
クイック スタート ガイド
ESX Server 3.0.1 および VirtualCenter 2.0.1



VMware, Inc. ヴイエムウェア株式会社
3145 Porter Drive 150-6018　東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
Palo Alto, CA 94304 恵比寿ガーデンプレースタワー 18F
www.vmware.com www.vmware.com/jp
2 VMware, Inc.

クイック スタート 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/support/

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

本ドキュメントに関するコメントがございましたら、以下のアドレスにご連絡ください。

docfeedback@vmware.com 

©2006 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、6,961,941、6,961,806 および 6,944,699）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。
ここに記載されているその他の名称及びマークは各社の商標です。

クイック スタート ガイド
リビジョン： 20061121
アイテム： VI-JPN-Q406-267

mailto:docfeedback@vmware.com


VMware, Inc. 3  

目 次

はじめに 7

1 VMware Infrastructure について 11
VMware Infrastructure の外観 12
システム要件 13
VirtualCenter サーバ要件 13
ライセンス サーバ要件 14
VirtualCenter データベースの要件 14
Virtual Infrastructure Client 要件 14
ESX Server 要件 15

インストールの前提条件 15
VirtualCenter の前提条件 15
ESX Server の要件 16

2 VMware Infrastructure コンポーネントのインストール 17
ライセンス 17
ホストベースとライセンス サーバベースのライセンス モード 17
ライセンス サーバベースのライセンス 18
ホストベースのライセンス 19

ライセンスの取得 20
次の手順 20

VirtualCenter のインストール 20
VirtualCenter サーバ データベースの準備 21
VirtualCenter データベースの設定 21

VirtualCenter サーバのインストール 27
Virtual Infrastructure Client のインストール 31
VirtualCenter コンポーネント間の通信の設定 32
次の手順 33



クイックスタートガイド

4 VMware, Inc.  

ESX Server のインストール 33
インストールの準備 33
ILO、DRAC、RSA II の使用 34
IDE または SATA ドライブでのインストール 34
LUNの必要条件 34

ESX Server のインストール 35
インストール後の考慮事項 40
次の手順 40

3 VMware Infrastructure 
コンポーネントの作成および管理 41

VI クライアントの起動とログオン 41
データセンターの設定 43
データセンターの作成 43
VirtualCenter の管理下へのホストの移動 44
次の手順 48

仮想マシンの作成 48
次の手順 53

ユーザーの許可の構成 53
次の手順 56

リソース プール 57
リソース プールの作成 57
リソース プールへの仮想マシンの追加 59
次の手順 60

ネットワーク接続の構成 60
次の手順 64

ゲストOSのインストール 64
インストールの基本手順 64
VMware Tools のインストール 65
次の手順 65

仮想マシンの管理 66
仮想マシンの電源状態 66
仮想マシンの手動パワーオン /オフ 67
サスペンドとレジュームの使用 67
仮想マシンの設定の編集 68
ハードウェアとデバイスの追加 69
次の手順 69



VMware, Inc. 5

目 次

  

タスクとイベント 70
アラーム 72
次の手順 74

インデックス 75



クイックスタートガイド

6 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 7 

本章では本書『クイック スタート ガイド』の内容について説明し、VMware®のテク
ニカル リソースおよびエデュケーション リソースについて紹介します。

本章の内容は、次のとおりです。

本書について（P.7）

テクニカル サポートとエデュケーション用資料（P.10）

本書について
この『クイック スタート ガイド』は、VMware Infrastructure ついて紹介する、新規
ユーザー向けのマニュアルです。VMware VirtualCenter と ESX Server のインストー
ル、基本的な構成、および有効な仮想マシンの作成に必要な手順について説明しま
す。また、基本的な管理タスクについて概説し、より詳細なその他のマニュアルの参
照先も示します。

このマニュアルでは、『評価者ガイド』とほぼ同じ内容を取り扱います。『評価者ガイ
ド』は、VMware Infrastructure 3 の購入に際し、製品評価を行うシステム管理者向け
のマニュアルです。このため、ネットワークやストレージの構成などの項目が『ク
イック スタート ガイド』よりも詳細に解説されています。さらに、VMware DRS、
VMware HA、VMotion などの高度な機能についても紹介されています。

はじめに
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改訂履歴
本書は、各製品のリリース時、または必要に応じて改訂されます。改訂されたバー
ジョンには、多少の変更または大幅な変更が含まれる場合があります。表 P-1 は、本
書の改訂履歴です。

対象となる読者
本書は、VMware VirtualCenter および ESX Server を初めてお使いになる方向けのマ
ニュアルです。本書に記載されている情報は、データセンターの運用に詳しく、経験
豊富なWindows および Linux システム管理者を対象としています。

本書に関するご意見 
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

VMware Infrastructure のドキュメント
VMware Infrastructure のドキュメントは、VirtualCenter および ESX Server のドキュ
メントのセットです。

本書の最新バージョンおよび他のマニュアルは、以下のWebサイトでご覧いただけ
ます。

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

表 P-1.  改訂履歴

リビジョン 内容

20060615 VMware Infrastructure 3『クイック スタート ガイド』の ESX Server 3.0 お
よび VirtualCenter 2.0 バージョン。これは本書の初版です。

20060925 VMware Infrastructure 3『クイック スタート ガイド』の ESX Server 3.0.1
および VirtualCenter 2.0.1 バージョン。この版には、インストールおよび
ライセンス情報に関する多少の変更が含まれています。

mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/support/pubs
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スタイル
本書では、表 P-2 のスタイル規則を使用しています。

グラフィックで使用される略語
本書のグラフィックでは、表 P-3 の略語を使用しています。

表 P-2.  本書で使用されるスタイル規則

スタイル 目的

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

<山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

表 P-3.  略語

略語 内容

VC VirtualCenter

VI Virtual Infrastructure Client

サーバ VirtualCenter サーバ

データベース VirtualCenter データベース

ホスト n VirtualCenter 管理ホスト

VM# 管理対象ホスト上の仮想マシン

ユーザー # アクセス権を持つユーザー

dsk# 管理対象ホスト用ストレージ ディスク

データストア 管理対象ホスト用ストレージ

SAN 管理対象ホスト間で共有されているストレージ 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
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テクニカル サポートとエデュケーション用資料
次のセクションでは、使用可能なテクニカル サポートリソースについて説明します。

セルフ サービス サポート
VMware Technology Network（VMTN）を使用して、セルフ ヘルプ ツールおよび技術
情報にアクセスしてください。

製品情報　http://www.vmware.com/products/

技術情報　http://www.vmware.com/vcommunity/technology

ドキュメント　http://www.vmware.com/support/pubs

VMTN ナレッジ ベース　http://www.vmware.com/support/kb

ディスカッション フォーラム　http://www.vmware.com/community

ユーザー グループ　http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html

VMware Technology Network の詳細については、http://www.vmtn.netを参照してくだ
さい。

オンライン サポートと電話サポート
オンライン サポートでは、テクニカル サポート リクエストの提出、製品および契約
に関する情報の表示、製品の登録を行います。http://www.vmware.com/supportを参照
してください。

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。詳しくは、
http://www.vmware.com/support/phone_support.htmlを参照してください。

サポート サービス
ヴイエムウェアのサポート サービスがお客様のビジネス ニーズにどのように対応で
きるかをご確認ください。http://www.vmware.com/support/servicesを参照してください。

VMware エデュケーション サービス
弊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。詳しくは弊社Web サイトにある VMware Education Services のページ

（ http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

http://www.vmware.com/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
http://www.vmware.com/support/kb
http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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1

この章では、ESX Server および VirtualCenter の一部としてインストールされるコン
ポーネントを紹介し、適切なインストールの前提条件を概説します。この章の内容
は、以下のとおりです。

VMware Infrastructure の外観（P.12）

システム要件（P.13）

インストールの前提条件（P.15）

VMware Infrastructureについて 1
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VMware Infrastructure の外観
図 1-1 に、VMware Infrastructure の基本コンポーネントを示します。

図 1-1.  複数の ESX Server ホストを管理する VMware VirtualCenter サーバ

1 台の VirtualCenter サーバが複数の VMware ESX Server ホストを管理します。

主なコンポーネントは次のとおりです。

ESX Server ホスト　ESX Server は、物理ホストのプロセッサ リソース、メモリ リ
ソース、ストレージ リソース、ネットワーク リソースを、複数の仮想マシンに
抽象化する仮想化レイヤです。

「ESX Server のインストール（P.33）」を参照してください。

Virtual Infrastructure Client

Webブラウザ

ライセンス サーバ

ESX 
Server
ホスト

VirtualCenter
サーバ

データベース
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VirtualCenter サーバ　このサーバはWindows マシンにインストールされ、
VMware ESX Server ホストを一元管理します。VirtualCenter サーバでは、VMware 
DRS、VMware HA、VMotion など、VMware Infrastructure の高度な機能を使用で
きます。

VMware SDK Web サービスは、自動的に VirtualCenter サーバにインストールさ
れます。「VirtualCenter サーバのインストール（P.27）」を参照してください。

Virtual Infrastructure（VI）Client　VI クライアントはWindows マシンにインス
トールされ、仮想インフラストラクチャとの主要なインターフェイスとして機能
します。VI クライアントには、次の 2つの機能があります。

仮想マシンを操作するコンソール機能

VirtualCenter サーバおよび ESX Server ホストの管理インターフェイス機能

VI Client は、VirtualCenter サーバおよび ESX Server ホストからダウンロードしま
す。「Virtual Infrastructure Client のインストール（P.31）」を参照してください。

Web ブラウザ　ブラウザを使用すると、VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホ
ストから VI をダウンロードできます。適切なログオン信用証明情報を所持して
いる場合は、VI Web Access を使用して、VirtualCenter サーバおよび ESX Server
ホストを制限付きで管理することも可能です。

ライセンス サーバ　このサーバはWindows システムにインストールされ、ライ
センス契約に関して VirtualCenter サーバおよび ESX Server ホストに適切な許可
を付与します。システム管理者は、VI クライアントを使用してソフトウェア ラ
イセンスに関する変更を行います。

データベース　VirtualCenter サーバは、データベースを使用して VMware 
Infrastrucutre 環境のすべての構成データを編成します。本番環境には専門デー
タベースをお勧めしますが、デモ用にはバンドルされているMSDE データベー
スでも VirtualCenter サーバをセットアップできます。「VirtualCenter サーバ デー
タベースの準備（P.21）」を参照してください。

システム要件
このセクションでは、VirtualCenter および ESX Server をインストールするためのハー
ドウェアおよびソフトウェアの要件について概説します。ハードウェア要件の詳細に
ついては、『インストールおよびアップグレード ガイド』の第 2章「システム要件」
を参照してください。
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VirtualCenter サーバ要件
VirtualCenter サーバには、以下の仕様を備えたコンピュータが必要です。

Windows 2000 Server SP4（Update Rollup 1）、Windows 2003、またはWindows 
XP Professional

2.0GHz 以上の Intel または AMD x86 プロセッサ

2GB 以上の RAM

560MB 以上のディスク ストレージ（2GB 推奨）

VirtualCenter サーバと同一のコンピュータ上に VirtualCenter データベースをインス
トールするには、ストレージおよびプロセッサにさらに多くの容量が必要な場合があ
ります。

ライセンス サーバ要件
VirtualCenter サーバと同一のコンピュータ上にライセンス サーバ ソフトウェアをイン
ストールすることをお勧めします。VirtualCenter サーバには、少なくとも以下の仕様
を備えたコンピュータが必要です。

Windows 2000 Server SP4、Windows 2003、またはWindows XP Professional

266MHz 以上の Intel または AMD x86 プロセッサ

256MB 以上の RAM（512MB 推奨）

基本インストールに 25MB のディスク空き容量が必要 

10/100 イーサネット アダプタ（Gb推奨）

VirtualCenter データベースの要件 
VirtualCenter は、次のデータベースをサポートします。

Microsoft SQL Server 2000（SP 4 のみ）

Oracle 9iR2、10gR1（10.1.0.3 以上のバージョンのみ）、10gR2

Microsoft MSDE（本番環境ではサポートされません）

各データベースでは、基本インストール以外に設定を調整する必要があります。

注意 社内でDBA（データベース管理者）特権を持っていない場合は、DBAの支援を受け
てください。VirtualCenter データベースの設定に関する詳細は、「VirtualCenter サー
バ データベースの準備（P.21）」を参照してください。
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Virtual Infrastructure Client 要件
VI クライアントには、以下の仕様を備えたコンピュータが必要です。

