクリックします。 

詳細情報が、[ タスク詳細（Task Details）] ペインに表示されます。 

タスクのリストをソートするには

1 VI Client から、インベントリ パネルを表示し、該当するオブジェクトを選択し
て、[タスクおよびイベント（Tasks & Events）] パネルを表示します。

2 列タイトルをクリックします。 クリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わ
ります。 
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タスクのリストをフィルタするには

1 VI Client から、必要に応じてインベントリを拡張し、適切なオブジェクトをク
リックします。 

2 [ タスクおよびイベント（Task & Events）]タブをクリックします。 [ タスクおよび
イベント（Task & Events）]パネルの [タスク（Tasks）]ボタンをクリックします。

3 必要に応じて、[表示（View）] - [ フィルタ（Filtering）] を選択します。

4 リスト矢印をクリックして、フィルタ検索に含める列をクリックします。 

5 キーワードをボックスに入力して、 <Enter > キーを押します。 

タスクのリストには、入力したキーワードを含むアイテムのみが表示されます。 

スケジュール設定されたタスクの管理
指定時間に実行するタスクをスケジュール設定できます。 各スケジュール タスク オ
プションは、そのタスクに対応するウィザードを実行し、ウィザードの最後にスケ
ジュール時間オプションを追加します。 新規タスク ウィザードでスケジュール設定で
きるタスクは次のとおりです。 個々のタスク ウィザードの完了については、記載され
ている項目を参照してください。

仮想マシンのパワー状態を変更する（「仮想マシンのパワー状態の変更 （P.175）」
を参照）
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仮想マシン テンプレートを作成する（「テンプレートの作成 （P.214）」を参照）

VMotion で仮想マシンを移動する（「VMotion による移行 （P.245）」を参照）

仮想マシンを作成する（「新規仮想マシン ウィザードの使用方法 （P.150）」を参照）

仮想マシンのスナップショットを作成する（「スナップショットについて 
（P.265）」を参照）

仮想マシンをカスタマイズする（「ゲストのカスタマイズ準備 （P.226）」を参照）

ホストを追加する（「ホストの追加 （P.121）」を参照）

スケジュール設定タスクを作成する

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、ナビゲーションバーで [ス
ケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] オプションをクリックします。

スケジュール設定タスクの現在のリストが表示されます。

2 ツールバーの [新規（New）]をクリックするか、[ファイル（File）] - [ 新規
（New）] - [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）]を選択します。

3 スケジュール設定するタスクを、ドロップダウン メニューから選択します。 [OK]
をクリックします。

4 タスク固有の情報を完了します。

[新規タスク（New Task）]ウィザードに、選択したオブジェクトから始まるタス
クを実行するときに参照するページに対応する、一連のページが表示されます。 

各タスクの詳細については、各オプションに対応するセクションまたはマニュア
ルを参照してください。 ほとんどのスケジュール設定プロセスにおいて、手動タ
スクを実行する場合と異なる点は、タスクが適用される仮想マシン、ホストまた
はデータ センターを指定し、タスクを実行する時刻を指定する必要があるとい
うことだけです。

5 スケジュール設定されたタスクの実行頻度を選択し、表19-1 に示すオプション
に従ってスケジュール設定を完了してください。

注意   VMware Infrastructure API を使用して、任意の操作をスケジュール設定タス
クとして設定できます。 ただし、VI Client を介したスケジュール設定タスクの一
部に含めることができるのは、すべての操作のサブセットだけです。
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スケジュール設定タスクが発生するタイミングは、タスクを設定するローカル VI 
Clientではなく、VirtualCenter サーバに対して相対的なタイミングになります。

6 ウィザードを完了するには、[終了（Finish）] をクリックします。

注意   タスクごとに設定できるタイミング スケジュールは 1つだけです。 複数の
頻度タイプを設定するには、追加のタスクを設定します。 

表19-1  スケジュール設定されたタスクの実行頻度オプション

頻度 設定手順

[1 回（Once）] スケジュール設定タスクを作成後すぐに実行するには、[ 今すぐ
（Now）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 
スケジュール設定されたタスクを指定した日時に実行するには、
次の手順に従います。
1 [ 日時（Later）] を選択します。
2 時刻を [ 時間（Time）] フィールドに入力します。
3 [ 日付（Date）] をクリックし、カレンダーを表示します。 カ
レンダーをクリックし、日付を選択します。 
その他の月を表示するには、左右の矢印をクリックします。 
月をクリックし、リストから選択します。 上下の矢印をク
リックして、年を選択します。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ 起動後（After 
Startup）]

遅延時間を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ 毎時間（Hourly）] 各時間からの開始時間および間隔を入力します（たとえば、8 時
間おきに 15 分経過後）。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[ 毎日（Daily）] 開始時間および間隔を入力します。 [ 次へ（Next）] をクリックし
ます。 
たとえば、タスクを 4日おきに 2:30 pm に実行するには、「4日
おきに 14:30」と入力します。

[ 毎週（Weekly）] 開始時間、曜日、間隔を入力します。 [ 次へ（Next）] をクリック
します。 
たとえば、火曜と木曜、8:00 am、隔週です。 1 週間の複数の曜日
を選択することができます。

[ 毎月（Monthly）] 開始時間、日付、間隔を入力します。 [ 次へ（Next）] をクリック
します。 
たとえば、第 2木曜、3ヶ月おきの 11:00 と入力します。
29 日以降の日付を選択すると、29、30、31 日がある月もあるた
め、警告メッセージが表示されます。
月の最後の<曜日>を指定すると、その曜日が含まれる月の最終
週が選択されます。 その月の最終月曜日を選択し、その月が日曜
日で終わる場合は、最終月曜日は月の最後の6日前となります。
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VirtualCenter により、タスクが [スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）]
タブのリストに追加されます。

スケジュール設定タスクのスケジュール変更
スケジュール設定されたタスクのプロパティを変更できます。 

スケジュール設定されたタスクを編集するには

1 ナビゲーション バーにある [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] をク
リックします。

2 タスクを右クリックし、[プロパティ（Properties）] を選択します。

そのタスクに関するウィザードが表示されます。

3 そのウィザードで、タスクのプロパティを編集します。

注意   VI Client は、その VI Client と VirtualCenter サーバが別のタイム ゾーンに配
置されている場合に、ローカル時刻に変換します。 たとえば、VirtualCenter サー
バが東部標準時（EST）に配置され、VI Client が EST よりも 3時間遅い太平洋標
準時（PST）に配置されている環境で、ユーザーが PST で月曜日の正午にタスク
が実行されるようスケジュール設定したとします。 VI Client は、VirtualCenter
サーバにタスクを送信する前に、実行時刻を EST の月曜日の午後 3時に変換し
ます。さらに別のタイム ゾーンにいるユーザーには、EST で月曜日の午後 3時に
スケジュール設定されたタスクが、それに相当するそのユーザーのローカル時刻
として表示されます。
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スケジュール設定されたタスクの削除
スケジュール設定タスクを削除すると、タスクの今後の発生がすべて削除されます。 こ
れまでに実行されたタスクに関する履歴は、VirtualCenterデータベース内に残ります。

スケジュール設定されているタスクを削除する

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、ナビゲーションバーで [ス
ケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] オプションをクリックします。

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。

2 リストから該当するタスクを選択します。 [ インベントリ（Inventory）] - [ スケ
ジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] - [ 削除（Remove）] を選択します。

VirtualCenter は、スケジュール設定タスク リストからタスクを削除します。

3 タスクの削除を確認するには、[OK] をクリックします。

タスクが、タスクのリストから削除されます。

タスクのキャンセル
処理中のタスクのみをキャンセルできます。 処理中にキャンセルできるのは、選択さ
れた（スケジュール設定された、または手動で開始された）タスクだけです。 処理中
にタスクをキャンセルするには、タスクが発生しているホストに割り当てられた、適
切な権限が必要です。

タスクのキャンセルは、タスクの削除とは異なります。 タスクをキャンセルすると、
手動による起動かスケジュール設定による起動かに関係なく、現在発生しているタス
クが停止します。 タスクを削除すると、スケジュール設定タスクの今後の発生が削除
されます。

起動後にキャンセルできるタスクは、次のとおりです。

ホストへの接続

仮想マシンのクローン作成

仮想マシンの移行

注意   タスクの削除は、タスクのキャンセルとは異なります。 タスクをキャンセルす
ると、手動による起動かスケジュール設定による起動かに関係なく、現在発生してい
るタスクが停止します。 タスクを削除すると、スケジュール設定タスクの今後の発生
が削除されます。

注意   関連する 1つまたは両方のホストが ESX Server version 2.0.1 の場合、キャンセル
操作は許可されません。
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テンプレートのデプロイ

仮想マシンからのテンプレートの作成

テンプレートのクローン作成

現在実行中のタスクをキャンセルするには

1 VirtualCenterサーバに接続されているVI Clientで、[最近のタスク（Recent Tasks）]
パネルを表示します。

2 [ 最近のタスク（Recent Tasks）] パネルが現在表示されていない場合は、VI 
Client ウィンドウの左下隅にある [タスク（Tasks）] をクリックします。

3 リストから該当するタスクを選択します。 

4 タスクを右クリックして、[キャンセル（Cancel）] を選択します。

キャンセルできないタスクもあります。 選択したタスクのキャンセル オプション
が使用不可になっている場合、そのタスクはキャンセルできません。 
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VirtualCenter は、タスクの進行を停止し、オブジェクトを以前の状態に戻し、タ
スクはキャンセル済として表示します。

イベントの管理
イベントとは、VirtualCenter サーバまたは ESX Server に関係があるすべてのアクショ
ンです。 各イベントによってイベント メッセージが開始されます。 すべてのイベント 
メッセージは、VirtualCenter サーバのデータベースに保存されます。 イベントメッ
セージは、次の 2つの場所で表示できます。

ナビゲーションバーの [イベント（Events）] オプション。VirtualCenter サーバで
発生したすべてのイベントが表示されます。 

[インベントリ（Inventory）]ボタンの任意のオブジェクトの [イベント（Events）]
タブ。 これらの [ イベント（Events）] タブのリストには、選択したデータ セン
ター、ホストまたは仮想マシンで発生したイベントのみが表示されます。 

最新のイベントは、スクロール リストの最後に表示されます。 メッセージは、 情報、
エラーまたは警告のタイプで識別されます。 メッセージもまた、カラー コード化され
ます。 短縮されたイベント メッセージが、パネルの説明部に表示されます。 選択した
イベント メッセージの詳細バージョンは、パネルの [イベントの詳細（Event 
Details）] 部に表示されます。 通常、[ イベントの詳細（Event Detail）] エントリは、
イベントが発生したホストや仮想マシンを示し、発生したアクションを説明します。 
イベントのオブジェクトは、オブジェクトの個々のイベント ページへのリンクです。

このセクションでは、次のことについて説明します。

すべてのイベント メッセージの表示 （P.326）

選択したイベント メッセージの表示 （P.327）

イベント メッセージのソートおよびフィルタリング （P.328）

イベント メッセージのエクスポート （P.330）
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すべてのイベント メッセージの表示
[ イベント（Events）] タブは、[ インベントリ（Inventory）] パネルからリソース
プール、ホストまたは仮想マシン オブジェクトを選択すると使用できます。 このイベ
ントの表示は、VI Client が ESX Server に接続されているときに利用できます。 

図19-1  ESX Server に接続されている VI Client -[ インベントリ（Inventory）] - [ 仮想
マシン（Virtual Machine）] - [ イベント（Events）] タブ

イベントの詳細を表示するには

[ インベントリ（Inventory）] パネルで、[ イベント（Events）] タブをクリックしま
す。 イベントをクリックします。 

[イベントの詳細（Event Details）]フィールドに、イベントの追加情報が表示されます。

[イベント（Events）] は、VMware Infrastructure Client のアクティビティを通知す
るメッセージです。 イベント メッセージは、製品で事前に定義されています。 