Windows 2000 Pro SP4、Windows 2000 Server SP4、Windows XP Professional、ま
たはWindows 2003（64 ビットを除く）

.NET フレームワーク 1.1（VI クライアント インストーラを含む）

266MHz 以上の Intel または AMD x86 プロセッサ

256MB 以上の RAM（512MB 推奨）

基本インストールに 150MB のディスク空き容量が必要 。仮想マシン テンプレー
トをローカルに保存する場合は、追加ストレージが必要

10/100 イーサネット アダプタ（Gb推奨）

ESX Server 要件
ESX Server には、以下の仕様を備えたコンピュータが必要です。

以下のタイプのプロセッサ 2台以上 

1500MHz Intel Xeon 以降、または AMD Opteron（32 ビット モード )

1500MHz Intel Viiv または AMD A64 x2 デュアル コア プロセッサ

1GB 以上の RAM

イーサネット コントローラ 1つ以上

領域がパーティションで分割されていない SCSI ディスク、ファイバ チャネル
LUN、または RAID LUN

インストールの前提条件
このセクションでは、VMware Infrastructure のインストールに関する追加の前提条件
について説明します。

VirtualCenter の前提条件
VirtualCenter サーバをインストールする前に、以下のことを確認してください。

VirtualCenter サーバをインストールするコンピュータが、管理者権限を有するア
カウントのログオン信用証明情報を所持している。

VirtualCenter サーバをインストールするコンピュータの IP アドレスとホスト名。
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購入した VirtualCenter のライセンスが含まれたライセンス ファイル。ライセンス 
ファイルの入手については、「ライセンスの取得（P.20） 」を参照してください。

MSDE デモンストレーション データベースを使用しない場合は、データベース管
理者からデータベース ログオン信用証明情報とその他の情報を入手してくださ
い。「VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.21）」を参照してください。

VirtualCenterサーバと同じマシン上にライセンス サーバをインストールしない場
合は、ライセンス サーバの IP アドレスまたはホスト名と、TCP/IP ポートに関す
る情報を入手してください。

VirtualCenter Web サーバと VirtualCenter Web サービスが通信する TCP/IP ポート
（デフォルトは 80と 443）。お使いの環境で動作しているアプリケーションと競
合しない限り、デフォルト ポートを使用してください。

ESX Server の要件
ESX Server をインストールする前に、以下のことを確認してください。

ESX Server をインストールするコンピュータの IP アドレスとホスト名

ESX Server ホストのルート パスワード（インストール時に入力します）

ネットワークの VLAN ID（必要な場合）
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この章では、VMware Infrastructure のコンポーネントをインストールする方法を概説
します。この章の内容は以下のとおりです。

ライセンス（P.17）

VirtualCenter のインストール（P.21）

ESX Server のインストール（P.33）

ライセンス
VMware Infrastructure コンポーネントをインストールする前に、このセクションの情
報を使用してホストベースのライセンス、またはライセンス サーバベースのライセン
スのどちらを使用するかを決定します。使用するライセンス モデルを決定したら、
VMware ライセンス起動ポータルからライセンス ファイルを取得し、ソフトウェアを
インストールします。

ホストベースとライセンス サーバベースのライセンス モード
ライセンス ファイルは、2種類のモード（ライセンス サーバベースとホストベース）
で使用できます。ホストベースのライセンス モードでは、ライセンス ファイルが個
別の ESX Server ホストに格納されます。ライセンス サーバベースのライセンス モー
ドでは、単一のライセンス ファイルがライセンス サーバに一元的に格納され、1台
または複数のホストでこれらのライセンスを使用できるようになります。ホストベー
スとライセンス サーバベースのライセンスの両方を使用する混在環境を実行するこ
とも可能です。

VirtualCenter と VirtualCenter を必要とする機能（VMotion など）には、ライセンス 
サーバベースのライセンス モードを使用する必要があります。ESX Server 固有の機能
は、ライセンス サーバベースとホストベースのどちらのライセンス モードでもかま
いません。

VMware Infrastructure 
コンポーネントのインストール 2
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 図 2-1 は、3種類のライセンス環境を示しています。

図 2-1.  ホストベース、混在、ライセンス サーバベースの各環境におけるライセンス ファイル
の場所

ライセンス サーバベースのライセンス
ライセンス サーバベースのライセンスを使用すると、大規模かつ動的な環境でのラ
イセンス管理を簡略化できます。ライセンスの管理は、VMware ライセンス サーバが
行います。ライセンス サーバベースのライセンスでは、すべての VirtualCenter 管理
サーバおよびすべての ESX Server ホストを 1つのコンソールから保守します。

ライセンス サーバベースのライセンス管理は、業界標準の FlexNet メカニズムに基づ
いています。ライセンス サーバベースのライセンスでは、ライセンス サーバがライ
センス プール（ライセンスを付与された資格全体を保持する中央リポジトリ）を管
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*Vmotion、Vmware HAなど一部の機能には、VirtualCenterが必要です。
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理します。ホストが特定のライセンス対象機能を要求した場合、該当する資格のライ
センス キーが一時的にライセンス プールからチェックアウトされます。未使用のラ
イセンスキーはプールに開放され、任意のホストが使用できるようになります。

ライセンス サーバベースのライセンスには、次のような利点があります。

すべてのライセンスは、1つの場所から管理できます。

新しいライセンスには、ESX Server フォーム ファクタの任意の組み合わせを使用
して割り当てや再割り当てが行われます。たとえば、同一の 32プロセッサ ライ
センスを 16 台の 2プロセッサ ホスト、8台の 4プロセッサ ホスト、4台の 8プ
ロセッサ ホスト、2台の 16 プロセッサ ホスト、またはプロセッサの合計が 32
になる任意の組み合わせで使用できます。

必要に応じたライセンスの割り当てや再割り当てを許可することによって、継続
的なライセンス管理が容易になります。割り当ては、環境の変化（ホストの追加
や削除、ホスト間で移転される VMotion/DRS/HA などの主要機能など）から生
じる必要性に応じて変更します。

ライセンス サーバが使用できない期間でも、14日間の猶予期間中は、ライセン
ス サーバベースのライセンスを使用する VirtualCenter サーバおよび ESX Server
ホストは、キャッシュされたライセンス構成を使用することで、再起動時にもそ
の影響を受けなくなります。ただし、ライセンス サーバが使用できない間は、
ライセンス構成を変更できません。ライセンス サーバが使用できないことによ
るライセンス機能への影響については、『インストールおよびアップグレード ガ
イド』を参照してください。

ほとんどの環境では、ライセンス サーバべースのライセンス モードを使用すること
をお勧めします。

ホストベースのライセンス
ホストベースのライセンス モードは、初期バージョンの ESX Server のライセンス 
モードと似ています。ホストベースのライセンスでは、購入した機能のすべての資格
がマシンベースに分割され、ESX Server ホストと VirtualCenter サーバ上に配置される
個別のライセンス ファイル間で分割されます。

ホストベースのライセンスでライセンス対象機能がアクティブ化された場合、該当す
る資格のキーが該当するホストのライセンス ファイル内に格納されている必要があ
ります。ホストベースのライセンスでは、各 ESX Server ホスト上に個別のライセンス 
ファイルを保持する必要があります。未使用ライセンスの自動配布機能はありません。
また、ライセンスを付与する際に外部接続に依存することもありません。ホストベー
スのライセンス ファイルは、個別の ESX Server ホスト上に直接配置され、旧バー
ジョンのESX Server バージョン2.xで使用していたシリアル番号に置き換わります。
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ホストベースのライセンスを使用する VirtualCenter およびライセンス サーバ環境で
は、ライセンス サーバーを使用できない期間中に ESX Server ホストのライセンスを
変更できます。たとえば、ホストベースのライセンスで、ライセンス サーバに接続
せずに、ホスト間で VMware Consolidated Backup のライセンス キーを手動で移動で
きます。

ライセンスの取得
VMware Infrastructure を購入すると、ライセンスの交換方法とライセンス ファイルの
取得方法が記載されたメールをヴイエムウェアから受け取ります。このメールに記載
された指示に従ってWebベースのライセンス起動ポータルにアクセスし、ライセンス 
ファイルを取得してください。

ライセンス起動プロセスについての詳細情報は、ライセンス起動ポータルのオンライン 
ヘルプを参照してください。

次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

VMware Infrastructure で使用するライセンスをライセンス サーバベースとホスト
ベースのどちらにするかを決定しました。この『クイック スタート ガイド』で
は、デフォルトのライセンス サーバベースのライセンスを、VirtualCenter サー
バと同じマシンにインストールされたライセンス サーバで使用する場合につい
てのみ解説しています。その他のライセンス構成の設定については、『インス
トールおよびアップグレード ガイド』を参照してください。

インストール準備のため、ライセンス ファイルを取得し、ダウンロードしまし
た。このライセンス ファイルを使用するには、「VirtualCenter サーバのインス
トール（P.27）」の説明に従って、ライセンス サーバをインストールする必要が
あります。ESX Server ホストのライセンスは、「ホストのライセンス タイプを選
択する手順（P.47）」の説明に従って構成してください。

次の「VirtualCenter のインストール」では、VirtualCenter サーバとライセンス サー
バをインストールします。

注意 ホストベースのファイルには、ESX Server のホスト専用環境のためにライセンス サー
バをインストールする必要がないというメリットがあります。
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VirtualCenter のインストール
VirtualCenter のインストール手順は次のとおりです。

VirtualCenter サーバで使用するデータベースを構成する

VirtualCenter サーバとライセンス サーバをインストールする

インストールした VirtualCenter サーバを管理する任意のコンピュータに Virtual 
Infrastructure Client（VI クライアント）をインストールする

VirtualCenter サーバ データベースの準備
VMware VirtualCenter サーバでは、サーバ データの保存や編成を行うためのデータ
ベースが必要です。VirtualCenter バージョン 2サーバは、Oracle、SQL Server、
Microsoft MSDE をサポートします。

VirtualCenter 管理サーバでは、Oracle または SQL データベースにログオンするため
のシステム管理者の信用証明情報（ID およびパスワード）が必要です。これらの信
用証明情報についてDBA（データベース管理者）に問い合わせる、または製品テス
トで使用するデモ用のMSDE データベースをインストールしてください。

VirtualCenter データベースの設定
VirtualCenter データベースをサポートするには、データベース インスタンスを作成
し、そのデータベース インスタンスにすべての VirtualCenter データベース テーブル
が配置されるよう構成する必要があります。このセクションでは、その手順をデータ
ベースのタイプ別に説明します。

ローカルに機能するOracle 9i または 10g の接続設定（P.21）

リモートで連携するOracle 9i または 10g の接続設定（P.22）

SQL Server の ODBC 接続設定（P.23）

Microsoft SQL Server Desktop Engine（MSDE）の設定（P.26）

ローカルに機能するOracle 9i または 10g の接続設定
VirtualCenter データベースとしてOracle データベースを使用し、VirtualCenter が
データベースにローカルにアクセスするように設定するには、次の手順に従ってくだ
さい。

注意 MSDE は、本番環境ではサポートされません。MSDE は、テストおよび評価用として
のみ使用されます。エンタープライズ サポートを受けるには、Oracle または SQL 
Server データベースを使用してください。
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VirtualCenter とローカルに連携するOracle データベースを準備する手順

1 Oracle データベース マシンから、次の手順でOracle のインストールと準備を行
います。

a Oracle 8i、Oracle 9i、またはOracle 10g をインストールし、データベース
（VirtualCenter）を作成します。

Oracle Web サイトからOracle ODBC をダウンロードします。

Oracle Universal Installer（ディレクトリはドライバが指定）を使用して
Oracle ODBC に対応するドライバをインストールします。

b データベースのオープン カーソル数を増加します。
C:¥Oracle¥ADMIN¥VPX¥pfile¥init.oraファイルにエントリ
open_cursors = 300を追加します。