[ ログ（Logs）]　選択したイベント メッセージについて保存されている参照情報
です。 ログは、製品で事前に定義されています。 選択したログが生成されるかど
うかを設定できます。

注意   VirtualCenter サーバに接続されている場合、[ イベント（Events）] は [ タスク
（Tasks）] タブと結合されています。
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選択したイベント メッセージの表示
インベントリ パネルの各オブジェクトには、情報パネルに [イベント（Events）] タ
ブがあります。 表示される各イベントは、すべてのサーバ イベントのオブジェクト固
有のサブセットです。 

オブジェクトのイベント メッセージおよびイベント詳細を表示する

1 VirtualCenter サーバまたは ESX Server に接続されている VI Client から、ナビゲー
ション バーで [ インベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 必要な場
合、インベントリを拡張してください。

2 インベントリ パネルで、必要に応じて、フォルダ、クラスタ、リソース プール、
ホストまたは仮想マシンを選択します。 

ホストを選択する場合、そのホストのすべての仮想マシンのイベント メッセー
ジがイベント ログに含まれます。

3 [ イベント（Events）] タブをクリックします。

4 イベントをクリックします。

注意   表示されるビューおよび機能は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続さ
れているか、ESX Server に接続されているかで異なります。 特に説明がない限り、
プロセス、タスクまたは説明は、両方のタイプの接続に適用されます。
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関連するオブジェクトへのリンクを持つフル テキスト メッセージが、[ イベント
詳細（Event Details）] ボックスに表示されます。

5 [ イベント詳細（Events Details）] ボックスで、青く強調表示された項目のいず
れかをクリックします。 

ビューが変わり、選択したリンク オブジェクトが表示されます。

イベント メッセージのソートおよびフィルタリング
列ラベルのヘッダをクリックして、リストのすべてのアイテムをソートします。 列見
出しに付いている三角形は、ソートが昇順か降順かを示しています。 

リストをソートするには 

列の見出しをクリックし、この列のエントリでリストを再ソートします。 現在の選択
は変更されません。 

昇順または降順を変更するには 

列見出しをクリックすると、昇順と降順が切り替わります。



VMware, Inc. 329

第 19 章 タスク、イベントおよびアラームの管理

リストの項目を選択するには 

個々の項目をクリックします。 [ イベント（Events）] パネルで複数の項目を選択する
には、 <Shift > キーを押しながらクリックします。 

選択した列だけを表示するには 

任意の列見出しを右クリックし、表示するデータ フィールドをリストから選択します。 

選択したアイテムを検索およびリストするには 

1 [ 表示（View）] - [ フィルタ（Filtering）] を選択して、フィルタリング オプショ
ンを確認します。 

2 テキストをデータ フィールドに入力します。 データ フィールドを空にするため、
[クリア（Clear）] をクリックします。

検索用語に一致する複数の列のエントリが表示されます。 たとえば、検索用語
「power」が [ 説明（Description）] および [ タスク（Task）] 列のエントリの両方
で検出されます。
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イベント メッセージのエクスポート
イベント ログ ファイルは、全部または一部をエクスポートできます。 

イベント ファイルをエクスポートする

1 VirtualCenter サーバに接続された VI Client で、[ ファイル（File）] - [ エクスポー
ト（Export）] - [ イベントのエクスポート（Export Events）] を選択します。 

2 エクスポートするメッセージの期間およびメッセージのタイプを指定します。

3 エクスポートするファイルのファイル名、ファイル タイプ、および保存場所を
指定します。 [ 参照（Browse）] ボタンをクリックして、[名前を付けて保存
（Save As）] ダイアログ ボックスを表示します。 

ファイルがテキスト ファイルとして保存されます。 

4 [ タイプ（Type）] ラジオ ボタンを選択して、エクスポート ファイルに含めるエ
ラーのタイプを指定します。 

ユーザーが生成したイベントまたはシステムによって生成されたイベントの、い
ずれを含めるかを選択できます。 

すべてのユーザーまたは特定のユーザーを指定できます。[参照（Browse）] を
クリックし、ユーザーのサブセットを選択します。 
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5 エクスポートするイベントの時間範囲を指定します。 オプションは、[時
（Hours）]、[ 日（Days）]、[ 週（Weeks）]、[ 月（Months）] および [ 開始 / 終
了（From/To）] です。 

6 エクスポートするイベントの数を、すべてまたは特定の数で指定します。 

7 [OK] をクリックし、選択したデータのファイルを作成します。 

VirtualCenter は、提供されているファイル拡張子に基づいて選択データのファイルを
作成し、指定場所にファイルを保存します。 ファイル拡張子がない場合、デフォルト
でテキスト ファイルになります。 ファイルには、[タイプ（Type）]、[ 時間（Time）]
および [ 説明（Description）] が含まれます。

アラームの管理
アラームは、 選択したイベントに対応して発生する特定の通知です。 一部のアラー
ムは、製品のデフォルトで定義されています。 追加のアラームを作成し、選択したイ
ンベントリ オブジェクトまたはすべてのインベントリ オブジェクトに適用すること
ができます。 

このセクションの内容は、次のとおりです。

アラームについて （P.333）

E メール メッセージの SMTP アラーム通知の準備 （P.334）

SNMP アラーム通知の準備 （P.335）

アラームの作成 （P.336）

アラームの編集 （P.342）

アラームの削除 （P.343）

インベントリ パネルの [ アラーム（Alarms）] タブは、指定イベントでアクティベイ
トされた選択オブジェクトのアラームのリストを表示します。 アラームは、ホストと
仮想マシンに適用でき、フォルダーやリソース プールなどの親エンティティ内で定
義できます。

注意   表示されるビューおよび機能は、VI Client が VirtualCenter サーバに接続されて
いるか、ESX Server に接続されているかで異なります。 [ アラーム（Alarms）] オプ
ションは、VI Client が ESX Server に接続されている場合は使用できません。 

注意   アラームは、VirtualCenter サーバを介してのみ設定できます。 VI Client に直接接
続されている ESX Server ホストにはアラーム機能はありません。 アラーム機能を使用
するには、VirtualCenter サーバを介して ESX Server を管理します。
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[ アラーム（Alarms）]タブには、ボタンによって使用できる2つのビューがあります。

アラーム　選択したインベントリ アイテムに対してトリガーされるアラームを
表示します。

図19-2  VirtualCenter サーバに接続されたVI Client - インベントリの [ ホストお
よびクラスタ（Hosts and Clusters）] - [ ホスト（Host）] - [ アラーム（Alarms）]
タブ - [ アラーム（Alarms）] ボタン

定義　選択したインベントリ アイテムを監視しているアラームを表示します。 ア
ラームで構成されているイベントが発生した場合、アラームがトリガーされ、
サーバは構成されているアクション（たとえば、Eメール通知の送信）を実行し
ます。

図19-3  VirtualCenter サーバに接続されたVI Client - インベントリの [ ホストお
よびクラスタ（Hosts and Clusters）] - [ ホスト（Host）] - [ アラーム（Alarms）]
タブ - [ 定義（Definitions）] ボタン
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アラームについて
アラームは、選択されたイベントがホストまたは仮想マシンで発生すると、通知メッ
セージを送信します。 アラームは、オブジェクトのステータス レベル、または階層の
集合のオブジェクトを示します。 アラームは、フォルダ、データ センター、クラスタ、
リソース プール、ホスト、仮想マシンなど、すべての階層レベルで定義できます。 

アラームは親レベルから継承され、子レベルでの変更または上書きはできません。 新
規アラームを任意のオブジェクトに追加する場合、そのすべての子レベルで強制され
るアラームの集合の一因となります。 

アラームが作成されると、VirtualCenter は、関連するデータ センター、ホスト、お
よび仮想マシンでアクションを実行するユーザー権限を確認します。 アラームの作成
後、作成したユーザーにアラームを作成する権限がなくなっても、アラームは実行さ
れます。

アラームは、ホストまたは仮想マシンに適用されます。 各アラームには、トリガー イ
ベントと通知メソッドがあります。

アラーム トリガーには次の 2種類があります。

メトリック　監視しているオブジェクトの特定のプロパティが一定範囲内の値で
5分間留まった場合、アラームを起動します。 たとえば、CPU 使用率が一定の割
合より高くなったり、低くなったりしたときにアラームを起動するよう、[ホス
トの CPU 使用率（Host CPU Usage）] トリガーを設定できます。 

メトリック トリガーのアラームは、指定したメトリックがトリガーの状態と 5
分間一致した場合にのみ起動されます。 このため、監視しているメトリックで一
時的に急上昇してもアラームが起動されることはありません。 

状態　監視しているオブジェクトが指定した状態になった場合、アラームが起動し
ます。 たとえば、ホストの状態が [なし（None）]、[接続中（Connected）]、[切
断（Disconnected）]、または [応答なし（Not responding）]のいずれかになっ
たときにアラームを起動するよう、[ホストのCPU使用率（Host CPU Usage）]トリ
ガーを設定できます。 状態トリガーのアラームは、指定した状態になるとすぐに起
動します。 

アラームの通知方法には何種類かあります。

通知 Eメール メッセージを送信する 

SMTP は、Eメール メッセージを送信します。 SMTP は、Eメール メッセージ送信
時に準備ができている必要があります。 SMTP を設定する方法は2種類あります。 
VirtualCenter またはMicrosoft Outlook Express を使用して設定できます。 Outlook 
Express で SMTP 設定が正しく設定されていれば、VirtualCenter での設定が不要
な場合もあります。 
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E メール メッセージの件名と本文テキストは、VirtualCenter サーバによって生成
されます。 [ 宛先（To list）]（受信者）だけはユーザーが入力する必要がありま
す。 メッセージが送信される Eメール メッセージ アドレスを指定します。 コンマ
またはセミコロンで、複数の受信者の名前を区切ります。

通知トラップを送信する

VirtualCenter サーバは、デフォルトの SNMP通知レシーバです。 SNMP トラップ 
ビューアは、送信トラップを表示する必要があります。 VirtualCenter サーバ ホス
トでは、SNMPトラップを受信するように設定する必要があります。 「SNMP ア
ラーム通知の準備 （P.335）」を参照してください。

スクリプトを実行する 

ユーザー スクリプト コマンドおよびその引数は、１つの文字列にフォーマット
化する必要があります。

ユーザー スクリプトは独立したプロセスとして動作し、VirtualCenter サーバプ
ロセスをブロックしません。 ただし、スクリプトの実行は、プロセッサやメモリ
など VirtualCenter サーバ マシンのリソースを消費します。

仮想マシンをサスペンドする

仮想マシンをパワーオフする

仮想マシンをリセットする

アラームで使用できるアクションは、次のセクションで説明します。

Eメール メッセージの SMTP アラーム通知の準備 （P.334）

SNMP アラーム通知の準備 （P.335）

アラームの作成 （P.336）

アラームの編集 （P.342）

アラームの削除 （P.343）

E メール メッセージの SMTP アラーム通知の準備
E メール メッセージを使用して SMTP 通知を送信する場合は、次のことを実行する必
要があります。

SMTP および Eメール メッセージ アドレス情報を定義する 

アラームの作成時に通知を受信する Eメール メッセージ アドレスを指定する
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SMTP および Eメール メッセージ アドレス情報を定義する

1 VI Client で、[ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択します。

2 ナビゲーション リストで [ メール（Mail）] をクリックします。 

3 E メール メッセージ通知の、SMTP サーバおよび SMTP ポートを設定します。

SMTPサーバ　Eメール メッセージの送信に使用するSMTPゲートウェイの、
DNS 名または IP アドレス。

送信者アカウント　たとえば、mail_serverdatacenter.com. などの送信者の E
メールアドレス。

4 [OK] をクリックします。

SNMP アラーム通知の準備
SNMP トラップを使用するには、次のことを設定する必要があります。

VirtualCenter サーバ ホスト。

VirtualCenter からのトラップを受け取る SNMPレシーバ サーバ。

アラームを作成すると、トラップが 1つだけトリガーされ、送信されます。 アラーム 
パラメータには次のものがあります。

タイプ　VirtualCenter がアラームを監視している状態。 オプションには、[ホスト
のプロセッサ（または CPU）使用率（Host Processor (or CPU) usage）]、[ ホスト
のメモリ使用率（Host Memory usage）]、[ ホストの状態（Host State）]、[ 仮想
マシンのプロセッサ（または CPU）使用率（Virtual Machine Processor (or CPU) 
usage）]、[ 仮想マシンのメモリ使用率（Virtual Machine Memory usage）]、[ 仮
想マシンの状態（Virtual Machine State）]、[ 仮想マシンのハートビート（Virtual 
Machine Heartbeat）] などがあります。

名前　アラームをトリガーするホストまたは仮想マシンの名前。

前のステータス　アラームがトリガーされる前のアラーム ステータス。

新しいステータス　アラームがトリガーされるときのアラーム ステータス。

オブジェクト値　アラームがトリガーされるときのオブジェクト値。

SNMP 情報を定義する

1 VI Client で、[ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択します。

2 ナビゲーション リストで [SNMP] をクリックします。 
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3 必要に応じて、SNMPおよびメール アドレスを入力します。

最大 4つの SNMP トラップのレシーバを設定します。 これらは、1、2、3、4と
数値順に設定する必要があります。各 SNMPトラップには、対応するホスト名、
ポートおよびコミュニティが必要です。 次に例を示します。

レシーバURL　SNMPレシーバのDNS 名および IP アドレス。

レシーバポート　レシーバのポート番号。

ポート値が空の場合、VirtualCenter はデフォルト ポートを使用します。 デ
フォルト ポートは 902 です。

コミュニティ ストリング　コミュニティ識別子。

4 [OK] をクリックします。

アラームの作成 
E メール メッセージまたは SNMP通知を使用する予定がある場合、「Eメール メッ
セージの SMTP アラーム通知の準備 （P.334）」を参照してアドレス情報を定義してか
らアラームを作成してください。

アラームを作成する

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、[ インベントリ
（Inventory）] ボタンをクリックします。 必要に応じてインベントリを拡張し、適
切なオブジェクトをクリックします。[アラーム（Alarms）] タブをクリックし
て、[定義（Definitionss）] ボタンをクリックします。

2 [ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ アラーム（Alarm）] を選択します。

フォルダ、データ センター、またはクラスタから開始する場合、[アラーム プロ
パティ（Alarm Properties）] ダイアログ ボックスに、ホストまたは仮想マシンの
いずれかのアラームを作成するオプションが表示されます。 リソース プール、ホ
スト、または仮想マシンから開始する場合、[ホストの監視（Monitor a host）]
または [ 仮想マシンの監視（Monitor a VM）] が事前に選択され、ほかのオプ
ションは淡色表示されます。
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3 アラーム タイプを選択します。

4 [ 全般（General）] タブで、アラームの名前、監視するオブジェクト（ホストま
たは仮想マシン）、トリガーの優先度、およびこのアラームを有効にするかどう
かを指定します。 

トリガーの優先度は、[赤（Red）] または [ 緑（Green）] に設定できます。

赤　デフォルトです。優先度が赤のアラームを最初にトリガーします。次に
黄色、最後に緑のアラームをトリガーします。

緑　優先度が緑のアラームを最初にトリガーします。次に黄色、最後に赤の
アラームをトリガーします。

5 アラームを設定するが有効にしない場合、[有効化（Enable）] ボックスの選択
を解除します。
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6 [ トリガー（Triggers）] タブをクリックして、[ 追加（Add）] ボタンをクリック
します。

[トリガー（Triggers）]タブには、次の4つのドロップダウン メニューがあります。

[ トリガー タイプ（Trigger Type）]

リストされているオプションは、ホストまたは仮想マシンのいずれかに適用
されます。

ホスト アラームの場合、オプションは [ホストのプロセッサ（またはCPU）使
用率（Host Processor (or CPU) Usage）]、[ホストのメモリ使用率（Host 
Memory Usage）]、[ホスト ネットワークの使用量（Host Network Usage）]、
[ホスト ディスクの使用量（Host Disk Usage）]、[ホストの状態（Host State）]、
および [ホストのハードウェア健全性（Host Hardware Health）]です。

仮想マシン アラームの場合、オプションは、[ 仮想マシンのプロセッサ（ま
たは CPU）使用率（VM Processor (or CPU) Usage）]、[ 仮想マシンのメモリ
使用率（VM Memory Usage）]、[ 仮想マシン ネットワークの使用量（VM 
Network Usage）]、[ 仮想マシン ディスクの使用量（VM Disk Usage）]、お
よび [ 仮想マシンの状態（VM State）] です。

[ 状態（Condition）]

メトリック トリガーのオプションは、[ より上（Is Above）] および [ より下
（Is Below）] です。

注意   メトリック トリガーのアラームは、指定したメトリックがトリガーの
状態と 5分間一致した場合にのみ起動されます。 このため、監視しているメ
トリックで一時的に急上昇してもアラームが起動されることはありません。 
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状態トリガーのオプションは、[同じ（Is）]（状態）および [異なる（Is Not）]
（状態）です。

[ 警告（Warning）]（黄色）状態またはメトリック値、および [アラート
（Alert）]（赤）状態またはメトリック値

パーセント オプションの範囲は、増分値 5%で 5%～ 100%です。 [ ネット
ワーク使用量（Network Usage）] などのパーセント表記以外で示されるメ
トリックには、任意の値を入力できます。 

仮想マシン状態オプションは、 作成、移行、接続、切断、VMotion での移
行、再接続、削除、リセット、再開、開始、停止、中断、切断済み、初期、
孤立、パワー オフ、パワー オン、および中断済みのアクティビティに対応
します。 ホスト状態オプションは、 接続、切断、再接続、削除、シャット ダ
ウン、接続済み、および切断済みのアクティビティに対応します。 終了状態
は、選択した状態で黄色の条件と見なされます。

終了 /終了元および開始 /開始先に対応する色は、[アクション（Actions）]
タブで設定されます。 デフォルトは、[黄色から赤へ（yellow to red）] です。

7 （オプション）アラーム トリガー イベントの複数の条件を定義します。 [ 追加
（Add）] をクリックします。 各条件のパラメータを入力します。 
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8 アラームがトリガーされるときのレポート作成頻度を指定します。 [ 許容範囲
（Tolerance）] と [ 頻度（Frequency）] に値を入力します。 

9 アラームがトリガーされるときに実行されるアクションを指定します。

10 [ アクション（Actions）] タブをクリックします。 [ 追加（Add）] ボタンをクリッ
クします。 適切なチェックボックスをクリックします。

レベル変更には 4種類あります。 [ 緑から黄色へ（green to yellow）]、[ 黄色から
赤へ（yellow to red）]、[ 赤から黄色へ（red to yellow）]、[ 黄色から緑へ
（yellow to green）] です。 各レベル変更にアクションを添えます。
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11 イベントがトリガーされるときに実行されるアクションを選択し、関連する情報
を指定します。 

次のオプションがあります。

通知 Eメールの送信

[ 値（Value）] フィールドに通知受信者の Eメール アドレスを入力します。

SMTP は通知 Eメールを送信します。 SMTP は、Eメール送信時に準備ができ
ている必要があります。 SMTP を設定する方法は 2種類あります。 
VirtualCenter またはMicrosoft Outlook Express を使用して設定できます。 
Outlook Express で SMTP 設定が正しく設定されていれば、VirtualCenter で
の設定が不要な場合もあります。

Eメール メッセージの件名と本文のテキストは、VirtualCenter サーバによっ
て生成されます。 [ 宛先（to）] リスト（レシーバ）だけはユーザーが入力す
る必要があります。 メッセージが送信される Eメール アドレスを指定しま
す。 コンマまたはセミコロンで複数の受信者を区切ります。 「E メール メッ
セージの SMTP アラーム通知の準備 （P.334）」を参照してください。

通知トラップの送信

デフォルトの SNMP通知レシーバは、VirtualCenter サーバです。 SNMP ト
ラップ ビューアは、送信トラップを表示する必要があります。 VirtualCenter
サーバ ホストでは、SNMPトラップを受信するように設定する必要があり
ます。 「SNMP アラーム通知の準備 （P.335）」を参照してください。

スクリプトの実行

スクリプトが .exeファイルの場合は、そのスクリプトを実行するためのパ
スを指定します。 スクリプトが .batファイルの場合は、c:￥windows￥
system32￥cmd.exeコマンドの引数としてそのスクリプトのパスを指定し
ます。 たとえば、c:￥alarmscript.batにあるスクリプトを実行するには、
スクリプトのパスを「c:￥windows￥system32￥cmd.exe /c c:￥
alarmscript.bat」と指定します。 

ユーザー スクリプト コマンドおよびその引数は、１つの文字列にフォー
マット化する必要があります。

ユーザー スクリプトは、ほかのプロセスで実行され、VirtualCenter サーバ
の実行をブロックしません。 ただし、スクリプトは、プロセッサやメモリな
どのサーバ リソースを消費します。 

{eventDescription}　アラーム トリガー イベント用の完全にフォーマットされた
メッセージ
{entityName}　アラームがトリガーされるエンティティの名前
{alarmName}　トリガーされたアラームの名前
{triggeringSummary}　アラームの概要情報およびトリガー値
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{declaringSummary}　アラーム通知の概要情報
{oldStatus}　アラームがトリガーされる前のアラーム ステータス
{newStatus}　アラームがトリガーされたあとのアラーム ステータス
{entityObject}　アラームをトリガーしたインベントリ オブジェクト
スクリプト例 :
"c:￥windows￥system32￥cmd.exe /c c:￥MyAlarmProcess.bat 
{targetName} {alarmName}"

2 つのアラーム トリガー パラメータがバック ファイルに渡されます。 最初の
パラメータはエンティティの名前で、2つめはアラームの名前です。 エン
ティティの名前が MyEntityで、アラームの名前が MyAlarmの場合、スク
リプトは "c:￥windows￥system32￥cmd.exe /c c:￥
MyAlarmProcess.bat MyEntity MyAlarm"になります。

"d:￥tools￥alarm.exe '{targetName}' '{alarmName}' {newStatus}"

3 つのアラーム トリガー パラメータが実行ファイルに渡されます。 最初はエ
ンティティ名、2つめはアラーム名、3つめはトリガー後のアラーム ステー
タスです。 エンティティの名前が my dummy vm、アラーム名が my test 
alarm、新しいステータスが赤の場合、スクリプトは次のようになります。

"d:￥tools￥alarm.exe my dummy vm my test alarm red"

仮想マシンのパワー オン、パワー オフ、サスペンド、またはリセット

仮想マシンのアラームのみに適用されます。 

12 アラームを完了するには、[OK] をクリックします。

VirtualCenter によってアラームの設定が確認され、選択したオブジェクトのア
ラーム リストにアラームが追加されます。

[定義（Defined In）] 列は、アラームが定義されているインベントリ階層での場
所を示します。

アラームの編集
アラームは変更できますが、アラームが作成された階層レベルで編集する必要があり
ます。 簡単な変更は、アラームを有効または無効にすることです。 アラームが無効な
場合、アラーム リスト アイコンに Xが表示されます。

既存のアラームを編集する

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、ナビゲーションバーで [イ
ンベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 必要に応じてインベントリ
を拡張し、[アラーム（Alarms）] タブをクリックして [ 定義（Definitions）] ボ
タンをクリックします。
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2 変更するアラームが現在の場所で定義されていない場合、[定義（Defined in）]
列でリンクされているオブジェクトをクリックします。 