2 次の手順でOracle にローカル接続します。

a 次の SQL ステートメントを使用し、VirtualCenter 専用の新しいテーブルス
ペースを作成します。

CREATE TABLESPACE vpx DATAFILE 'C:¥Oracle¥ORADATA¥VPX¥vpx.dat' SIZE 500M;

b 次の手順でODBC経由でこのテーブルスペースにアクセスするユーザー
（vpxAdmin など）を作成します。

CREATE USER vpxAdmin IDENTIFIED BY vpxadmin DEFAULT TABLESPACE vpx;

c このユーザーに CONNECT 権限およびDBA権限を与えます。

GRANT CONNECT, DBA to vpxAdmin;

d データベースへのODBC 接続を作成します。たとえば、次のように設定し
ます。

Data Source Name:VMware VirtualCenter
TNS Service Name: VPX 
User Id: vpxAdmin

リモートで連携するOracle 9i または 10g の接続設定
VirtualCenter データベースとしてOracle データベースを使用し、VirtualCenter が
データベースにリモートでアクセスするように設定するには、まず「ローカルに機能
するOracle 9i または 10g の接続設定（P.21）」の説明に従ってデータベースを設定し
ます。次に、以下の手順を実行します。
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VirtualCenter とリモートで連携するOracle データベースを準備する手順

1 VirtualCenter サーバ マシンにOracle クライアントをインストールします。

2 Oracle にリモートで接続します。

a ODBC ドライバをダウンロードし、インストールします。

b Ora9Iまたは 10gに配置されている tnsnames.oraファイルを適宜編集し
ます。

C:¥Oracle¥Oraxx¥NETWORK¥ADMIN

この例の xx は、9Iまたは 10gのいずれかです。

c Net8 Configuration Assistant を使用して次のエントリを追加します。

VPX =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=vpxd-Oracle)(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = VPX)
)
)
HOST = 

この例では、HOSTがクライアントの接続先である管理ホストです。

SQL Server の ODBC 接続設定
VirtualCenter サーバをインストールすると、SQL Server データベースとの接続を確立
することもできます。次の手順では、SQL Server の ODBC 接続を設定する方法につい
て説明します。SQL Server 認証を使用する場合、ODBC設定で使用したウィザードに
同じユーザー名、パスワード、およびODBCシステムDSNを入力する必要があります。

SQL Server の ODBC 接続設定に関する特定の手順に関しては、Microsoft SQL ODBC
ドキュメントを参照してください。

注意 SQL Server は、Microsoft Windows NT 認証をサポートしていません。
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VirtualCenter と連携するように SQL Server データベースを準備する手順

1 Microsoft SQL Server で、次の手順を実行してください。

a SQL Server 上で Enterprise Manager を使用し、SQL Server データベースを作
成します。

b データベース オペレータ（DBO）権限を持つ SQL Server のデータベース 
ユーザーを作成します。

DBOユーザーのデフォルト データベースは、手順 aで定義したデータベー
スです。

2 VirtualCenter サーバで、[ 設定 ] - [ コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - [ データ 
ソース（ODBC）] を選択します。

3 [ システム DSN] タブを選択します。

4 既存の SQL Server の ODBC 接続を変更する場合 

a 変更する SQL Server ODBC DSN を選択します。

b [ システム データ ソース ]リストから該当するODBC接続を選択します。[設
定 ]をクリックします。

c 手順 6に進みます。

5 新しい SQL Server の ODBC 接続を作成する場合 

a [ 新しいデータ ソースの作成 ] を選択し、[ 追加 ] をクリックします。

b [SQL Server に接続する新しいデータソース ] を選択し、[ 終了 ] をクリック
します。

6 [ 名前 ] フィールドにODBC DSN 名を入力します。

たとえば、VMware VirtualCenterと入力します。

7 （オプション）[ 説明 ] フィールドにODBC DSN の説明を入力します。

8 [ サーバ ] ドロップダウン メニューからDSNサーバ名を選択します。

ドロップダウン メニューに SQL Server のマシン名が表示されない場合は、テキ
スト フィールドに入力します。

9 SQL Server の認証ページを設定し、[ 次へ ] をクリックします。

10 次のいずれかの認証方法を選択します。

ローカル SQL Server を使用する場合は、[Windows NT 認証 ] を選択します。

リモート SQL Server を使用する場合は、[SQL Server 認証 ] を選択します。
[Windows NT 認証 ] も選択できます。
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認証タイプを確認する手順

a SQL Server Enterprise Manager を開きます。

b [ プロパティ ] タブをクリックしてプロパティを表示します。

c モードを確認します。

注意 リモート SQL Server 用に選択した認証オプションは、ローカル SQL Server
のオプションに一致する必要があります。
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モードは、Windows NTまたはSQL Serverのいずれかの認証タイプを示し
ます。

11 SQL Server のログイン名およびパスワードを入力します。

この情報は、データベース管理者に問い合わせてください。

12 デフォルトのデータベースを設定し、[次へ ] をクリックします。

13 [ デフォルト データベースの変更 ]メニューからデータベースを選択し、[ 次へ ]
をクリックします。

14 [ 終了 ] をクリックします。

15 [ODBC Microsoft SQL Server 設定 ] メニューから [ テストデータソース ] を選択し
ます。

テスト データ ソースに同意する場合は、[OK] をクリックします。同意しない場
合は、間違いのある項目に戻り再設定します。

16 [ODBC Data Source Administrator] を閉じるには、[ 閉じる ] をクリックします。

Microsoft SQL Server Desktop Engine（MSDE）の設定
MSDE データベース パッケージは、VirtualCenter のインストール時またはアップグ
レード時にデータベースとしてMSDE を選択すると、インストールと設定が行われ
ます。「VirtualCenter サーバのインストール（P.27）」を参照してください。追加設定
は不要です。
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MSDE は Microsoft SQL Server に対応し、最大 25 人の同時ユーザをサポートします。
MSDE は、Microsoft 社のWeb サイトから無償でダウンロードできます。ドキュメン
トも次のMicrosoft 社のWeb サイトから収集できます。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=413744d1-a0bc-479f-bafa-e4b27
8eb9147&DisplayLang=en

VirtualCenter サーバのインストール
VirtualCenter サーバ ソフトウェアをインストールする前に、次の操作を実行します。

ハードウェアが「システム要件（P.13）」を満たしていることを確認します。

VirtualCenter データベースを作成します。「VirtualCenter サーバ データベースの
準備（P.21）」を参照してください。データベースを設定していない場合は、
VirtualCenter サーバをインストールできません。

VirtualCenterサーバによって使用されるライセンス サーバのIPアドレスまたはマ
シン名を割り当てます。ライセンス サーバ情報を準備していない場合は、デ
フォルトの値を使用して VirtualCenter サーバをインストールできます。

VirtualCenter サーバ インストーラ マシンに ライセンス ファイルを保存します。

VirtualCenter サーバのインストール手順

1 Windows システムのシステム管理者としてインストール CDを挿入します。
[VMware VirtualCenter インストール ] メニューが表示されたら、[VirtualCenter 管
理サーバ ] をクリックします。

2 [VMware VirtualCenter インストール ] メニューが表示されない場合は、
autorun.exe アイコンをダブルクリックし、[VirtualCenter 管理サーバ ] をクリッ
クします。

スプラッシュ スクリーンが表示されます。VirtualCenter サーバ インストーラが
コンポーネントをインストールする準備を行います。

注意 MSDE の本番環境での使用は、サポートされていません。MSDE は、テストおよび評
価用としてご使用下さい。MSDE は、旧バージョンの VirtualCenter で使用されていた
Microsoft Access に代わる、ローエンドのデモンストレーション データベースです。

注意 ダイアログ ボックスに [ 変更 ]、[ 修復 ]、または [ 削除 ] が表示される場合は、
インストーラが以前インストールされた VirtualCenter を検知したことを意味し
ます。VirtualCenter のアップグレードについては、『インストールおよびアップ
グレード ガイド』を参照してください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=413744d1-a0bc-479f-bafa-e4b278eb9147&DisplayLang=en
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3 Microsoft .NET Framework バージョン 1.1 をインストールします。

マシン上にMicrosoft .NET Framework バージョン 1.1 が存在しない場合、
Microsoft .NET Framework バージョン 1.1 をインストールするかどうかを確認す
るプロンプトが表示されます。[ はい ] をクリックします。

VirtualCenter サーバ インストーラがMicrosoft .NET Framework バージョン 1.1 を
インストールします。旧バージョンがインストールされている場合は、
VirtualCenter インストーラによってバージョン 1.1 にアップグレードされます。

.NET Framework 1.1 の詳細に関しては、
msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/を参照してください。

[ようこそ ] ページが表示されます。

4 VirtualCenter サーバをインストールしていることを確認し、[ 次へ ] をクリック
します。

使用許諾契約書が表示されます。

5 [ 使用許諾契約書の条項に同意します ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[ユーザー情報 ]ページが表示されます。

6 ユーザー名と企業名を入力し、[次へ ] をクリックします。

[インストール先フォルダ ]ページが表示されます。

7 デフォルトのフォルダに同意するか、または [ 参照 ] をクリックして
VirtualCenter サーバをインストールするフォルダを選択し、[ 次へ ] をクリック
します。

[設定タイプ ] ページが表示されます。

8 設定タイプを選択します。

[ 標準 ]　デフォルト設定を使用してクイック インストールを実行する場合
は、このオプションを選択します。

[ カスタム ]　インストールの詳細をすべて設定する場合は、このオプション
を選択します。

[VMware VirtualCenter データベース ] ページが表示されます。

9 「VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.21）」で設定したデータベースに対
応するオプションを選択し、[次へ ] をクリックします。

MSDE を選択しなかった場合は、[ データベース情報 ] ページが表示されます。
MSDE を選択した場合は、手順 11 に進みます。

http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/
http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/
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10 次のデータベース接続情報を入力します。

a データベースに関連付けられているデータ ソース名（DSN）を入力します。

システムDSN を入力する必要があります。

b データ ソース名に関連付けられているユーザー名を入力します。

c ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力し、[次へ ] をクリック
します。

接続が失敗すると、以下の警告が表示されます。「The '<DSN_Name>'DSN 
does not exist or is not a system DSN. VirtualCenter accepts only system DSNs. 
Use the 'ODBC DSN Setup' button to start the ODBC Data Source Administrator 
to define it.（'<DSN_Name>' DSN が存在しないか、システムDSNではあり
ません。VirtualCenter はシステムDSNのみを受け取ります。[ODBC DSN 設
定 ] ボタンを使用して、ODBC Data Source Administrator を開始して定義し
てください。」

[OK] をクリックし、続行できるようになるまでデータベース接続情報を再
入力します。問題が発生した場合、「VirtualCenter サーバ データベースの準
備（P.21）」を参照してください。

11 VirtualCenter サーバ マシンにライセンス サーバーをインストールします。

このマシンに保存したライセンス ファイルが必要です。

a [ ローカル VMware ライセンス サーバのインストール ]を選択し、[ 次へ ] を
クリックします。

b [ ライセンス情報 ]ページが表示されます。保存したライセンス ファイルの
場所を入力するか、または [ 参照 ] をクリックしてこのファイルの場所を指
定します。

[次へ ] をクリックして、続行します。

[VirtualCenter Web サービス ] ページが表示されます。

12 VirtualCenter SDK Web サービスを設定します。

このダイアログ ボックスは、VMwareVMware ソフトウェア開発キット（SDK）
のWeb サービスを構成します。このWebサービスは、クライアント ダウン