VirtualCenter は、アラームが定義されたオブジェクトの [アラーム（Alarms）]
パネルを表示します。

3 編集するアラームを選択します。 [ インベントリ（Inventory）] - [ アラーム
（Alarm）] - [ 設定の編集（Edit Settings）] を選択します。 アラームの [ 定義
（Defined in）] 列のエントリは、[このオブジェクト（This object）] でなければ
なりません。 

4 アラームの全般設定、トリガーまたはアクションを必要に応じて編集します。 
[OK] をクリックします。

VirtualCenter によってアラームの構成が確認され、選択したオブジェクト用にア
ラームが編集されます。 詳細については、「アラームの作成 （P.336）」を参照し
てください。

アラームの削除
アラームが定義されたオブジェクトからアラームを削除します。 アラームを継承する
子からアラームを削除することはできません。 

アラームを削除する

1 VirtualCenter サーバに接続されている VI Client から、ナビゲーションバーで [イ
ンベントリ（Inventory）] ボタンをクリックします。 必要に応じてインベントリ
を拡張し、[アラーム（Alarms）] タブをクリックして [ 定義（Definitions）] ボ
タンをクリックします。

2 変更するアラームが現在の場所で定義されていない場合、[定義（Defined in）]
列でリンクされているオブジェクトをクリックします。 VirtualCenter は、アラー
ムが定義されたオブジェクトの [アラーム（Alarms）] パネルを表示します。

3 アラームを削除するには、目的のアラームを選択し、[インベントリ（Inventory）] 
- [ アラーム（Alarm）] - [ 削除（Remove）]を選択します。

確認のためのポップアップ ウィンドウが表示されます。 

4 [ はい（Yes）] をクリックします。 

アラームが削除されます。
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次の表は、デフォルトの権限の一覧です。ロールに対して選択するときに、ユーザー
とペアにして、オブジェクトに割り当てることができます。 後述の表で使用されてい
る VCは VirtualCenter サーバを指し、HCはホスト クライアントであるスタンドアロ
ン ESX Server を指します。 

権限を設定する際は、特定の各アクションに適切な権限が、すべてのオブジェクト 
タイプに設定されていることを確認してください。 一部の操作では、ルート フォルダ
や親フォルダへのアクセス権限が必要になったり、処理中のオブジェクトへのアクセ
スする必要が生じたりする場合があります。 親フォルダおよび関連オブジェクトでの
アクセス権限またはパフォーマンス権限が必要な操作もあります。 インベントリ オブ
ジェクトへの権限の適用については、「第 17 章 ユーザー、グループ、権限、および
ロールの管理 （P.277）」を参照してください。

定義済みのグループ分けされた権限のリストについては、「表 17-1 デフォルト ロー
ル （P.285）」を参照してください。 

この付録の内容は、次のとおりです。

アラーム （P.348）

データ センター （P.349）

データストア （P.350）

拡張機能 （P.351）

フォルダ （P.351）

グローバル （P.352）

ホスト CIM （P.354）

ホスト構成 （P.355）

定義済み権限 A
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ホスト インベントリ （P.358）

ホストのローカル操作 （P.359）

ネットワーク （P.360）

パフォーマンス （P.360）

権限 （P.361）

リソース （P.361）

スケジュール設定タスク （P.363）

セッション （P.364）

タスク （P.365）

仮想マシンの構成 （P.365）

仮想マシンの通信 （P.368）

仮想マシンのインベントリ （P.370）

仮想マシンのプロビジョニング （P.371）

仮想マシンの状態 （P.373）

アラーム
表A-1  アラーム権限

権限名 説明 使用
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

アラームの作成1 新規アラームを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ア
ラーム（Alarm）] タブのポップアップ 
メニュー、[ ファイル（File）] メ
ニュー

VC のみ アラーム オ
ブジェクト
の親

すべてのイ
ンベントリ
項目

アラームの削除 既存のアラームを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ア
ラーム（Alarm）] タブのポップアップ 
メニュー、[ ファイル（File）] メ
ニュー

VC のみ アラーム オ
ブジェクト
の親

すべてのイ
ンベントリ
項目
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データ センター

アラームの変更 既存のアラームのプロパティを変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ア
ラーム（Alarm）] タブのポップアップ 
メニュー、[ ファイル（File）] メ
ニュー

VC のみ アラーム オ
ブジェクト
の親

すべてのイ
ンベントリ
項目

1. アラームをカスタム アクションを指定して作成すると、アラーム作成時にアクションの実行に必要
な権限が確認される。

表A-1  アラーム権限 （続き）

権限名 説明 使用
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-2  データ センター権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

データ セン
ターの作成

新しいデータ センターを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ（Inventory）]ポップアップ 
メニュー、ツールバー ボタン、[ファイ
ル（File）] - [ 新規データ センター
（New Datacenter）]

VC のみ データ セン
ター

データ セン
ター フォルダ

データ セン
ターの削除

データ センターを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　[ イ
ンベントリ（Inventory）] ポップアッ
プ メニュー、[インベントリ
（Inventory）] - [ データ センター
（Datacenter）] - [ 削除（Remove）]、
[ 編集（Edit）] - [ 削除（Remove）]

VC のみ データ セン
ターと親オ
ブジェクト

データ セン
ター
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データストア

データ セン
ターの移動

データ センターを移動する。
移動元と移動先の両方に権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ（Inventory）] のドラッグ 
アンド ドロップ

VC のみ データ セン
ター、移動
元と移動先

データ セン
ター、データ 
センター 
フォルダ

データ セン
ター名の変更

データ センターの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ オブジェクト、[ インベント
リ（Inventory）] ポップアップ メ
ニュー、[編集（Edit）] - [ 名前の変更
（Rename）]、[ インベントリ
（Inventory）] - [ データ センター
（Datacenter）] - [ 名前の変更
（Rename）]

VC のみ データ セン
ター

データ セン
ター

表A-2  データ センター権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-3  データストアの権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

データストア
の参照

データストアのファイルを参照する。
ユーザー インターフェイス要素　既存
ディスクの追加、CD-ROM、フロッ
ピー メディア、シリアル ポート ファ
イル、パラレル ポート ファイルの参照

HCおよび
VC

データストア データストア

データストア
の削除

データ センターを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ データストア ポップアップ 
メニュー、[ 編集（Edit）] - [ 削除
（Remove）]、[ インベントリ
（Inventory）] - [ データストア
（Datastore）] - [ 削除（Remove）]

HC および
VC

データストア データストア

データストア 
ファイルの削除

データストアのファイルを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　
[データストア ブラウザ（Datastore 
Browser）] ツールバー ボタン、[ デー
タストア（Datastore）] ポップアップ 
メニュー

HCおよび
VC

データストア データストア
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拡張機能

フォルダ

ファイル管理 データストア ブラウザ内でファイル操
作を実行する。

HCおよび
VC

データストア データストア

データストア
名の変更

データストアの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　
[データストアのプロパティ
（Datastore Properties）] ダイアログの
[変更 ] ボタン、ホストの [ 概要
（Summary）] タブのポップアップ メ
ニュー

HCおよび
VC

データストア データストア

表A-3  データストアの権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-4  

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

拡張機能の登録 拡張機能（プラグイン）を登録する VCのみ ルート 
フォルダ

ルート フォ
ルダ

拡張機能の登
録解除

拡張機能（プラグイン）を登録解除する VCのみ ルート 
フォルダ

ルート フォ
ルダ

拡張機能の更新 拡張機能（プラグイン）を更新する VCのみ ルート 
フォルダ

ルート フォ
ルダ

表A-5  フォルダの権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

フォルダの作成 新しいフォルダを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　タス
クバー ボタン、[ ファイル（File）] メ
ニュー、ポップアップ メニュー

VC のみ フォルダ フォルダ

フォルダの削除 フォルダを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー、ポップ
アップ メニュー

VC のみ フォルダと親
オブジェクト

フォルダ
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グローバル

フォルダの移動 フォルダを移動する。
移動元と移動先の両方に権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ（Inventory）] のドラッグ 
アンド ドロップ

VC のみ フォルダ、移
動元と移動先

フォルダ

フォルダ名の
変更

フォルダの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ（Inventory）] ペインの [ オ
ブジェクト（object）] テキスト 
フィールド、ポップアップ メニュー、
[ ファイル（File）] メニュー

VC のみ フォルダ フォルダ

表A-5  フォルダの権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-6  グローバル権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

タスクのキャ
ンセル

実行中のタスクまたは待機タスクを
キャンセルする。
ユーザー インターフェイス要素　[最
近のタスク（Recent tasks）] ペインの
ポップアップ メニュー、[ タスクとイ
ベント（Tasks & Events）] のポップ
アップ メニュー。 クローン作成および
テンプレートへのクローン作成のキャ
ンセル可能

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクト

タスクに関
連するイン
ベントリ オ
ブジェクト

キャパシティ 
プランニング

物理マシンから仮想マシンへの統合を
計画する際にキャパシティ プランニン
グの使用を可能にする。 
ユーザー インターフェイス要素　ツー
ルバーの [統合（Consolidation）]ボタン 

VC のみ 任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ

診断 診断ファイル、ログ ヘッダ、バイナリ 
ファイル、診断バンドルのリストを取
得する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] - [ エクスポート
（Export）] - [ 診断データのエクスポー
ト（Export Diagnostic Data）]、[ 管理
システム ログ（System Logs）] タブ

VC のみ 任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ
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無効化の方法 VirtualCenter 拡張機能のサーバが、
VirtualCenter が管理するオブジェクトの
特定の操作を無効にできるようにする。 
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

VC のみ 任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ

有効化の方法 VirtualCenter 拡張機能のサーバが、
VirtualCenter が管理するオブジェクトの
特定の操作を有効にできるようにする。 
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

VC のみ 任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ

ライセンス インストールされているライセンスを表
示し、ライセンスの追加や削除を行う。
ユーザー インターフェイス要素　[ ラ
イセンス（Licenses）] タブ、[ 構成
（Configuration）] - [ ライセンス機能
（Licensed Features）]

HC および
VC

任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ

ログ イベント 特定の管理対象エンティティに対する
ユーザー定義のイベントをログに記録
する。
ユーザー インターフェイス要素　ホス
トのシャットダウンまたは再起動時に
理由を要求。

HCおよび
VC

すべてのオ
ブジェクト

すべてのイン
ベントリ オ
ブジェクト

カスタム属性
の管理

管理対象エンティティのカスタム属性
の追加、削除、名前変更。
ユーザー インターフェイス要素　[ 管
理（Administration）] - [ カスタム属性
（Custom Attributes）]

VC のみ すべてのオ
ブジェクト

ルート フォ
ルダ

プロキシ プロキシとの間のエンドポイントを追加
または削除するための、内部インター
フェイスへのアクセスを可能にする。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

VC のみ すべてのオ
ブジェクト

ルート フォ
ルダ

スクリプト ア
クション

スクリプト アクションをアラームと組
み合わせてスケジュール設定する。 
ユーザー インターフェイス要素　[ ア
ラーム設定（Alarm Settings）] ダイア
ログ ボックス

VC のみ すべてのイン
ベントリ オ
ブジェクト

すべてのイン
ベントリ オ
ブジェクト

表A-6  グローバル権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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ホスト CIM

サービス マ
ネージャ

リモート CLI での resxtop コマンドの
使用を可能にする。 
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよび
VC

ホスト ホスト

カスタム属性
の設定

カスタム属性の表示、作成、削除。
ユーザー インターフェイス要素　定義
されているフィールドを表示するリス
ト ビュー、ここでフィールドの設定が
可能

VC のみ すべてのオ
ブジェクト

すべてのイン
ベントリ オ
ブジェクト

設定 ランタイム VC 構成設定の読み込みや
変更を行う。
ユーザー インターフェイス要素　[ 管
理（Administration）] - [VirtualCenter 
Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server 
Configuration）] 

VC のみ すべてのオ
ブジェクト

ルート フォ
ルダ

VC Server VMotion 送受信処理を準備または開始
する。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

VC のみ すべてのオ
ブジェクト

ルート フォ
ルダ

表A-6  グローバル権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-7  ホスト CIM権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

CIM 通信 クライアントが CIM サービスで使用す
るチケットを取得できるようにする。 

HC および
VC

ホスト ホスト
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ホスト構成
表A-8  ホスト構成権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

詳細構成 ホスト構成で詳細オプションを設定する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ 詳細設定（Advanced Settings）]、イ
ンベントリ階層のポップアップ メ
ニュー

HCおよび
VC

ホスト ホスト

日時設定変更 ホストの日時を設定する。 
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ 時間の構成（Time Configuration）]

HC および
VC

ホスト ホスト

設定変更 ロックダウン モードの設定を可能にする。 
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ セキュリティ プロファイル（Security 
Profile）] - [ ロックダウン モード
（Lockdown Mode）] - [ 編集（Edit）]

HC および
VC

ホスト ホスト

SNMP 設定の
変更

SNMP エージェントの編集、再起動、
停止
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよび
VC

ホスト ホスト

接続 ホストの接続状態（接続中または切
断）を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　ホス
トの右クリック

VC のみ ホスト ホスト

ファームウェア ESX Server 3i ホスト上でホストの
ファームウェアを更新可能にする。 
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。 

HC および
VC

ホスト ホスト（ESX 
Server 3iのみ）

ハイパー ス
レッド機能

ホストのCPUスケジューラでハイパー
スレッド機能を有効または無効にする。
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ プロセッサ（Processors）]

HC および
VC

ホスト ホスト
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保守 ホストでメンテナンス モードを開始、
終了して、ホストをシャットダウン、
再起動する。
ユーザー インターフェイス要素　[ホ
スト（Host）] のポップアップ メ
ニュー、[ インベントリ（Inventory）] - 
[ ホスト（Host）] - [ メンテナンス モー
ドへの切り替え（Enter Maintenance 
Mode）]

HC および
VC

ホスト ホスト

メモリ構成 構成済みのサービス コンソール メモリ
の予約を設定する。 この設定は、ESX 
Server 3 ホストにのみ適用される。 
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ メモリ（Memory）]

HC および
VC

ホスト ホスト

ネットワーク
構成

ネットワーク、ファイアウォール、
VMotion ネットワークを構成する
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ ネットワーク（Networking）]、
[ ネットワーク アダプタ（Network 
Adapter）]、[DNS およびルーティング
（DNS and Routing）]

HC および
VC

ホスト ホスト

パッチの照会 ホストにインストール可能なパッチ、
およびパッチのインストールを照会で
きるようにする。 

HC および
VC

ホスト ホスト

セキュリティ 
プロファイル
およびファイ
アウォール

SSH、Telnet、SNMP、およびホスト 
ファイアウォールなどのインターネッ
ト サービスを構成する。 
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ セキュリティ プロファイル（Security 
Profile）]

HC および
VC

ホスト ホスト

システム管理 ホスト上のファイル システムを操作す
る拡張機能を許可する。 
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよび
VC

ホスト ホスト

表A-8  ホスト構成権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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システム リ
ソース設定

システム リソース階層の構成をアップ
デートする。
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ システム リソース割り当て（System 
Resource Allocation）]

HC および
VC

ホスト ホスト

ストレージ 
パーティショ
ン構成

VMFSデータストアおよび診断パーティ
ションの管理、 新しいストレージ デバイ
スのスキャン、 iSCSI の管理を行う。
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ ストレージ（Storage）]、[ ストレー
ジ アダプタ（Storage Adapters）]、
[ ホスト構成（Host Configuration）] タ
ブのデータストア ポップアップ メ
ニュー

HCおよび
VC

ホスト ホスト

仮想マシンの
自動起動構成

単一ホスト上の仮想マシンの自動起動
および自動停止の順番を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ホ
スト構成（Host Configuration）] タブ - 
[ 仮想マシンの開始およびシャットダ
ウン（Virtual Machine Startup or 
Shutdown）]

HC および
VC

ホスト ホスト

表A-8  ホスト構成権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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ホスト インベントリ
表A-9  ホスト インベントリ権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

クラスタへの
ホストの追加

既存のクラスタにホストを追加する。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ（Inventory）] ポップアッ
プ メニュー

VC のみ ホスト クラスタ

スタンドアロン 
ホストの追加

スタンドアロン ホストを追加する。
ユーザー インターフェイス要素　ツー
ルバー ボタン、インベントリ ポップ
アップ メニュー、[ インベントリ
（Inventory）] - [ データ センター
（Datacenter）] - [ ホストの追加（Add 
Host）]、[ ファイル（File）] - [ 新規
（New）] - [ ホストの追加（Add Host）]、
[ ホスト（Hosts）] タブのポップアッ
プ メニュー

VC のみ ホスト データ セン
ター、ホスト 
フォルダ

クラスタの作成 新しいクラスタを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　ツー
ルバー ボタン、インベントリ ポップ
アップ メニュー、[ インベントリ
（Inventory）] - [ データ センター
（Datacenter）] - [ 新規クラスタ（New 
Cluster）]、[ ファイル（File）] - [ 新規
（New）] - [ クラスタ（Cluster）]

VC のみ クラスタ データ セン
ター、ホスト 
フォルダ

クラスタの変更 クラスタのプロパティを変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ（Inventory）] ポップアッ
プ メニュー、[ インベントリ
（Inventory）] - [ クラスタ（Cluster）] - 
[ 設定の編集（Edit Settings）]、[ 概要
（Summary）] タブ

VC のみ クラスタ クラスタ

クラスタ / ス
タンドアロン 
ホストの移動

クラスタまたはスタンドアロン ホスト
をフォルダ間で移動する。
移動元と移動先の両方に権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ階層

VC のみ クラスタ、移
動元と移動先

クラスタ、ホ
スト フォルダ

ホストの移動 既存のホスト一式をクラスタに移動する。
移動元と移動先の両方に権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　[イ
ンベントリ階層（Inventory hierarchy）]
のドラッグ アンド ドロップ

VC のみ ホスト、移動
元と移動先

クラスタ、ホ
スト フォルダ
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ホストのローカル操作

クラスタの削除 クラスタまたはスタンドアロン ホスト
を削除する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ ポップアップ メニュー、[編
集（Edit）] - [ 削除（Remove）]、[ イ
ンベントリ（Inventory）] - [ クラスタ
（Cluster）] - [ 削除（Remove）]

VC のみ クラスタと親
オブジェクト

クラスタ、ホ
スト

クラスタからの
ホストの削除

クラスタ内のホストまたはスタンドア
ロン ホストの削除。
ユーザー インターフェイス要素　クラ
スタからのインベントリのドラッグ ア
ンド ドロップ、ポップアップ メ
ニュー、[ インベントリ（Inventory）] - 
[ ホスト（Host）] - [ 削除（Remove）]

VC のみ クラスタと親
オブジェクト

クラスタ、ホ
スト フォルダ

クラスタ名の
変更

クラスタ名を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリのシングル クリック、インベ
ントリ階層のポップアップ メニュー、
[インベントリ（Inventory）] - [ クラスタ
（Cluster）] - [ 名前の変更（Rename）]

VC のみ クラスタ クラスタ

表A-9  ホスト インベントリ権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-10  ホストのローカル操作権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

VirtualCenter
へのホストの
追加

ホストにさまざまなエージェント
（vpxa、aamなど）をインストールま
たはアンインストールする。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCのみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

仮想マシンの
作成

ホストに登録せずにディスク上で最初
から新規仮想マシンを作成する。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCのみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ
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ネットワーク

パフォーマンス

仮想マシンの
削除

登録の有無に関係なく、ディスク上の
仮想マシンを削除する。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCのみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

ユーザー グ
ループの管理

ホストでローカル アカウントを管理する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ユーザーおよびグループ（Users & 
Groups）] タブ（VI Client が直接ホスト
にログオンしている場合のみ表示）。

HCのみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

表A-10  ホストのローカル操作権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-11  ネットワーク権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

ネットワーク
の削除

ネットワークを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ ネットワークのポップアップ 
メニュー、[ 編集（Edit）] - [ 削除
（Remove）]、[ インベントリ
（Inventory）] - [ ネットワーク
（Network）] - [ 削除（Remove）]

HC および
VC

データ セン
ター

データ セン
ター

表A-12  アラーム管理権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

間隔の変更 パフォーマンス データの収集間隔を作
成、削除、アップデートする。
ユーザー インターフェイス要素　[ 管
理（Administration）] - [VirtualCenter 
Management Server の構成
（VirtualCenter Management Server 
Configuration）] - [ 統計情報
（Statistics）]

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ
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権限

リソース

表A-13  アクセス権限

権限名 説明 使用
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

アクセス権限
の変更

エンティティに対して 1つまたは複数
のアクセス権限ルールを定義するか、
エンティティで特定のユーザーまたは
グループに既存のルールがある場合は
ルールを更新する。
ユーザー インターフェイス要素　[ 権
限 ] タブのポップアップ メニュー、
[ インベントリ（Inventory）] - [ 権限
（Permissions）] メニュー

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクトと
親オブジェ
クト

すべてのイ
ンベントリ
項目

ロールの変更 ロール名および権限を更新する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ロール（Roles）] タブのポップアップ 
メニュー、ツールバー ボタン、[ ファ
イル（File）] メニュー

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ

ロールの権限
の再割り当て

ロールのすべての権限を別のロールに
再度割り当てる。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ロールの削除（Delete Role）] ダイア
ログ ボックスのラジオ ボタンと関連メ
ニュー

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクト

ルート フォ
ルダ

表A-14  リソース権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

推奨の適用 推奨された VMotion で実行することを
サーバに要求する。
ユーザー インターフェイス要素　[ク
ラスタの DRS 推奨事項（Cluster DRS 
Recommendations）] タブ

VC のみ クラスタ クラスタ

プールへの仮
想マシの割り
当て

仮想マシンをリソース プールに割り当
てる。
ユーザー インターフェイス要素　[新
規仮想マシン ウィザード（New Virtual 
Machine wizard）]

HC および
VC

リソース 
プール

リソース 
プール
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プールの作成 新規リソース プールを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー、ポップ
アップ メニュー、[ 概要（Summary）]
タブ、[ リソース（Resources）] タブ

HC および
VC

リソース 
プール、ク
ラスタ

リソース 
プール、クラ
スタ

 移行 仮想マシンの実行を特定のリソース 
プールまたはホストに移行する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ ポップアップ メニュー、仮想
マシンの [概要（Summary）]タブ、
[インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マ
シン（Virtual Machine）] - [ 移行
（Migrate）]、ドラッグ アンド ドロップ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

プールの変更 リソース プールの割り当てを変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[ イ
ンベントリ（Inventory）] - [ リソース 
プール（Resource Pool）] - [ 削除
（Remove）]、[ リソース（Resources）]
タブ

HC および
VC

リソース 
プールと親オ
ブジェクト

リソース 
プール

プールの移動 リソース プールを移動する。
移動元と移動先の両方に権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　ド
ラッグ アンド ドロップ

HCおよび
VC

リソース 
プール、移動
元と移動先

リソース 
プール

VMotion の照
会

仮想マシンと一連のホストとの一般的
な VMotion 機能の互換性を調べる。
ユーザー インターフェイス要素　パ
ワーオン状態の仮想マシンで移行ウィ
ザードが表示されるとき、互換性の確
認に必要

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

 再配置 仮想マシンの実行を特定のリソース プー
ルまたはホストにコールド移行する。
ユーザー インターフェイス要素　イン
ベントリ ポップアップ メニュー、仮想
マシンの [概要（Summary）]タブ、
[インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マ
シン（Virtual Machine）] - [ 移行
（Migrate）]、ドラッグ アンド ドロップ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