注意 サポート対象のデータベースを設定していない場合は、MSDEデータベースをイン
ストールする必要があります。MSDEデータベースをインストールしないと、
VirtualCenter インストーラを続行できません。
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ロードおよび管理機能を提供する VirtualCenter サーバWebサーバとは異なるの
で注意してください。VirtualCenter サーバのWebサーバは次の手順で設定します。

a Web サービスの https ポートを入力します。デフォルトは 443 です。

b Web サービスの http ポートを入力します。デフォルトは 80 です。

c VirtualCenter 診断ポートを入力します。デフォルトは 8083 です。

d VirtualCenter ポート（VirtualCenter と VI クライアントとの通信に使用され
るポート）を入力します。デフォルトは 902 です。

e VirtualCenter ハートビート ポートを入力します。デフォルトは 902 です。

f 以前の SDK Web インターフェイスとの互換性を保つ場合、このチェック 
ボックスを選択します。

g [ 次へ ] をクリックします。

[VMware VirtualCenter Web サーバ ] ページが表示されます。

13 VirtualCenter Web サーバを設定します。

a Web サーバが通信に使用する TCP/IP ポートを確認します。

b Windows が起動するたびにWeb サーバを起動する場合、該当するチェック 
ボックスを選択します。

c Webサーバをすぐに起動する場合、該当するチェック ボックスを選択します。

d Web サーバの設定を終了したら [ 次へ ] をクリックします。

14 [ インストール ]をクリックして、インストールを開始します。

インストールに数分かかる場合があります。VMware VirtualCenter サーバのイン
ストール中は、複数の進行状況表示バーが表示されます。

15 [ 終了 ] をクリックして VirtualCenter サーバのインストールを終了します。

注意 http ポートをデフォルトの 80 に設定すると、ポート 80を使用する他の
Webサーバ ソフトウェア（Microsoft IIS など）が VirtualCenter サーバと同じ
コンピュータ上で動作する場合に、衝突が起こる可能性があります。同一の
コンピュータ上で他のWebサーバ ソフトウェアを実行する必要がある場合
は、VirtualCenter サーバのデフォルト ポートを変更してください。
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Virtual Infrastructure Client のインストール
このセクションでは、Virtual Infrastructure（VI）Client をインストールする方法につ
いて説明します。VirtualCenter サーバの管理に使用するWindows ベースのシステム
に、VI クライアントをインストールします。

VI クライアントは、何台のWindows マシンにでもインストールできます。使用許諾
契約書には、VI クライアントのインストール台数に関する制限がありません。

Windows ホストへ VI クライアントをインストールする手順

1 Windows システムのシステム管理者として、CDからまたはダウンロードによっ
て VI クライアント インストーラを実行します。

CD から　[VMware VirtualCenter インストール ] メニューから [Virtual 
Infrastructure Client] をクリックします。

手順 3に進んでください。

ダウンロードから　次の手順に従ってください。

a VirtualCenter バージョン 2サーバまたは ESX Server 3.0 ホストのURL をWeb
ブラウザで開きます。

b Virtual Infrastructure Client のダウンロードリンクをクリックします。

c このファイルを VMware-viclient.exeとしてハードドライブに保存します。

d Windows Explorer で VMware-viclient.exe ファイルをダブルクリックし
ます。

スプラッシュ スクリーンが表示されます。VirtualCenter VI クライアント インス
トーラがコンポーネントをインストールする準備を行います。

2 Microsoft .NET Framework バージョン 1.1 をインストールします。

マシンにMicrosoft .NET Framework 1.1 が存在しない場合は、Microsoft .NET 
Framework 1.1 をインストールするかどうかを確認するプロンプトが表示されま
す。[はい ] をクリックします。

VirtualCenter クライアント インストーラが、マシンにMicrosoft .NET Framework 
1.1 をインストールします。旧バージョンがインストールされている場合は、
VirtualCenter インストーラによってバージョン 1.1 にアップグレードされます。

.NET Framework 1.1 の詳細に関しては、
msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/を参照してください。

[ようこそ ] ページが表示されます。

http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/
http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/
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3 VI クライアントをインストールしていることを確認し、[次へ ]をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。

4 [ 使用許諾契約書の条項に同意します ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[ユーザー情報 ]ページが表示されます。

5 ユーザー名と企業名を入力し、[次へ ] をクリックします。

[インストール先フォルダ ]ページが表示されます。

6 デフォルトのフォルダに同意する、または [ 参照 ] をクリックして VI クライアン
トをインストールするフォルダを選択し、[次へ ] をクリックします。

[プログラムのインストール準備 ] ページが表示されます。

7 [ インストール ] をクリックして、インストールを開始します。

プログレス ダイアログ ボックスが表示されます。インストールに数分かかる場
合があります。

8 [ 終了 ] をクリックして VI クライアントのインストールを終了します。

VirtualCenter コンポーネント間の通信の設定
VirtualCenter サーバは、VirtualCenter の各管理ホストへのデータ送信および各
VirtualCenter クライアントからのデータ受信を実行できなくてはいけません。
VMware Infrastructure のコンポーネント間にファイアウォールがある場合、表 2-1 に
記載のポートを開いて通信を有効にします。

表 2-1.  VMware Infrastructure の通信ポート

コンポーネント ポート
トラフィック 
タイプ

VirtualCenter サーバと VI クライアント 902 TCP

VirtualCenter サーバとWeb Access クライアント 443 TCP

VirtualCenter サーバと ESX Server ホスト 902 UDP

VirtualCenter サーバとライセンス サーバ 27000、27010 TCP

注意 表 2-1 は、VMware Infrastructure コンポーネント間の通信に使用するデフォルト ポー
トを示しています。ポートの設定変更に関する詳細については、『サーバ構成ガイド』
を参照してください。
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次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

「VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.21）」の説明に従って、
VirtualCenter サーバで使用するデータベースを選択、構成しました。

「VirtualCenter サーバのインストール（P.27）」の説明に従って、VirtualCenter
サーバとライセンス サーバをインストールしました。

「Virtual Infrastructure Client のインストール（P.31）」の説明に従って、VI クライア
ントをインストールしました。

「VirtualCenter コンポーネント間の通信の設定（P.32）」の説明に従って、VMware 
Infrastructure コンポーネントの通信用にファイアウォールを構成しました。

次の「ESX Server のインストール」では、ESX Server をインストールします。

ESX Server のインストール
VMware ESX Server バージョン 3インストールには、以下のコンポーネントが含まれ
ます。

VMware ESX Server　仮想マシンを管理およびサポートするソフトウェアです。

VMware Web Access　WebブラウザからESX Serverホストにアクセスできるよう
にするソフトウェアです。

インストールの準備
VMware ESX Server ソフトウェアのインストールには、2種類のインストーラを使用
できます。

グラフィカル インストーラ　ESX Server をインストールまたはアップグレードす
るマウスベースのグラフィカルなインストール プログラムです。ヴイエムウェ
アでは、この方法でのインストールをお勧めします。この『クイック スタート 
ガイド』では、グラフィカル インストーラを使用して ESX Server をインストー
ルする方法を説明しています。

テキストモード インストーラ　ESX Server をインストールまたはアップグレード
するテキストベースのインタインターフェイスフェースです。グラフィカル イン
ストーラを使用して、ビデオ コントローラ、キーボード、マウスが正しく機能
しなかった場合、このインストール方法を選択してください。この『クイック 
スタート ガイド』では、テキスト インストーラを使用して ESX Server をインス
トールする方法については説明していません。テキスト インストーラの使用方法
については、『インストールおよびアップグレード ガイド』を参照してください。
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ILO、DRAC、RSA II の使用
ILO またはDRAC を使用して ESX Server をインストールする場合は、Virtual CD 機能
の使用に十分注意してください。負荷のかかったシステムで Virtual CD 機能を使用す
ると、問題が生じる場合があります。この方法で ESX Server をインストールする必要
がある場合は、ESX Server Installer の Media Test を実行してください。

RSA II で Virtual CD 機能を使用して ESX Server をインストールすることは避けてくだ
さい。

IDE または SATA ドライブでのインストール
ESX Server ソフトウェアを ATA エミュレーション モードの IDE ドライブまたは SATA
ドライブにインストールしようとすると、インストーラにより警告が表示されます。
ESX Server ソフトウェアを IDE ドライブにインストールし、起動することは可能で
す。ただし、仮想マシンがストアされているファイル システム（VMFS）は、IDE お
よび SATA でサポートされていません。ESX Server ホストには、仮想マシンを保存す
る SCSI ストレージ、NAS、SANが必要です。

ハードウェアの必要条件については、「ESX Server 要件（P.15）」 を参照してくだ
さい。

パーティショニングの必要条件については、『インストールおよびアップグレー
ド ガイド』を参照してください。

LUN の必要条件
ESX Server がサポートする LUNは最大 256 ですが、インストーラがサポートする
iSCSI または SAN LUN は最大 128 です。LUNが 128 を超える場合、インストール完
了後に接続してください。

VMFS3 でサポートされている最小 LUNキャパシティは 1200 MB です。

ESX Server ホストは、起動時にロードされた最初の 256 の LUNのみをサポートしま
す。起動ボリュームは、最初の 256 の LUNになければなりません。ない場合、起動
時に ESX Server ホストがハングします。起動ボリューム前にコントローラが 256 の
LUNをロードする場合、そのコントローラの LUNの数を 256 以下に減らす必要があ
ります。

ESX Server ソフトウェアをインストールしていない場合、PCI コントローラ カードを
調整して、必要に応じて LUNの順番を決めることができます。

ESX Server ホストを SANから起動する場合、LUN全体を各 ESX Server ホストに割り
当ててください。

注意 ESX Server ソフトウェアのインストール後は、PCI スロットのドライブ コントローラ
を変更しないことをお勧めします。
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ESX Server ホストを SANから起動するように構成する方法については、『SAN 構成ガ
イド』を参照してください。

ESX Server ソフトウェアは、共有 LUNからの起動をサポートしていません。ESX 
Server ソフトウェアを共有 LUNにインストールする場合、共有 LUNのデータが上書
きされることがあります。

インストールを開始する前に、使用されるもの以外のすべての SAN LUN をサーバか
らゾーンまたはマスクします。

ESX Server のインストール
このセクションでは、グラフィカル モードのインストーラとデフォルトのパーティ
ショニング オプションを使用して ESX Server ソフトウェアをサーバ マシンにインス
トールする方法について説明します。パーティショニング オプションの構成、また
はテキスト モードのインストーラの使用方法については、『インストールおよびアッ
プグレード ガイド』を参照してください。

ESX Server のインストール手順

1 サービス コンソールに使用している Ethernet アダプタにネットワーク ケーブル
が接続されていることを確認します。

ESX Server インストーラでは、DHCP でのマシン名など、特定のネットワーク設
定を正しく検出するために、ライブ ネットワーク接続が必要です。

2 CDドライブの VMware ESX Server CD を使用してマシンの電源をオンにします。

注意 使用できる LUNのステータスを判別する必要があります。インストーラは、LUNが
共有かどうかを判別できません。
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ESX Server が起動プロセスを開始し、モード選択ページが表示されます。

このページが表示されない場合は、次の手順を実行してください。

a マシンを再起動します。

b マシンの [BIOS 設定 ] ページの入力に必要なキーを押します。

多くの場合、このキーは<F1>、<F2>、<F10> のいずれかです。

c CDドライブを最初の起動デバイスとして設定します。

d マシンを再起動します。

3 <Enter> を押してグラフィカル インストーラを起動します。

CDメディア テスト ページが表示されるまで、一連のインストール メッセージ
をスクロールします。

4 [ テスト ] をクリックして、インストーラで、インストール CDメディアにエ
ラーがないか検査します。

[省略 ] をクリックした場合は、手順 5に進みます。

[テスト ] をクリックした場合、進行状況表示バーが表示されます。CDメディ
アのエラーがテストされます。テストが完了すると、[ メディア チェックの
結果 ] ダイアログ ボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

[ようこそ ] ページが表示されます。
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5 [ 次へ ] をクリックします。

[キーボードの選択 ]ページが表示されます。

6 リストからキーボードで使用する言語を選択し、[次へ ] をクリックします。

[マウスの構成 ]ページが表示されます。

7 お使いのマウスを選択します。

マウスを特定するためのヒントを次に示します。

コネクタが円形の場合、マウスは PS/2 または Bus マウスです。

コネクタが台形で 9個の穴がある場合は、シリアル マウスです。

コネクタが平たい矩形の場合は、USB マウスです。

マウスを適切に特定するには　厳密に合致するマウスを特定できない場合は、お
使いのマウスと互換性のあるマウス タイプを選択してください。あるいは、適
切な汎用マウス タイプを選択します。