表A-14  リソース権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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スケジュール設定タスク

プールの削除 リソース プールを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　[ 編
集（Edit）] - [ 削除（Remove）]、[ イ
ンベントリ（Inventory）] - [ リソース 
プール（Resource Pool）] - [ 削除
（Remove）]、インベントリ ポップ
アップ メニュー、[ リソース
（Resources）] タブ

HC および
VC

リソース 
プールと親オ
ブジェクト

リソース 
プール

プールの名称
変更

リソース プールの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[ 編
集（Edit）] - [ 名前の変更（Rename）]、
[ インベントリ（Inventory）] - [ リソー
ス プール（Resource Pool）] - [ 名前の
変更（Rename）]、シングルクリック、
ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

リソース 
プール

リソース 
プール

表A-14  リソース権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-15  スケジュール設定タスクの権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

タスクの作成1 タスクのスケジュールを設定する。 ス
ケジュール設定時に、スケジュール設
定アクションを実行する権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　[ ス
ケジュール設定タスク（Scheduled 
Tasks）] のツールバー ボタンおよび
ポップアップ メニュー

VC のみ すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

タスクの変更 スケジュール設定されたタスクのプロ
パティを再構成する。
ユーザー インターフェイス要素　[ イ
ンベントリ（Inventory）] - [ スケ
ジュール設定タスク（Scheduled 
Tasks）] - [ 編集（Edit）]、[ スケジュー
ル設定タスク（Scheduled Tasks）] タ
ブのポップアップ メニュー

VC のみ すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト
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セッション

タスクの削除 待機中のスケジュール設定されたタス
クを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ス
ケジュール設定タスク（Scheduled 
Tasks）] ポップアップ メニュー、[ イ
ンベントリ（Inventory）] - [ スケジュー
ル設定タスク（Scheduled Task）] - [ 削除
（Remove）]、[ 編集（Edit）] - [ 削除
（Remove）]

VC のみ すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

タスクの実行 スケジュール設定されたタスクを今す
ぐ実行する。
ユーザー インターフェイス要素　[ ス
ケジュール設定タスク（Scheduled 
Tasks）] ポップアップ メニュー、[ イ
ンベントリ（Inventory）] - [ スケジュー
ル設定タスク（Scheduled Task）] - [ 実行
（Run）]

VC のみ すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

すべてのイン
ベントリ オブ
ジェクト

1. タスク（オンデマンド）の作成と実行には、関連するアクションを起動する権限が必要。 たとえば、
アラームの場合、アラームの作成先となるオブジェクトのフォルダにアクセスする権限が必要。

表A-15  スケジュール設定タスクの権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-16  セッションの権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

グローバル 
メッセージ

グローバル ログイン メッセージを設定
する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ セッション（Sessions）] タブ、[ 管理
（Administration）] - [ 今日のメッセージ
の編集（Edit Message of the Day）]

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

ユーザーのな
りすまし

別のユーザーになりすます。 この機能
は拡張機能で使用される。

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ
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タスク

仮想マシンの構成

セッションの
検証

セッションの妥当性を検証する。 VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

セッションの表
示および終了

セッションを表示できるようにする。 1
人または複数のログオン ユーザーを強
制ログアウトさせる。
ユーザー インターフェイス要素　
[ セッション（Sessions）] タブ

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

表A-16  セッションの権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-17  タスク権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

作成 拡張機能がユーザー定義タスクを作成
できるようにする。 

VC のみ ルート 
フォルダ

ルート フォ
ルダ

アップデート 拡張機能がユーザー定義タスクを更新
できるようにする。

VCのみ ルート 
フォルダ

ルート フォ
ルダ

表A-18  仮想マシン権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

既存ディスク
の追加

既存の仮想ディスクを参照する仮想
ディスクを追加する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

新規ディスク
の追加

新規仮想ディスクを作成する仮想ディ
スクを追加する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン
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デバイスの追
加または削除

ディスク以外のデバイスの追加または
削除する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

詳細 extraConfig の値を変更。
ユーザー インターフェイス要素 ]　[ 仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス - [ オプション（Options）] タブ - 
[ 詳細（Advanced）] - [ 全般（General）]
オプション - [ 構成パラメータ
（Configuration Parameters）] ボタン

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

CPU 数の変更 仮想 CPUの数を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

リソースの変更 特定のリソース プールで一連の仮想マ
シン ノードのリソース構成を変更する。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

DiskExtend 仮想ディスクのサイズを拡張する。 HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

ディスク リース VMware Consolidated Backup 用にディ
スクをリースする。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

ホスト USB デ
バイス

ホストベースの USB デバイスを仮想マ
シンに接続する。 
ユーザー インターフェイス要素 - [ 仮想
マシンのプロパティ（Virtual Machine 
Properties）] ダイアログ ボックス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

メモリ 仮想マシンに割り当てられるメモリ サ
イズを変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス - [ メモリ（Memory）]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

表A-18  仮想マシン権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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付録 A 定義済み権限

デバイス設定
の変更

既存のデバイスのプロパティを変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス - SCSI/IDE ノード選択

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

Rawデバイス1 Raw ディスク マッピングまたは SCSI
パス スルー デバイスを追加または削除
する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] - [Raw ディスク 
マッピングの追加 / 削除
（Add/Remove raw disk mapping）]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

ディスクの削除 仮想ディスク デバイスを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual Machine 
Properties）]ダイアログ ボックス - [ハー
ド ディスク（Hard Disk）]（ただしRaw
ディスク マッピングは除く）

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

名前の変更 仮想マシンの名前を変更するか、仮想
マシンに関連する注釈を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス、インベントリ、インベントリ 
ポップアップ メニュー、[ ファイル
（File）] メニュー、[ インベントリ
（Inventory）] メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

ゲスト情報の
リセット

guestinfo 変数をクリアする。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

設定 一般的な仮想マシン設定を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス - [ オプション（Options）] タブ 

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

スワップの配置 仮想マシンのスワップファイル配置ポ
リシーを変更する。 

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

表A-18  仮想マシン権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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仮想マシンの通信

仮想ハード
ウェアのアッ
プグレード

仮想マシンの仮想ハードウェア バー
ジョンを VMware の旧バージョンから
アップグレードする。
ユーザー インターフェイス要素　ポッ
プアップ メニュー、[ ファイル（File）]
メニュー（vmx ファイルの構成番号が
小さい場合のみ表示）

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

1. このパラメータを設定すると、接続状態など、Rawデバイスを変更する権限をすべて上書きする。

表A-18  仮想マシン権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-19  仮想マシンの通信

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

質問への回答 仮想マシンの状態遷移の問題またはラ
ンタイム エラーを解決する。
ユーザー インターフェイス要素　[ 概
要（Summary）] タブ、[ インベントリ
（Inventory）] メニュー、ポップアップ 
メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

CDメディアの
構成

CD-ROMデバイスのバッキングを変更
する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス - [DVD/CD-ROM]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

フロッピー メ
ディアの構成

フロッピー デバイスのバッキングを変
更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン
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コンソールの
通信

仮想マシンの仮想マウス、キーボー
ド、画面と通信して、スクリーン
ショット情報を取得する。
ユーザー インターフェイス要素　[ コ
ンソール（Console）] タブ、ツール
バー ボタン、[ インベントリ
（Inventory）] - [ 仮想マシン（Virtual 
Machine）] - [ コンソールを開く
（Open Console）]、[ インベントリ
（inventory）] ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

すべてのディ
スクの最適化

仮想マシンのすべてのディスクを最適
化する。 

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

デバイス接続 仮想マシンの切断可能なデバイスの接
続状態を変更する。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのプロパティ（Virtual 
Machine Properties）] ダイアログ ボッ
クス

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

パワーオフ パワーオン状態の仮想マシンをパワーオ
フし、ゲストをシャットダウンする。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー項目、
ポップアップ メニュー、ポップアップ 
コンソール メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ 概要（Summary）] タブ

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

パワーオン パワーオフ状態の仮想マシンをパワー
オンし、サスペンド状態の仮想マシン
をレジュームする。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー項目、
ポップアップ メニュー、ポップアップ 
コンソール メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ 概要（Summary）] タブ

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

リセット 仮想マシンをリセットし、ゲストOS
を再起動する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー項目、
ポップアップ メニュー、ポップアップ 
コンソール メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ 概要（Summary）] タブ

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

表A-19  仮想マシンの通信 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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仮想マシンのインベントリ

サスペンド パワーオン状態の仮想マシンを中断し、
ゲストをスタンバイ モードにする。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー項目、
ポップアップ メニュー、ポップアップ 
コンソール メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ 概要（Summary）] タブ

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

VMware Toolsの
インストール

ゲストOSの CD-ROMとして VMware 
Tools CD インストーラのマウントまた
はアンマウントする。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー項目、
ポップアップ メニュー、ポップアップ 
コンソール メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

表A-19  仮想マシンの通信 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表A-20  仮想マシンのインベントリ権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

作成 新しい仮想マシンを作成し、実行用に
リソースを割り当てる。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー、ポップ
アップ メニュー、[ 概要（Summary）]
タブ - [ 新規仮想マシン（New Virtual 
Machine）] リンク

HC および
VC

親フォルダ 仮想マシン 
フォルダ

移動 階層内の仮想マシンを移動する。
移動元と移動先の両方に権限が必要。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンおよびテンプレート（Virtual 
Machines & Templates）] ビューでのイ
ンベントリ階層のドラッグ アンド ド
ロップ

VC のみ 仮想マシン
および親
フォルダ

仮想マシン、
仮想マシン 
フォルダ

削除 仮想マシンを削除し、基礎となるファ
イルを任意でディスクから削除する。 
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー、ポップ
アップ メニュー、[ 概要（Summary）]
タブ

HC および
VC

仮想マシン
および親
フォルダ

仮想マシン
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付録 A 定義済み権限

仮想マシンのプロビジョニング
表A-21  仮想マシンのプロビジョニングの権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

ディスク アクセ
スの許可

読み取り / 書き込みのランダム アクセ
ス用に仮想マシン上のディスクを開
く。 多くの場合、リモート ディスクの
マウントに使用する。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

なし 仮想マシン 仮想マシン

読み取り専用
ディスク アクセ
スの許可

読み取りのランダム アクセス用に仮想
マシン上のディスクを開く。 多くの場
合、リモート ディスクのマウントに使
用する。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

なし 仮想マシン 仮想マシン

仮想マシンのダウ
ンロードを許可

vmx、disks、logs、nvram など仮想マ
シンに関連するファイルを読み取る。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよ
び VC

仮想マシン ルート フォ
ルダ

仮想マシン ファ
イルのアップ
ロードを許可

vmx、disks、logs、nvramなど仮想マシ
ンに関連付するファイルに書き込む。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよ
び VC

仮想マシン ルート フォ
ルダ

クローン作成 既存の仮想マシンのクローンを作成
し、リソースを割り当てる。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー、ポップ
アップ メニュー、[ 概要（Summary）]
タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

テンプレートの
クローン作成

テンプレートのクローンを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　
[ ファイル（File）] メニュー、ポップ
アップ メニュー、[ 仮想マシン
（Virtual Machines）] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

仮想マシンから
のテンプレート
のクローン作成

仮想マシンから新規テンプレートを作
成する。
ユーザー インターフェイス要素　[テ
ンプレートへのクローン作成 ...
（Clone to template...）] [ ファイル
（File）] メニュー、ポップアップ メ
ニュー、[ 概要（Summary）] タブ項目

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン
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カスタマイズ 仮想マシンを移動しないで仮想マシン
のゲストOS をカスタマイズする。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンのクローン作成ウィザード
（Clone Virtual Machine wizard）] の [ ゲ
ストのカスタマイズ（Guest 
Customization）]