[3 ボタン マウス エミュレーション ]　インストール中に、このボックスを選択
すると、両方のマウス ボタンを同時に押すことで、中央マウスボタン機能を使
用できます。

マウスを選択したら、[次へ ] をクリックします。

8 インストールのタイプを選択します。

[インストール タイプの選択 ] ダイアログ ボックスは、インストーラが以前の
ESX Server インストールを検出した場合のみ表示されます。

[ インストール ]　ESX Server 構成データを保持せずに最初からインストール
を行う場合、[インストール ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[ アップグレード ]　アップグレードを行う場合、『インストールおよびアッ
プグレード ガイド』を参照してください。次の手順には進まないでください。

9 [ 使用許諾契約書の条項に同意します ] を選択し、ヴイエムウェア ライセンスの
使用許諾契約書を受諾します。[次へ ] をクリックします。

ドライブまたは LUN（SCSI やファイバ チャネル）が初期化されない場合、警告
ダイアログ ボックスが表示されます。

注意 マウス構成は、重要な設定ではありません。ESX Server がインストールされる
と、X Windowシステムはサービス コンソールからサポートされなくなるので、
この設定が無視されるためです。
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ドライブにデータがない場合、[OK] をクリックして、パーティショニングを実
行できます。インストール中、ドライブを初期化して使用する必要があります。

[パーティショニング オプション ] ページが表示されます。

10 [ 推奨 ]をクリックし、ハード ドライブの容量に応じたデフォルト パーティション
を構成します。

a ESX Server ソフトウェアをインストールするボリュームを選択します。

b [ 仮想マシンと VMFS を維持する ] を選択解除します。

c [ 推奨パーティショニング ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

警告ダイアログ ボックスが表示されます。

d [ はい ] をクリックして、パーティショニング選択を続けます。

e 自動パーティショニング設定を変更するオプションを使用できます。

[ 新規 ]　ディスクを選択し、このボタンをクリックして、新規パーティ
ションを作成します。

[ 編集 ]　パーティションを選択し、このボタンをクリックして、既存の
パーティションを変更します。

[ 削除 ]　パーティションを選択し、このボタンをクリックして、既存の
パーティションを削除します。

[ リセット ]　このボタンをクリックして、デフォルト パーティショニン
グ スキームをリストアします。

11 ESX Server がどのように起動するか選択します。

[ ドライブから（ドライブのMBRにインストールする）]　通常のインストー
ルでは、このオプションを使用します。

このドライブは、ホスト BIOS の最初の起動デバイスと一致する必要があり
ます。これらの設定が一致しない場合、ホストは、ESX Server ソフトウェア
から起動できません。手順 10も参照してください。

[パーティションから ]　BIOS情報をMBRに保存するレガシー ハードウェアの
場合、このオプションを使用してください。

ブート ローダの場所に光メディア ドライブを選択しないで下さい。

注意 ESX Server ホストを SANから起動するには、ドロップ ダウン メニューから
SANベース LUNを選択します。
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12 起動オプションを構成します。

[一般カーネル パラメータ]　デフォルト オプションを起動コマンドに追加す
るには、カーネル パラメータ フィールドに入力します。入力したオプション
はすべて、起動のたびに ESX Server カーネルに渡されます。

[LBA32 を強制 ]　このオプションを使用すると、/boot パーティションの
1024 シリンダ制限を超えることができます。お使いのシステムが、1024 シ
リンダの境界を越えてオペレーティング システムを起動するために LBA32
拡張をサポートしており、1024シリンダを越えて /bootパーティションを配
置したい場合は、このオプションを選択してください。これは、通常、レガ
シー ハードウェアでのみ必要です。

13 [ 次へ ] をクリックして、インストールを続けます。

14 ネットワーク設定を構成します。

a ESX Server コンソールで使用するネットワーク インターフェイスを選択しま
す。テキスト インストーラを使用する場合、[OK] をクリックして先に進み
ます。

b ESX Server ホスト ネットワーク IP アドレスを構成します。テキスト インス
トーラを使用する場合、[OK] をクリックして先に進みます。

固定 IP アドレスを使用して、クライアント アクセスを単純化することをお
勧めします。

必要なネットワーク構成情報がない場合、システム管理者にお尋ねください。

c ESX Server ホスト名を入力します。適切な場合ドメインを含む、完全なマシン
名を入力します。

このオプションが使用できるのは、固定 IPアドレスを使用する場合だけです。

d ネットワーク VLAN ID が必要な場合、VLAN ID を入力します。

e [ 仮想マシンのデフォルト ネットワークを作成する ]を選択し、仮想マシン
のデフォルト ポート グループを作成します。

注意 仮想マシン ネットワーク トラフィックは、別のネットワーク アダプタの仮
想スイッチが構成されるまで、このネットワーク アダプタを共有します。
他のネットワーク アダプタは、後で Virtual Infrastructure Client から構成でき
ます。
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f [ 次へ ] をクリックします。

15 以下の手順を実行してタイム ゾーンを設定します。

a [ マップ ] タブをクリックして、地図を表示します。

b マップ上で、現在地に最も近い町をクリックします。

c 必要な場合、UTC（Coordinated Universal Time: 協定世界時）を使用する
チェック ボックスを選択します。

d [ 次へ ] をクリックします。

[場所 ] タブを使用し、リストから町を選択してタイム ゾーンを設定したり、ま
たは [UTC オフセット ] タブを使用して、タイム ゾーンを GMT（Greenwich 
Mean Time：グリニッジ標準時）からのオフセットとして設定することもでき
ます。

16 ルート パスワードを入力します。両方のフィールドに同じパスワードを入力し、
[次へ ] をクリックします。

ルート パスワードは 6文字以上にする必要があります。

17 インストールの構成を確認し、[次へ ] をクリックします。

インストールのステータスを表示する進行状況表示バーが表示され、ダイアログ 
ボックスにより、インストールの完了が通知されます。

18 [ 終了 ] をクリックして、終了します。

インストール後の考慮事項
ESX Server ホストへの追加ハードウェアのインストールなど、インストール後の操作
については、『インストールおよびアップグレード ガイド』を参照してください。

次の手順
ここでは、ESX Server をホストにインストールし、VMware Infrastructure のすべての
主要コンポーネントのインストールを完了しました。

次の章では、VMware Infrastructure コンポーネントの管理方法について説明します。

注意 [ 仮想マシンのデフォルト ネットワークを作成する ]を選択すると、お使い
の仮想マシンはネットワーク アダプタをサービス コンソールと共有します。
最適なセキュリティを実現するには、このような構成はお勧めできません。
このオプションを選択しない場合、「ネットワーク接続の構成（P.60）」の説
明に従って、仮想マシンのネットワーク接続を作成します。
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この章では、VMware Infrastructure コンポーネントの作成および管理の方法について
説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

VI クライアントの起動とログオン（P.41）

データセンターの設定（P.43）

仮想マシンの作成（P.48）

ユーザーの許可の構成（P.53）

リソース プール（P.57）

ネットワーク接続の構成（P.60）

ゲストOSのインストール（P.64）

仮想マシンの管理（P.66）

タスクとイベント（P.70）

VI クライアントの起動とログオン 
VI クライアントを使用すると、VirtualCenter を介して ESX Server ホストを 1つのグ
ループとして管理すること、または ESX Server ホストに直接接続して個別に管理する
ことができます。ヴイエムウェアでは、VirtualCenter サーバにログオンする方法をお
勧めします。その他の機能に加え、複数の ESX Server ホストを統合し、データセン
ター レベルで表示することもできます。

VI クライアントにログインする際、VirtualCenter サーバに接続するか、ESX Server ホ
ストに直接接続するかを選択できます。

VMware Infrastructure 
コンポーネントの作成および管理 3
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VirtualCenterサーバからESX Serverホストを管理する場合、VirtualCenterサーバに
ログオンするユーザーは、Windows ドメインに属しているユーザーです。
VirtualCenter サーバに初めてログオンする際、Windows 管理者グループの全
ユーザーに対し、デフォルトにより VirtualCenter 管理者権限が割り当てられま
す。VirtualCenter 管理者は、その他の全 VirtualCenter ユーザーおよびユーザー 
グループに対し、明示的に許可を与える必要があります。

VI クライアントとの直接接続を通じて個別に ESX Server ホストを管理する場合、
ホストにログオンするユーザーは、VI クライアントを使用して明示的にホスト
に作成するユーザーです。ホストに初めてログオンする際、rootとしてログ
オンする必要があります。その後、追加のユーザーとユーザー グループを作成
し、必要に応じて許可を与えます。

VI クライアントを起動し、ログオンする手順

1 VI クライアントを起動するには、ショートカットをダブルクリックするか、ま
たは、[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Virtual Infrastructure Client 
2.0] をクリックしてアプリケーションを選択します。

[Virtual Infrastructure Client] ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。

2 アクセス先に応じて、VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストのホスト名ま
たは IP アドレスを入力します。

3 VirtualCenter サーバにログオンする場合、適切なWindows ドメインのユーザー
名とパスワードを入力します。初回ログオン時は、他のユーザーの許可を設定で
きるよう、Windows 管理者としてログオンします。

4 個々の ESX Server ホストにログオンする場合、ESX Server ホストのサービス コン
ソールで受け付けられるユーザー名を入力します。初回ログオン時は、rootとし
てログオンし、ESX Server のインストール時に入力したパスワードを使用します。

5 [ ログイン ] をクリックします。
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データセンターの設定
データセンターを設定する場合、1台または複数の ESX Server ホストを VirtualCenter
の管理下に移動し、仮想マシンを作成して、仮想マシンの編成およびリソース管理の
方法を決定します。

データセンターの設定では、最低 3つのタスクを以下の順序で実行します。

1 データセンターの作成 

2 VirtualCenter の管理下へのホストの移動 

3 仮想マシンの作成 

データセンターの作成
データセンターを、ホスト、仮想マシン、リソース プール、およびクラスタのコン
テナとして作成します。データセンターを使用して組織的な構造を構築すると、仮想
構成を特定の部門専用に確保する、テスト用に分離された仮想環境を構築する、また
は独自の環境を編成する、などの作業が可能になります。

データセンターの作成手順

1 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] をクリックし、インベントリ パネルを表
示します。

2 [ インベントリ ] ボタンの右側にある矢印をクリックします。

3 [ ホストおよびクラスタ ]を選択します。
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4 インベントリ パネルの [ ホストおよびクラスタ ] フォルダ アイコンを右クリック
し、ポップアップ メニューから [ 新規データセンター ] を選択します。

データセンターのアイコンがインベントリに追加されます。

5 データセンターの名前を入力します。

データセンターをさらに細かく分割する場合は、特定のホストまたはリソース グ
ループのフォルダとフォルダ階層を作成できます。フォルダの作成方法はデータセン
ターの場合とほぼ同じで、[新規データセンター ] の代わりに [ 新規フォルダ ] を選択
するだけです。

VirtualCenter の管理下へのホストの移動
VirtualCenter にホストを移動し、作成した仮想マシンの常駐ホストとして管理しま
す。ホストは、CPUおよびメモリ リソース、ストレージへのアクセス、およびネッ
トワーク接続を仮想マシンに提供します。VirtualCenter の管理下にホストを移動する
には、最低 3つのタスクを以下の順序で実行します。

1 ホストを VirtualCenter インベントリに追加します。 

2 ライセンス タイプを選択します。 

3 ユーザーの許可を設定します。 

本番環境では、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク、セキュリティなども構成
する場合があります。これらのタスクの詳細については、『サーバ構成ガイド』を参
照してください。
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ホストをインベントリに追加する手順

1 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] をクリックし、インベントリ パネルを表
示します。

2 作成したデータセンターを右クリックし、[ ホストの追加 ] を選択します。ホス
トを格納するフォルダを作成した場合は、データセンターではなくそのフォルダ
を右クリックし、[ホストの追加 ] を選択します。

[ホストの追加 ]ウィザードが表示されます。
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3 [ 接続設定 ] ページでホストの [ホスト名 ] を入力します。

4 [ ユーザー名 ] フィールドに rootと入力し、ESX Server のインストール時にホス
トに選択したパスワードを [ パスワード ] フィールドに入力します。

5 [ 次へ ] をクリックし、[ ホストサマリ ] ページの情報を確認します。[次へ ] を
もう一度クリックします。

6 仮想マシンおよびテンプレートのインベントリから、ホストの仮想マシンの配置
場所となるデータセンターまたはフォルダを選択します。[次へ ] をクリックし
ます。

7 [ ホストの追加 ] ウィザードの最終ページで情報を確認し、[ 終了 ] をクリックし
ます。

ウィザードが終了すると、VirtualCenter サーバは以下を実行します。

ホスト用のネットワークを探し、ホストに仮想マシンがあるかどうかを判断し
ます。

ホストを接続します。ウィザードがホストを接続できない場合、インベントリに
ホストは追加されません。

ホストが別のデータセンターによって管理されていないことを確認します。管理
されている場合は、メッセージを表示します。

注意 VirtualCenter はホストに接続できるが、何らかの理由でその接続を維持できない
場合、ホストは非接続状態で追加されます。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。
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ホスト上のプロセッサ数を読み取り、適切な数のライセンスを割り当てます。こ
のプロセッサ数は、VirtualCenter データベースに保存され、各ホストの再接続時
と VirtualCenter の起動時に検証されます。

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。サポートされてい
ない場合、そのホストをサポート対象のバージョンにアップグレードできるかど
うかを確認します。ホストのアップグレードが可能な場合、VI クライアントに
アップグレードを促すプロンプトが表示されます。

これら一連の操作が正常に終了すると、ホストが VI クライアントのインベント
リ パネルに表示されます。

ホストのライセンス タイプを選択する手順

1 インベントリ パネルでホストを選択し、[構成 ] タブをクリックします。

2 [ ライセンス機能 ]をクリックします。

[ライセンス ] ページが表示されます。

3 [ESX Server ライセンス タイプ ] の横にある [ 編集 ] をクリックします。
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[ESX Server のライセンス タイプ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 使用するライセンス タイプを選択し、[OK] を選択します。

5 [ アド オン ] の横にある [ 編集 ] をクリックします。

[アド オン ] ダイアログ ボックスが表示されます。

6 ライセンスを付与されているアド オン機能をリストから選択し、[OK] をクリッ
クします。

次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

VirtualCenter サーバ インベントリに、データセンターを作成しました。

ESX Server ホストを VirtualCenter サーバ インベントリに追加しました。

ESX Server ホストのライセンス タイプを構成しました。

VirtualCenter サーバ インベントリの管理に関する詳細については、『基本システム管
理』を参照してください。

次のセクションでは、仮想マシンの作成について説明します。

仮想マシンの作成
VI クライアントは、シンプルで柔軟性の高いユーザー インターフェイスを備えてい
ます。このユーザー インターフェイスを使用して、新しい仮想マシンの作成を手動
構成で、あるいはテンプレートから、または既存の仮想マシンのクローンを作成して
行うことができます。すべての仮想マシンは、ウィザードを使用して適切な場所に作
成されます。ウィザードでは、完全かつ有効な仮想マシンを作成する手順が示されま
す。一般的な方法では、デフォルトからの変更がほとんど必要ない選択肢を省略する
ことで、プロセスが短縮されています。
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図 3-1 は、仮想マシンの一般的な作成方法を示しています。

図 3-1.  一般的な方法による仮想マシンの作成

仮想マシンの名前指定

リソース プールの選択

データストアの選択

ゲストOSの選択

仮想プロセッサの構成

仮想マシン メモリの構成

ネットワーク接続の選択

仮想ディスクの作成

仮想マシンの作成完了
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図 3-2 は、カスタマイズされた仮想マシンの作成方法を示しています。

図 3-2.  カスタマイズされた方法による仮想マシンの作成

データセンターを作成し、（クラスタ化された、またはスタンドアロンの）ホストを
追加したら、[新規仮想マシン ]ウィザードを使用して仮想マシンをクラスタまたは

仮想マシンの名前指定

ディスク容量およ
び場所の指定 ターゲットLUNの選択

データストアの選択

互換モードの選択

既存ディスクの選択

ディスクの新規作成 既存ディスクを使用 SAN LUNのマッピング

リソース プールの選択

データストアの選択

ゲストOSの選択

仮想プロセッサの構成

仮想マシン メモリの構成

ネットワーク接続の選択

I/Oアダプタ タイプの選択

上級ディスク オプションの指定

仮想マシンの作成完了

ディスクの選択
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ホストに追加できます。このガイドでは、一般的な方法で仮想マシンを追加する手順
を説明しています。カスタマイズした方法による仮想マシンの作成については、『VI
クライアント オンライン ヘルプ』を参照してください。

VI クライアントから仮想マシンを作成する手順

1 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] 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 リストで、新しい仮想マシンの追加先となる、管理下のホストま
たはクラスタを選択します。

3 [ ファイル ] メニューから、[ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択します。

[ウィザード タイプ ] ページが表示されます。

4 [ 標準 ] の構成タイプを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[名前およびフォルダ ]ページが表示されます。

5 [ 名前およびフォルダ ]ページで以下を実行します。

a [ 仮想マシン名 ] フィールドに仮想マシンの名前を入力します。

この名前は、VI クライアントのインベントリに表示されます。この名前は、
仮想マシンのファイル名としても使用されます。

b 仮想マシンのインベントリの場所を設定するには、[仮想マシン インベント
リの場所 ] のリストから、フォルダまたはデータセンターのルートを選択し
ます。

c [ 次へ ] をクリックします。

ホストまたはクラスタにリソース プールが含まれる場合は、[リソース プー
ル ] ページが表示されます。

6 仮想マシンを実行するリソース（ホスト、クラスタ、またはリソース プール）
を選択し、[次へ ] をクリックします。

[データストア ]ページが表示されます。

7 仮想マシンのファイルを保存するデータストアを選択し、[次へ ] をクリックし
ます。

[ゲストOS] ページが表示されます。

8 [ ゲスト OS] ページで以下を実行します。

a [ ゲスト OS] 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）を選択します。

b ドロップダウン メニューからバージョンを選択し、[次へ ]をクリックします。
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ホストがマルチプロセッサ型で、ゲストOSが SMP の場合、[ 仮想 CPU] ページ
が表示されます。

9 ドロップダウン リストから仮想マシンの仮想プロセッサ数を選択し、[次へ ] を
クリックします。

[メモリ ] ページが表示されます。

10 色付きの矢印をクリックしてメモリ サイズを設定し、[ 次へ ] をクリックします。

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。

[ネットワーク ]ページが表示されます。

11 ネットワーク接続を選択します。

a 接続するNIC の数を選択します。

b 各 NIC に対し、[ ネットワーク ] プルダウン メニューを使用して、ホストの
仮想マシン用に構成済みのポート グループを 1つ選択します。

仮想マシンのポート グループが構成されていない場合、警告ダイアログ 
ボックスが表示され、仮想ネットワーク カードの構成はできません。

c 仮想マシンの電源投入時に仮想ネットワーク アダプタを接続しないNIC に
ついては、それぞれの [起動時に接続 ]チェックボックスの選択を解除します。

d [ 次へ ] をクリックします。

[仮想マシンの容量 ]ページが表示されます。

12 [ ディスク サイズ ] フィールドにディスク サイズをMBまたはGB単位で入力し、
[次へ ] をクリックします。

[設定が完了しました ]ページが表示されます。

13 選択内容を確認し、[終了 ] をクリックします。

注意 VirtualCenter は、ゲストOSのインストールは行いません。[新規仮想マシン ]
ウィザードはこの情報を使用して、必要なメモリ容量などの適切なデフォル
ト値を選択します。ゲストOSのインストールについては、「ゲストOSのイ
ンストール（P.64）」を参照してください。
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次の手順
ここでは、仮想マシンを作成しました。仮想マシンの作成および既存の仮想マシンの
VirtualCenter サーバ インベントリへの追加については、『基本システム管理ガイド』
と『VI クライアント オンライン ヘルプ』を参照してください。

次のセクションでは、許可について説明します。

ユーザーの許可の構成
VirtualCenter とその管理機能およびリソースへのアクセス権は、ユーザーに割り当て
られた許可に基づいて付与されます。たとえば、ホスト上で仮想マシンを作成する許
可や、仮想マシンのパワーオンはできるが作成はできない許可などがあります。

VirtualCenter では、許可はアクセス ロールとして定義されます。アクセス ロールは、
ユーザーと、そのユーザーに割り当てられたオブジェクト（仮想マシン、ESX Server
ホストなど）に関するロールで構成されます。ロールとは、事前に定義された一連の
権限です。VirtualCenter には、システム ロールとサンプル ロールの 2種類のデフォ
ルト ロールがあります。システム ロールに関連付けられた権限は変更できませんが、
サンプル ロールの権限は変更できます。各ロール タイプでは、前のロールの権限が
それぞれの後続ロールによって継承されます。表 3-1 は、ユーザーに割り当て可能な
デフォルト ロールのリストです。
 

表 3-1.  デフォルト ロール

ロール タイプ 内容

非アクセス 
ユーザー

システム ユーザーは、オブジェクトを表示または変更できません。
特定のオブジェクトに No Access ロールを設定した場合、
ユーザーはその No Access オブジェクトに関連付けられた
[VI クライアント ] タブを選択できますが、タブの内容は表
示されません。No Access ロールはデフォルトです。

読み取り専用
ユーザー

システム ユーザーは、オブジェクトの状態と詳細を表示できます。
コンソール タブを除くすべてのタブ パネルを VI クライアン
トで表示できます。メニューおよびツールバーを使用した
アクションは実行できません。

管理者 システム ユーザーは、オブジェクトの権限を変更できます。VMware 
Infrastructure 環境のすべての VirtualCenter ユーザーおよび
仮想オブジェクトに関するアクセス権と権限を追加、削除、
設定できます。

仮想マシン 
ユーザー

サンプル ユーザーは、仮想マシン レベルでのみアクションを実行で
きます。

仮想マシン 
パワー 
ユーザー

サンプル ユーザーは、仮想マシン レベル、リソース レベル、および
スケジュール設定タスク レベルでアクションを実行でき
ます。
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許可によって、ユーザーおよびユーザー グループは、特定のアクティビティを実行
し、ホストや仮想マシンなど VirtualCenter の管理下にあるオブジェクトを管理する
権利を与えられます。たとえば、ESX Server ホストのメモリを構成するには、ホスト
の構成権限を有する許可が必要です。

ユーザーまたはユーザー グループに許可を設定する手順

1 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、必要に応じてイン
ベントリを展開します。

2 該当するオプションを右クリックし、[ パーミッションの追加 ] を選択します。

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、管理下にあるすべてのエンティティに許可を割り当てることができます。

リソース 
プール管理者

サンプル ユーザーは、データストア、ホスト、仮想マシン、リソー
ス、アラーム管理、スケジュール設定タスクの各レベルで
アクションを実行できます。このロールでは、リソースを
委譲することができます。

データセンター
管理者

サンプル ユーザーは、グローバル、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
管理、スケジュール設定タスクの各レベルでアクションを
実行できます。

仮想マシン
管理者

サンプル ユーザーは、グローバル、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
管理、スケジュール設定タスク、セッションの各レベルで
アクションを実行できます。このロールでは、Datacenter 
Administrator ロールで使用できないきめ細かな権限が追加
されています。

表 3-1.  デフォルト ロール （続き）

ロール タイプ 内容
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[ 権限の割り当て ]ダイアログ ボックスが表示されます。

3 [ 割り当てられたロール ]リストからロールを選択します。

そのロールに割り当てられているすべての権限に、チェック マークが付けられ
ます。

4 このロールをオブジェクトの子に適用するには、[子オブジェクトへ伝達 ] を選
択します。

伝搬により、選択したロールは階層内のすべての下位オブジェクトに継承されま
す。たとえば、ホストの Administrator ロールを選択した場合、許可が作成され
ると、このロールに関連付けられたユーザーには、そのホストおよびホストのす
べての仮想マシンに対する管理者権限が与えられます。