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

テンプレートの
デプロイ

テンプレートから新規仮想マシンを作
成する。
ユーザー インターフェイス要素　[テ
ンプレートへのデプロイ（Deploy to 
template）] [ ファイル（File）] メ
ニュー、ポップアップ メニュー項目、
[ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

テンプレートとし
てのマーク付け

既存のパワーオフ状態の仮想マシンに
テンプレートのマークを付ける。
ユーザー インターフェイス要素　[テ
ンプレートに変換 ...（Convert to 
template...）] [ ファイル（File）] メ
ニュー、ポップアップ メニュー項目、
[ 仮想マシン（Virtual Machines）] タ
ブ、[ 概要（Summary）] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

仮想マシンとし
てのマーク付け

既存のテンプレートを仮想マシンとし
てマークを付ける。
ユーザー インターフェイス要素　[仮
想マシンに変換 ...（Convert to Virtual 
Machine...）] [ ファイル（File）] メ
ニュー、ポップアップ メニュー項目、
[ 仮想マシン（Virtual Machines）] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

カスタマイズ仕
様の変更

カスタマイズ仕様を作成、変更、また
は削除する。
ユーザー インターフェイス要素　カス
タマイズ仕様マネージャ

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

カスタマイズ仕
様の読み取り

システムに定義されているカスタマイ
ズ仕様を表示する。
ユーザー インターフェイス要素　[ 編
集（Edit）] - [ カスタマイズ仕様
（Customization Specifications）]

VC のみ ルート フォ
ルダ

ルート フォ
ルダ

表A-21  仮想マシンのプロビジョニングの権限 （続き）

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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付録 A 定義済み権限

仮想マシンの状態
表A-22  仮想マシンの状態権限

権限名 説明 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

スナップショッ
トの作成

仮想マシンの現在の状態から新規ス
ナップショットを作成する。
ユーザー インターフェイス要素　ポッ
プアップ メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ インベントリ（Inventory）] メ
ニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

スナップショッ
トの削除

スナップショット履歴からスナップ
ショットを削除する。
ユーザー インターフェイス要素　ポッ
プアップ メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ インベントリ（Inventory）] メ
ニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

スナップ
ショット名の
変更

このスナップショットの名前か説明、
またはその両方を新しく変更する。
この権限に関連する VI Client のユー
ザー インターフェイス要素はなし。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

スナップショッ
トまで戻る

特定のスナップショットの状態に仮想
マシンを設定する。
ユーザー インターフェイス要素　ポッ
プアップ メニュー、ツールバー ボタ
ン、[ インベントリ（Inventory）] メ
ニュー、[ 仮想マシン（Virtual 
Machines）] タブ

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン
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B

Windows ゲスト OSをカスタマイズする場合は、最初に、Microsoft Sysprep ツール
を VirtualCenter サーバ マシンにインストールする必要があります。 

Microsoft の Windows 2000、Windows XP、Windows 2003 のインストールCD-ROM
ディスクには Sysprep ツールが含まれています。また、Microsoft の Webサイトから
も Sysprep を入手できます。 Windows のカスタマイズを実行するには、Sysprep ツー
ルをインストール ディスクから、またはMicrosoft のダウンロード パッケージからイ
ンストールする必要があります。 カスタマイズする各オペレーティング システムに適
切なバージョンの Sysprep ツールをインストールする必要があります。 また、仮想マ
シンのローカル システム管理者アカウントのパスワードが空白（）に設定されてい
ることも確認する必要があります。 

カスタマイズ中、VirtualCenter は、ゲストOS に対応した Sysprep パッケージを検索
します。 VirtualCenter が Sysprep ツールを検出できない場合、Windows 仮想マシンの
カスタマイズ処理は続行されません。

VirtualCenterサーバ 3.5 のゲストOSカスタマイズ機能は、Windowsの sysprepの機能
をすべて利用しています。 その結果、カスタマイズするゲストのそれぞれに sysprepが
インストールされていることが非常に重要になります。 たとえば、Windows Server 2003
用の sysprepが用意されていない場合、カスタマイズで以前のバージョンが使用され
ることはなく、そのゲストのカスタマイズ操作が無効になります。 

Microsoft Sysprep ツールの
インストール B

注意   Windows Vista OS には sysprep ツールが内蔵されています。
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Microsoft Sysprep ツールをMicrosoft Web サイトからダウンロードするには

1 Microsoft のダウンロード センターから、Sysprep パッケージをダウンロードし
ます。 カスタマイズするゲストOS に適切なバージョンを必ずダウンロードして
ください。 

2 [ 次へ（Next）] をクリックして、続行します。

3 [ 使用許諾契約書の条件に同意します（I agree to accept the terms and condition）]
をクリックします。

4 [ ダウンロード（Download）] をクリックします。

5 ファイルをローカル ディスクに保存します。

6 Winzip.exe などの、Microsoft CAB ファイルの読み取りが可能なツールを使用し、
.cabファイルを開いて展開します。

7 提供されたディレクトリにファイルを解凍します。

次の Sysprep サポート ディレクトリは、VirtualCenter のインストール中に作成
されます。

C:￥<ALLUSERSPROFILE>￥Application Data￥Vmware￥VMware VirtualCenter￥
sysprep
...￥1.1￥
...￥2k￥
...￥xp￥
...￥svr2003￥
...￥xp-64￥
...￥svr2003-64￥

<ALLUSERSPROFILE>は、通常は￥Documents And Settings￥All Users￥で
す。 ここには、vpxd.cfgもあります。

オペレーティング システムに対応するサブディレクトリを選択します。 

8 [OK] をクリックして、ファイルを拡張します。

.cabファイルからファイルを展開したあと、次のファイルがあることを確認し
てください。

...￥<guest>￥deptool.chm

...￥<guest>￥readme.txt

...￥<guest>￥setupcl.exe

...￥<guest>￥setupmgr.exe

...￥<guest>￥setupmgx.dll

...￥<guest>￥sysprep.exe

...￥<guest>￥unattend.doc

<guest>は 2k、xp、svr2003、xp-64、または svr2003-64 です。
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付録 B Microsoft Sysprep ツールのインストール

Microsoft Sysprep ツールをWindows オペレーティング システム CDからダウン
ロードするには

1 Windows オペレーティング システムCDを CD-ROMドライブ（通常D: ドライ
ブ）に挿入します。

2 CD ディレクトリの￥Support￥Toolsで DEPLOY.CABファイルを見つけます。

3 Winzip.exe などの、Microsoft CAB ファイルを読み取ることができるツールを使
用して、DEPLOY.CABファイルを開いて展開します。

4 Sysprep ゲスト OSに適したディレクトリにファイルを解凍します。

次の Sysprep サポート ディレクトリは、VirtualCenter のインストール中に作成
されます。

C:￥<ALLUSERSPROFILE>￥Application Data￥Vmware￥VMware VirtualCenter￥
sysprep
...￥1.1￥
...￥2k￥
...￥xp￥
...￥svr2003￥
...￥xp-64￥
...￥svr2003-64￥

<ALLUSERSPROFILE>は、通常は￥Documents And Settings￥All Users￥で
す。 ここには、vpxd.cfgもあります。

オペレーティング システムに対応するサブディレクトリを選択します。

5 [OK] をクリックして、ファイルを拡張します。

.cabファイルからファイルを展開したあと、次のファイルがあることを確認し
てください。

...￥<guest>￥deptool.chm

...￥<guest>￥readme.txt

...￥<guest>￥setupcl.exe

...￥<guest>￥setupmgr.exe

...￥<guest>￥setupmgx.dll

...￥<guest>￥sysprep.exe

...￥<guest>￥unattend.doc

<guest>は 2k、xp、svr2003、xp-64、または svr2003-64 です。

6 VirtualCenter を使用してカスタマイズする各Windows ゲスト OS（Windows 
2000、Windows XP、またはWindows 2003）に対して、この手順を繰り返して、
Sysprep ファイルを解凍します。

これで、既存の仮想マシンのクローン作成時に、サポートされるWindows ゲスト
OS で新規仮想マシンをカスタマイズできるようになりました。
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C

この付録では、パフォーマンス チャートで表示可能なメトリック、またはカウンタ
のリストを示します。 一部のカウンタは、[統計収集レベル（Statistics Collection 
Level）] 設定（「収集間隔と収集レベルについて （P.300）」を参照）によって、使用
できるかどうかが異なります。 チャート オプションの変更は、現在のデータ収集サイ
クルの完了後に反映され、次のサイクルが始まります。

カウンタには、ロールアップと統計情報タイプという特性があります。 メトリックの
ロールアップとは、表示されている測定のタイプを意味します。 ロールアップのタイ
プには、次のものがあります。

[ 平均（Average）]　指定された期間に収集されたデータが平均化されます。 
チャートに表示される測定結果には、データ収集サイクル期間での平均が表示さ
れます。

[ 合計（Summation）]　収集されたデータが合計されます。 チャートに表示され
る測定結果には、収集サイクル中に収集されたデータの合計が表示されます。

[ 最新（Latest）]　収集されたデータが設定値です。 チャートに表示される測定
結果には、現在の設定が表示されます。

[ 最小（Minimum）]　収集されたデータが平均化されます。 チャートに表示され
る測定結果には、データ収集サイクル期間での平均最小値が表示されます。

[ 最大（Maximum）]　収集されたデータが平均化されます。 チャートに表示され
る測定結果には、データ収集サイクル期間での平均最大値が表示されます。

メトリックの統計情報タイプとは、測定結果の値のタイプを意味します。タイプに
は、変化値（[差分（Delta）]）、絶対値（[ 絶対値（Absolute）]）、および比率（[比
率（Rate）]）があります。

パフォーマンス チャートのメ
トリック C
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表は、リソースとインベントリ オブジェクトで構成され、次の情報が含まれます。

[ カウンタ（Counter）]　各メトリックの表示名がリスト表示されます。

[ 収集レベルで利用可能（Available in Collection Level）]　[パフォーマンス 
チャートのカスタマイズ（Customize Chart Performance）] ダイアログ ボックス
にメトリックを選択可能なオプションとして表示させるために、そのメトリック
に対して設定すべき統計情報収集レベルの最小値を示しています。

[VC/ESX]　VI Client が VirtualCenter サーバに接続されるか、ESX Server ホストに直
接している場合に、そのオプションが使用可能かどうかを示します。

[ 説明（Description）]　メトリックについての簡単な説明を示します。

テーブルにリスト表示されたすべてのメトリックの計算値は、データ収集サイクル期
間に対するものです。 収集サイクルの期間は、[統計収集の間隔（Statistics Collection 
Interval）] 設定で指定します（「収集間隔と収集レベルについて （P.300）」を参照）。

この付録の内容は、次のとおりです。

CPU （P.380）

ディスク （P.383）

クラスタ サービス （P.391）

ネットワーク （P.391）

システム （P.392）

CPU
このセクションの表に、CPUパフォーマンスを測定するためのメトリックを示しま
す。 注釈のある場合を除いて、すべての測定結果はミリ秒単位です。 CPU のパフォー
マンス チャートは、次のインベントリ オブジェクトに使用できます。

仮想マシン

ホスト

リソース プール

クラスタ
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仮想マシン
表C-1  仮想マシンの CPUパフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

CPU 使用量 1(4) はい / はい CPU 使用率を計算（パーセント単位）。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

CPU 使用量
（MHｚ 単位）

1(4) はい / はい CPU 使用量をMHｚで計算。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

使用された
CPU 時間

3 はい / はい 使用された CPU 時間を計算。
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

保証 CPU 時間 3 はい / はい 保証された CPU 時間を計算。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

予備 CPU 時間 3 はい / はい 予備の CPU時間を計算。
ロールアップ： 最新 
統計情報タイプ： 絶対値

作動可能 CPU
時間

3 はい / はい レディ状態で消費される CPU 時間を計算。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