5 [ 追加 ] ボタンをクリックします。
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[ ユーザーの選択 ]ダイアログ ボックスが表示されます。

6 ロールに関連付けるユーザーまたはユーザー グループが属するドメインを選択
します。

7 [ 検索 ] ボックスに名前を入力するか、[ 名前 ] リストから名前を選択します。

8 [ ユーザー ] または [ グループ ] フィールドに名前を追加します。複数の名前を追
加するには、手順 6～ 8を繰り返します。

9 ユーザーの選択が終了したら、[OK] をクリックします。

VI クライアントの [ユーザーの選択 ]ダイアログ ボックスが閉じられ、[権限の
割り当て ] ダイアログ ボックスの [ ユーザーおよびグループ ] リストに値が入力
されています。

10 [OK] をクリックします。

オブジェクトの許可のリストに、許可が追加されます。許可のリストでは、このオブ
ジェクトに割り当てられたすべてのユーザーおよびユーザー グループと、これらの
ロールが割り当てられている階層内での位置を参照できます。

次の手順
ここでは、ユーザーの許可を定義する方法について説明しました。許可とロールの詳
細については、『基本システム管理』を参照してください。

注意 [ ユーザーおよびグループ ] ドロップダウン メニューを使用すると、[ 名前 ] リス
トをアルファベット順で表示する、あるいはユーザーまたはユーザー グループ
を先頭にするかどうかを指定できます。
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リソース プール
リソース プールを使用して、使用可能な CPU とメモリ リソースを階層的にパーティ
ショニングすることができます。

各スタンドアロン ホストと各DRS クラスタには、（非表示の）ルート リソース プー
ルがあり、そのホストまたはクラスタのリソースがグループ分けされています。ホス
ト（またはクラスタ）とルート リソース プールは常に同じであるため、ルート リ
ソース プールは表示されません。子リソース プールを作成しない場合は、ルート リ
ソース プールだけが存在します。

ユーザーは、ルート リソース プールの子リソース プール、またはユーザーが作成し
た任意の子リソース プールの子リソース プールを作成できます。それぞれの子リ
ソース プールは、親のリソースの一部を保持し、これによって、連続した小さな単
位のコンピュータ機能を表す子リソース プールの階層構造が形成されます。

リソース プールには、子リソース プールまたは仮想マシン、あるいはその両方を格
納できます。これにより、共有リソースの階層が形成されます。上位のリソース 
プールを親リソース プールと呼び、同レベルにあるリソース プールと仮想マシンを
兄弟と呼びます。

図 3-3.  階層的リソース プール

図 3-3 の RP-QA は、RP-QA-UI の親リソース プールです。 RP- マーケティングと RP-QA
は兄弟です。RP- マーケティングのすぐ下にある 3台の仮想マシンは兄弟です。

各リソース プールに対し、予約、限度、シェア、予約拡張の可否を指定できます。
リソース プールのリソースは、その子のリソース プールと仮想マシンからも使用で
きます。

リソース プールの作成
任意のホスト、リソース プール、またはDRS クラスタの子リソース プールを作成で
きます。

兄弟 親リソース プール
子リソース プール

注意 ホストがクラスタに追加されると、そのホストの子リソース プールは作成できなく
なります。クラスタがDRS に対して有効である場合は、そのクラスタの子リソース 
プールを作成できます。
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子リソース プールを作成する際、リソース プールの属性情報を入力するよう求める
プロンプトが表示されます。システムは、アドミッション制御を使用して、使用でき
ないリソースが割り当てられないようにします。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。

リソース プールの作成手順

1 該当する親を選択し、[ファイル ] - [ 新規 ] - [ 新規リソース プール ] を選択する
か、または [ 概要 ] タブの [ コマンド ] パネルで [ 新規リソース プール ] をクリッ
クします。

2 [ 新規リソース プール ] ダイアログ ボックスに、リソースプールに関する以下の
情報を入力します。

フィールド 内容

名前 新しいリソース プールの名前。

CPU リソース

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持す
る CPUシェア数。兄弟のリソース プールは、予約と
限度で指定された相対的シェア値に従って、リソー
スを共有します。[ 低 ]、[ 中 ]、[ 高 ] を選択するか、
あるいは [ カスタム ] を選択して数値を指定し、シェ
ア値を割り当てます。

予約 このリソース プール用に確保されている CPU の割り
当て。

拡張可能な予約 このチェックボックスを使用して、このリソース 
プールで仮想マシンの電源がオンになった場合、お
よび仮想マシンの予約合計がリソース プールの予約
より大きい場合、リソース プールが親または祖先の
リソースを使用できるかどうかを指定します。デ
フォルトでは選択されています。

限度 ホストがこのリソース プールで使用できる CPU容量
の上限。デフォルトは [ 制限なし ] です。上限を指定
する場合は、[ 制限なし ] チェックボックスの選択を
解除し、数値を入力します。

メモリ リソース

シェア リソース プールが親のリソース合計に対して保持す
るメモリ シェア数。兄弟のリソース プールは、予約
と限度で指定された相対的シェア値に従って、リ
ソースを共有します。[ 低 ]、[ 中 ]、[ 高 ] を選択する
か、あるいは [ カスタム ] を選択して数値を指定し、
シェア値を割り当てます。
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3 すべての項目を選択したら、[OK] をクリックします。

VirtualCenter は、リソース プールを作成し、インベントリ パネルに表示します。

リソース プールへの仮想マシンの追加
新しい仮想マシンを作成すると、作成プロセスの一部として、[仮想マシン ] ウィ
ザードでその仮想マシンをリソース プールに追加できます。「仮想マシンの作成
（P.48）」を参照してください。次に示すように、既存の仮想マシンをリソース プール
に追加することもできます。

既存の仮想マシンをリソース プールに追加する手順

1 インベントリの任意の場所から仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、スタンドアロン ホスト、クラスタ、または別のリソース プール
と関連付けることができます。

2 仮想マシン（複数可）を目的のリソース プール オブジェクトにドラッグします。

仮想マシンを新しいリソース プールに移動すると、以下のようになります。

仮想マシンの予約と限度は変わりません。

仮想マシンのシェアが「高」、「中」、または「低」の場合、シェアの比率は、
新しいリソース プールで使用されているシェア数の合計に合わせて調整さ
れます。

予約 このリソース プール用に確保されているメモリの割
り当て。

拡張可能な予約 このチェックボックスを使用して、親でリソースを
使用可能な場合に、指定された予約より多くのリ
ソースを割り当てるかどうかを指定します。

限度 このリソース プールに割り当てるメモリの上限。デ
フォルトは [ 制限なし ] です。異なる限度を指定する
場合は、[ 制限なし ] チェックボックスの選択を解除
します。

フィールド 内容

注意 黄色い三角形は、使用可能な CPUとメモリの合計の制限から、値が不正であること
を示しています。正当な値より大きい値を入力することはできません。たとえば、予
約が 10GB のリソース プールがあり、予約が 6GBの子リソース プールを作成した場
合、2つ目に作成する子リソース プールの予約を 6GB にして [ タイプ ] を [ 固定 ] に
設定することはできません。2つの子リソース プールの合計は、親の予約を超えてい
ます。
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仮想マシンにカスタム シェアが設定されている場合は、そのシェア値が維
持されます。

[リソース割り当て ]タブに表示される、リソース プールの予約済みおよび未
予約の CPUとメモリに関する情報は、仮想マシン（ある場合）に関連付け
られた予約に合わせて変更されます。

仮想マシンがパワーオン状態で、移動先のリソース プールに仮想マシンの予約を確
保するだけの十分な CPUまたはメモリがない場合、仮想マシンの移動はアドミッ
ション制御によって許可されないため、失敗します。エラー ダイアログ ボックスに
状況説明が表示されます。このダイアログ ボックスには、使用可能なリソースと要
求されたリソースの比較が表示されるので、シェアを調整することで問題を解決でき
るかどうかを判断できます。

次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

リソース プールの作成。

リソース プールへの既存の仮想マシンの追加。

リソース プール、シェア、予約の詳細については、『基本システム管理』と『リソー
ス管理ガイド』を参照してください。リソース プールと VMware DRS を使用したリ
ソース管理の詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

次のセクションでは、ネットワーク接続の構成について説明します。

ネットワーク接続の構成
管理サービスを実行するサービス コンソールのネットワークは、デフォルトにより
ESX Server のインストール時に設定されます。

デフォルト オプションを選択し、ESX Server のインストール時に仮想マシンのポート 
グループを作成した場合（「ESX Server のインストール（P.35）」を参照）、仮想マシン
のネットワークを構成する必要はありません。ただし、このデフォルト構成では、仮

注意 きわめて大きい比率のシェア合計が仮想マシンに割り当てられると、警告が表示
されます。

注意 予約済みおよび未予約の CPUとメモリは、仮想マシンの電源がオンの場合にの
み変更されます。仮想マシンがパワーオフまたはサスペンド状態の場合、その仮
想マシンを移動することはできますが、リソース プール全体で使用可能なリ
ソースは変更されません。
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想マシンのネットワーク トラフィックとサービス コンソールがネットワーク アダプ
タを共有します。セキュリティその他の理由から、ヴイエムウェアでは仮想マシンの
トラフィックがネットワークアダプタをサービス コンソールと共有しないことをお
勧めします。仮想マシンに新しい仮想ネットワークを作成するには、以下の手順に
従ってください。ネットワーク構成の詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照
してください。

ESX Server のインストール時に仮想マシンのポート グループを作成するデフォルト 
オプションを選択しなかった場合、以下の方法で仮想マシンの仮想ネットワークを構
成する必要があります。

仮想マシンの仮想ネットワークを作成または追加する手順

1 VMware VI クライアントにログオンし、インベントリ パネルからサーバを選択
します。

このサーバのハードウェア構成ページが表示されます。

2 [ 構成 ] タブをクリックし、[ ネットワーク ] をクリックします。

3 画面右側の [ ネットワークの追加 ] をクリックします。

仮想スイッチの概要と詳細なレイアウトが表示されます。

4 [ 構成 ] タブの [ ネットワークの追加 ]をクリックするか、または vSwitch の [ 編
集 ] を選択し、[ プロパティ ] ダイアログ ボックスで [ 追加 ] ボタンをクリックし
ます。

[ネットワークの追加 ]ウィザードが表示されます。

5 接続タイプとして、デフォルトの [ 仮想マシン ] を選択します。

[仮想マシン ]を選択すると、ラベル付きのネットワークを追加して、仮想マシン
のネットワーク トラフィックを操作できます。

注意 [ ネットワークの追加 ]ウィザードは、新しいポートおよびポート グループに
よって再度利用されます。
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6 [ 次へ ] をクリックします。

[ネットワーク アクセス ] ページが表示されます。

仮想マシンは、アップリンク アダプタを介して物理ネットワークに接続します。
vSwitch は、1つまたは複数のネットワーク アダプタが接続されている場合の
み、外部ネットワークにデータを転送できます。1つの vSwitch に複数のアダプ
タが接続されている場合、それらのアダプタはチームとして透過的に結合され
ます。

7 [ 仮想スイッチの作成 ]を選択します。

イーサネット アダプタ付き、またはアダプタなしの新しい vSwitch を作成でき
ます。

物理ネットワーク アダプタなしで vSwitch を作成すると、vSwitch 上のすべての
トラフィックはその vSwitch に限定されます。物理ネットワーク上の他のホスト
や、他の vSwitch 上の仮想マシンは、この vSwitch とトラフィックを送受信する
ことができません。仮想マシン グループの仮想マシン同士は相互に通信できる
が、他のホストまたはグループ外の仮想マシンとは通信できないようにするに
は、この構成が適しています。

変更内容は、[プレビュー ] ペインに反映されます。送信アダプタが一覧表示さ
れます。

8 [ 次へ ] をクリックします。

[接続設定 ] ページが表示されます。
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9 [ ポート グループのプロパティ ]に、作成しているポート グループを識別する
ネットワーク ラベルを入力します。