システム CPU
時間

3 はい / はい システム処理に消費される CPU時間を計算。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

CPU アイドル
時間

3 はい / はい 待機状態で消費される CPU 時間を計算。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値
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ホスト

リソース プール

表C-2  ホストの CPUパフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

使用された
CPU 時間

1 はい / はい 使用された CPU 時間を計算。
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

idle 1 はい / はい CPU のアイドル時間を計算。
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

CPU 予約量 1 はい / はい リソース プールの予約設定の値と子オブジェ
クトの予約設定の合計を比較。 2 つの値のう
ち大きい方を表示。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

CPU 使用量
（MHｚ 単位） 

1(4) はい / はい 平均 CPU 使用量をMHｚで計算。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

CPU 使用量 1(4) はい / はい CPU 使用率を計算（パーセント単位）。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

表C-3  リソース プールの CPUパフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

CPU 使用量
（MHｚ 単位）

1(4) はい / はい CPU 使用量をMHｚで計算。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率
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クラスタ

ディスク
このセクションの表に、ディスク パフォーマンスを測定するためのメトリックを示
します。 注釈のある場合を除いて、すべての測定結果はキロバイト単位です。 ディス
ク パフォーマンス チャートは、ホストと仮想マシンに利用できます。チャート オプ
ションはどちらも同じです。

ホストと仮想マシン

表C-4  クラスタの CPUパフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

CPU 使用量
（MHｚ 単位）

1(4) はい / いいえ CPU 使用量をMHｚで計算。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

表C-5  ホストと仮想マシンのディスク パフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

ディスク使用量
（MHｚ 単位）

1(4) はい / はい すべてのディスク インスタンスでのデータの
読み取りと書き込みの合計を、キロバイト /
秒で計算。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

読み取り 3 はい / はい ディスクからデータを読み取るサイズを、
HBAごとにキロバイト / 秒で計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 比率

書き込み 3 はい / はい ディスクにデータを書き込むサイズを、HBA
ごとにキロバイト / 秒で計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 比率
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メモリ
このセクションの表に、メモリ パフォーマンスを測定するためのメトリックを示し
ます。 メモリのパフォーマンス チャートは、次のインベントリ オブジェクトに使用
できます。

仮想マシン

ホスト

リソース プール

クラスタ

仮想マシン

書き込み回数 3 はい / はい ディスクへの書き込みアクションの合計回数
を、HBA ごとに計算。
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

読み取り回数 3 はい / はい ディスクからの読み取りアクションの合計回
数を、HBAごとに計算。
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

表C-5  ホストと仮想マシンのディスク パフォーマンス メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

表 C-6  仮想マシンのメモリ パフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

スワップ イン 
メモリ

2(4) はい / はい スワップ インされたメモリ サイズを計算。 
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ イン 
メモリ

4 はい / はい 平均の最小スワップ イン メモリ サイズを計算。
ロールアップ： 最小 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ イン 
メモリ

4 はい / はい 平均の最大スワップ イン メモリ サイズを計算。 
ロールアップ： 上限
統計情報タイプ： 絶対値
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バルーン ター
ゲット メモリ

2(4) はい / はい メモリ制御に使用できるメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ バルーン 2(4) はい / はい メモリ制御に使用されているメモリ サイズ
を計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ アウ
ト メモリ

2(4) はい / はい スワップ アウトされたメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ使用率 1(4) はい / はい 使用中のメモリ サイズを、構成された合計
サイズ、または使用可能な合計メモリ サイ
ズに対する割合を計算（パーセント単位）。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

オーバーヘッ
ド メモリ

2(4) はい / はい 仮想マシンに割り当てられた追加のホスト 
メモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ゼロ 2(4) はい / はい ゼロ ページのメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

有効なメモリ 2(4) はい / はい 有効に使用されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

共有メモリ 2(4) はい / はい 共有されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

割り当てメモリ 2(4) はい / はい 割り当てられているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

消費メモリ 2(4) はい / はい 仮想マシンがゲスト OSのメモリ用に消費し
ている、ホスト メモリのサイズを計算。
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 絶対値

表C-6  仮想マシンのメモリ パフォーマンス メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明
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ホスト

スワップ ター
ゲット メモリ

2(4) はい / はい スワップ可能なメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ メモリ 2(4) はい / はい スワップ メモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

表C-6  仮想マシンのメモリ パフォーマンス メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

表 C-7  ホストのメモリ パフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

メモリ状態 2 はい / はい メモリ状態を計算。 
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

vmkernel に
よって使用さ
れるメモリ

2 はい / はい vmkernel によって使用されるメモリ サイズ
を計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

使用されたメ
モリ スワップ

2(4) はい / はい スワップに使用されるメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

有効なメモリ 2(4) はい / はい 有効に使用されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

消費メモリ 2(4) はい / はい 仮想マシンがゲスト OSのメモリ用に消費し
ている、ホスト メモリのサイズを計算。 
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ アウ
ト メモリ

2(4) はい / はい スワップ アウトされたメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

未予約メモリ 2(4) はい / はい 未予約のメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値
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メモリ ヒープ 2(4) はい / はい ヒープ用に割り当てられているメモリ サイ
ズを計算。

予約済みのメ
モリ サイズ

2 はい / はい 仮想マシンによって予約されているメモリ 
サイズをMB 単位で計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ゼロ 2(4) はい / はい ゼロ ページのメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ヒープ
空き容量

2(4) はい / はい メモリ ヒープ内の空き領域を計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ使用率 1(4) はい / はい 使用中のメモリ サイズを、構成された合計
サイズ、または使用可能な合計メモリ サイ
ズに対する割合を計算（パーセント単位）。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

共有メモリ 2(4) はい / はい 共有されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ イン 
メモリ

2(4) はい / はい スワップ インされたメモリ サイズを計算。 
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

オーバーヘッ
ド メモリ

2(4) はい / はい 仮想マシンに割り当てられた追加のホスト 
メモリ サイズを計算。

メモリ バルーン 2(4) はい / はい メモリ制御に使用されているメモリ サイズ
を計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

割り当てメモリ 2(4) はい / はい 割り当てられているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

一般共有メモリ 2(4) はい / はい 一般に共有されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

表C-7  ホストのメモリ パフォーマンス メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明
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リソース プール
表C-8  リソース プールのメモリ パフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

メモリ使用率 1(4) はい / いいえ 使用中のメモリ サイズを、構成された合計
サイズ、または使用可能な合計メモリ サイ
ズに対する割合を計算（パーセント単位）。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

割り当てメモリ 2(4) はい / はい 割り当てられているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

有効なメモリ 2(4) はい / はい 有効に使用されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

共有メモリ 2(4) はい / はい 共有されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ゼロ 2(4) はい / はい ゼロ ページのメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ メモリ 2(4) はい / はい スワップ メモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ ター
ゲット メモリ

2(4) はい / いいえ スワップ可能なメモリ サイズを計算。 
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ イン 
メモリ

2(4) はい / いいえ スワップ インされたメモリ サイズを計算。 
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

スワップ アウ
ト メモリ

2(4) はい / いいえ スワップ アウトされたメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ バルーン 2(4) はい / いいえ メモリ制御に使用されているメモリ サイズ
を計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値
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クラスタ

バルーン ター
ゲット メモリ

2(4) はい / はい メモリ制御に使用できるメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

オーバーヘッ
ド メモリ

2(4) はい / はい 仮想マシンに割り当てられた追加のホスト 
メモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

表C-8  リソース プールのメモリ パフォーマンス メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

表 C-9  クラスタのメモリ パフォーマンス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

メモリ使用率 1(4) はい / いいえ 使用中のメモリ サイズを、構成された合計サ
イズ、または使用可能な合計メモリ サイズに
対する割合を計算（パーセント単位）。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

割り当てメモリ 2(4) はい / いいえ 割り当てられているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

有効なメモリ 2(4) はい / いいえ 有効に使用されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

共有メモリ 2(4) はい / いいえ 共有されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ゼロ 2(4) はい / いいえ ゼロ ページのメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

未予約メモリ 2(4) はい / いいえ 未予約のメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

使用されたメ
モリ スワップ

2(4) はい / いいえ スワップに使用されるメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値
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未予約メモリ 
スワップ

2(4) はい / いいえ スワップ用として予約されていないメモリ サ
イズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

一般共有メモリ 2(4) はい / いいえ 一般に共有されているメモリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ヒープ 2(4) はい / いいえ ヒープ用に割り当てられているメモリ サイズ
を計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ ヒープ
空き容量

2(4) はい / いいえ メモリ ヒープ空き領域を計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ状態 2(4) はい / いいえ 状態を計算。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

メモリ バルーン 2(4) はい / いいえ メモリ制御に使用されているメモリ サイズを
計算。
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 絶対値

バルーン ター
ゲット メモリ

2(4) はい / いいえ メモリ制御に使用できるメモリ サイズを計
算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

オーバーヘッ
ド メモリ

2(4) はい / いいえ 仮想マシンに割り当てられた追加のホスト メ
モリ サイズを計算。
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

表C-9  クラスタのメモリ パフォーマンス メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明



VMware, Inc. 391

付録 C パフォーマンス チャートのメトリック

クラスタ サービス
このセクションの表に、DRSや HAなどのクラスタ サービスのパフォーマンスを測
定するためのメトリックを示します。 クラスタ サービスのパフォーマンス チャート
は、クラスタでのみ利用できます。 

クラスタ

ネットワーク
このセクションの表に、ネットワーク パフォーマンスを測定するためのメトリック
を示します。 ネットワーク パフォーマンス チャートは、ホストと仮想マシンで利用
できます。チャート オプションはどちらでも同じです。 

ホストと仮想マシン

表C-10  クラスタのクラスタ サービス メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

有効 CPU リ
ソース

1(4) はい / いいえ DRS で使用可能な有効 CPUリソースの平均を
MHｚ単位で計算。 
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 比率

有効メモリ リ
ソース

1(4) はい / いいえ DRS で使用可能な有効メモリ リソースの平均を
MB単位で計算。 
ロールアップ： 平均 
統計情報タイプ： 絶対値

現在のフェイ
ルオーバー レ
ベル

1(4) はい / いいえ HAで許容可能な現在のフェイルオーバー数を計算。 
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

表C-11  ホストおよび仮想マシンのネットワーク メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

ネットワーク 
データ受信速度

3 はい / はい KBps 単位でのデータ受信速度。 
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 比率

転送された
ネットワーク 
パケット数

3 はい / はい 期間中に転送されたパケット数。 
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分
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システム
このセクションの表に、システム パフォーマンスを測定するためのメトリックを示
します。 システム パフォーマンス チャートは、仮想マシンとホストで利用できます。

ネットワーク 
データ転送速度

3 はい / はい データの転送速度。 
ロールアップ： 平均
統計情報タイプ： 比率

ネットワーク
使用率（平均）

1(4) はい / はい 収集されたネットワーク パフォーマンス統計情報
（KBps 単位）。 
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率

受信された
ネットワーク 
パケット数

3 はい / はい 期間中に受信されたパケット数
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

表C-11  ホストおよび仮想マシンのネットワーク メトリック （続き）

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

表 C-12  仮想マシンおよびホストのシステム メトリック

カウンタ
収集レベルで
利用可能 VC/ESX 説明

ハートビート 1

はい / はい

収集期間中のハートビート数。
ロールアップ： 合計
統計情報タイプ： 差分

アップタイム 1 はい / はい 起動時からの秒数。
ロールアップ： 最新
統計情報タイプ： 絶対値

リソースの
CPU 使用率

3(4) はい / はい CPU 使用率。
ロールアップ： 平均（最小 / 最大）
統計情報タイプ： 比率
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