ネットワーク ラベルを使用し、2台以上のホストに共通な、移行に対応する接続
を識別します。

10 VLANを使用している場合、[VLAN ID] フィールドに1～ 4095の数字を入力します。

入力する数字が不明な場合は、このフィールドを空白のままにし、ネットワーク
管理者にお問い合わせください。

11 [ 次へ ] をクリックします。

[設定が完了しました ]ページが表示されます。

12 vSwitch が正しく構成されたことを確認し、[ 終了 ] をクリックします。



クイック スタート ガイド

64 VMware, Inc.  

次の手順
ここでは、仮想マシン ネットワーク トラフィック用の仮想スイッチを作成しました。

サービス コンソールのネットワーク構成、VMotion の仮想スイッチの構成、ネット
ワーク構成のセキュリティに関する推奨事項など、ネットワーク構成の詳細について
は、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

次のセクションでは、ゲストOSのインストールについて説明します。

ゲストOSのインストール
このセクションでは、仮想マシンにゲストOSをインストールするための基本的な手
順を説明します。個々のゲストOSに関する詳細については、『ゲストOSインストー
ル ガイド』を参照してください。

インストールの基本手順
ゲストOSをインストールするには、インストール ファイルが収録された CD-ROM
または ISO イメージが必要です。

ゲストOSのインストール手順

1 VI クライアントを使用して VirtualCenter サーバにログオンします。

2 インベントリで、ゲストOSをインストールする仮想マシンを選択します。[ 概
要 ] タブの [ 設定の編集 ] をクリックします。

3 [CD/DVD ドライブ 1] を選択します。以下のオプションからいずれか 1つを選択
します。

[ クライアント デバイス ]　仮想CD-ROMデバイスを、VIクライアントを実行
するマシンの CD-ROMデバイスに接続する場合は、このオプションを選択
します。

[ ホスト デバイス ]　仮想CD-ROMデバイスを、この仮想マシンが置かれてい
る ESX Server ホスト マシン上のデバイスに接続する場合は、このオプション
を選択します。ドロップダウン メニューからデバイスを選択します。

[データストアISOファイル]　仮想CD-ROMデバイスを、データストアのISO
ファイルに接続する場合は、このオプションを選択します。[参照 ] をク
リックし、ファイルを選択します。

注意 フェイルオーバー（NIC チーミング）を有効にするには、複数のアダプタを同じス
イッチにバインドします。1つのアウトバウンド スイッチが故障した場合、ネット
ワーク トラフィックはスイッチに接続された別のアダプタに経路指定されます。
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4 [OK] をクリックします。

5 CD-ROMからインストールを行う場合、手順 3で選択した内容に応じて適切な
ドライブにディスクを挿入します。

6 [ パワーオン ] をクリックし、仮想マシンの電源をオンにします。

7 CD/DVD ドライブ オプションで [クライアント デバイス ] を選択した場合は、
ツールバーの [ 仮想 CDROM(ide0:0)] を選択し、接続先の CD-ROMデバイスを選
択します。

8 [ コンソール ] タブをクリックして仮想マシン コンソールを表示し、オペレー
ティング システム ベンダのインストールの説明に従います。

VMware Tools のインストール
VMware Tools は、仮想マシンのゲストOS システム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への VMware 
Tools のインストールは、非常に重要な作業です。ゲストOSは VMware Tools がなく
ても動作しますが、重要な機能および便利性が失われます。

ゲストOSに VMware Tools をインストールする手順

1 VI クライアントから仮想マシンの電源をオンにし、管理者権限を持つユーザー
としてログオンします。

2 VI クライアントのインベントリ リストで、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 [VMware Tools のインストール ]を選択します。

3 [ コンソール ] タブをクリックして、仮想マシン コンソールを表示します。

4 VMware Tools インストーラで表示される説明に従います。

5 インストーラの指示が表示されたら、仮想マシンを再起動します。

次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

ゲストOSへの仮想マシンのインストール。

VMware Tools のインストール。

個々のゲストOSに関する説明も含め、ゲストOSと VMware Tools のインストール
に関する詳細については、『ゲストOSインストール ガイド』を参照してください。

仮想マシンの管理に関する詳細については、次のセクションの「仮想マシンの管理」
を参照してください。
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仮想マシンの管理
このセクションでは、仮想マシンの電源状態とパワーオンおよびパワーオフの方法に
ついて説明します。

仮想マシンの電源状態
仮想マシンの電源状態に関する基本的なオプションは、次のとおりです。

[パワーオン]　仮想マシンの電源をオンにし、ゲストOSがインストールされてい
る場合はそれを起動します。

[ パワーオフ ]　仮想マシンの電源をオフにします。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 ]　仮想マシンのアクティビティを一時中断します。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 ]　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で
きます。

[ リセット ]　ゲストOS をシャットダウンし、再起動します。ゲストOSがこの操
作をサポートしていない場合は、VMware Tools をインストールする必要があり
ます。

以下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、特殊な機能を実行
します。これらの機能を実行するには、仮想マシンに VMware Tools がインストール
されている必要があります。

[ゲストのシャットダウン]　ゲストOSをシャットダウンします。シャットダウン
後、ゲストOSが自動的にパワーオフされると、仮想マシンの電源もオフになり
ます。

[ゲストの再起動]　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。

ツールバーの電源ボタンの機能を以下に示します。

[ パワーオフ ]　VMware Tools がインストールされていない、または使用できない
場合は、仮想マシンをパワーオフします。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をシャットダウンします。パワーオフ操作を
行うと、ゲストOSが正しくシャットダウンされない場合があることを示す確認
ダイアログ ボックスが表示されます。

[ パワーオン ]　仮想マシンが停止した場合に、仮想マシンをパワーオンします。
仮想マシンが停止し、VMware Tools がインストールされていて使用可能な場合
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
ストールされてない場合は、仮想マシンをレジュームし、スクリプトは実行しま
せん。
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[ サスペンド ]　VMware Tools がインストールされていない場合は、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。VMware Tools がインストールされ
ていて使用可能な場合は、スクリプトを実行して仮想マシンをサスペンドします。

[ リセット ]　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が正しくシャット
ダウンされない場合があることを示す確認ダイアログ ボックスが表示されます。

仮想マシンの手動パワーオン /オフ
仮想マシンの電源状態を変更する前に、仮想マシンを仮想インフラストラクチャ環境
に追加する必要があります。

仮想マシンの電源状態を手動で変更する手順

1 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。

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 ツールバーの [ パワー ] オプションをクリックするか、あるいはプルダウン メ
ニュー、右クリックで表示されるメニュー、または [ コマンド ] ウィンドウから
[インベントリ ] - [ 仮想マシン ] を選択します。

現在使用できないオプションは、淡色表示され、選択できません。

電源オプションが選択されると、Virtual Infrastructure Client の [ 最近のタスク ]
に、トランザクション モードを示すメッセージが表示されます。

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、後から仮想
マシンを同じ状態で使用して作業をする場合に非常に便利です。

仮想マシンをレジュームし、追加作業を行うと、その仮想マシンをサスペンド時の状
態に戻すことはできません。仮想マシンの状態を保存し、同じ状態に繰り返し戻れる
ようにするには、スナップショットを作成します。詳細については、『基本システム
管理』または『VI クライアント オンライン ヘルプ』を参照してください。

サスペンドおよびレジューム操作の速度は、仮想マシンの実行中に変更されるデータ
の量により異なります。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拡張子の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関する情報が格納されます。仮想マ

注意 電源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。
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シンがレジュームされると、.vmssファイルから仮想マシンの状態がリストアされ
ます。

仮想マシンのサスペンド手順

1 仮想マシンがフルスクリーン モードで動作している場合は、<Ctrl>+ <Alt> キー
を押してウィンドウ モードに戻します。

2 VI クライアントのツールバーで [サスペンド ] をクリックします。

3 VI クライアントがサスペンド操作を完了したら、VI クライアントを終了します。

サスペンドした仮想マシンをレジュームする手順

1 VI クライアントを起動し、サスペンドした仮想マシンを選択します。

2 VMware VI クライアントのツールバーで [ パワーオン ] ボタンをクリックするか、
あるいは右クリック メニューまたは [ コマンド ] ウィンドウから [ パワーオン ]
オプションを選択します。

仮想マシンの設定の編集
仮想マシンの作成時にカスタマイズを行うオプションに加え、作成後、仮想マシンの
構成を編集するオプションもあります。

既存の仮想マシン構成を編集する手順 

1 VI クライアント インベントリから、カスタマイズする仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンの電源をオフにします。

仮想マシンの電源がオンの場合、ほとんどの仮想マシン プロパティは編集でき
ません。

3 [ 概要 ] タブの [ 設定の編集 ] 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。

4 変更する設定に応じて、以下のタブのうちいずれか 1つを選択します。

[ ハードウェア ]　メモリ、CPU、ディスク ドライブなどハードウェアの設定
を編集します。

[ オプション ]　電源管理の設定やその他のオプションを編集します。

[ リソース ]　この仮想マシンのリソースの設定を編集します。

5 必要に応じて変更し、[OK] をクリックします。

注意 仮想マシンをサスペンドしたときに実行されていたアプリケーションが動作します。
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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仮想マシンの構成に関する詳細については、『VI クライアント オンライン ヘルプ』を
参照してください。

ハードウェアとデバイスの追加
必要に応じて、お使いの仮想マシンに追加の仮想ハードウェアを構成できます。追加
できるハードウェア デバイスは、次のとおりです。

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

ハードウェア デバイスの追加手順

1 VI クライアント インベントリから、カスタマイズする仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンの電源をオフにします。

仮想マシンの電源がオンの場合、ほとんどの仮想マシン プロパティは編集でき
ません。

3 [ 概要 ] タブの [ 設定の編集 ] 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。

4 [ ハードウェア ] タブをクリックし、[ 追加 ] をクリックして [ ハードウェアの追
加 ] ウィザードを表示します。

5 追加するデバイスのタイプを選択し、[次へ ] をクリックします。

6 ウィザードの手順に従って、デバイスを追加します。

個々のデバイス タイプに関する詳細については、『VI クライアント オンライン 
ヘルプ』を参照してください。

次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

仮想マシンのパワーオン、パワーオフ、サスペンド、およびレジューム。

仮想マシンの設定の編集。
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仮想マシンへの仮想ハードウェアの追加。

仮想マシンの操作に関する詳細については、『基本システム管理』と『VI クライアン
ト オンライン ヘルプ』を参照してください。

次のセクションでは、その他のタスクとイベントについて説明します。

タスクとイベント
このセクションでは、タスクとイベントを使用して仮想インフラストラクチャの状態
を監視する方法と、アラームの使用方法について説明します。

タスクとイベントの表示手順

1 VI クライアント インベントリから、データセンター、ホスト、または仮想マシン
を選択します。

2 [ タスク &イベント ] タブをクリックします。

一連のタブの下にある [ タスク ] または [ イベント ] ボタンをクリックすると、
タスクまたはイベントのいずれかを選択することができます。次に、個々のタス
クまたはイベントを選択し、ウィンドウ下部の [ 詳細 ] ペインに追加情報を表示
します。
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3 イベントだけを表示するには、ナビゲーション バーの [ イベント ] をクリックし
ます。

イベントを選択すると、アラームまたは情報メッセージが表示されます。[イベン
トのエクスポート ] をクリックすると、イベントをファイルにエクスポートでき
ます。詳細については、『VI クライアント オンライン ヘルプ』を参照してくだ
さい。

スケジュール設定タスクを作成すると、指定した時間に特定のアクションを実行でき
ます。

スケジュール設定タスクの作成手順

1 VI クライアントで、ナビゲーション バーの [ スケジュール設定タスク ] ボタンを
クリックします。

[スケジュール設定タスク ]ページが表示されます。

2 [ 新規 ] ボタンをクリックします。

[スケジュールするタスクの選択 ] ダイアログ ボックスが表示されます。
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3 ドロップダウン リストから、スケジュールを設定するタスクを選択し、[OK] を
クリックします。

4 ウィザードで残りの手順を実行します。

個々のタスクの構成に関する詳細については、『VI クライアント オンライン ヘル
プ』を参照してください。

アラーム
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。アラームには、オブジェクト（またはオブジェクトのコレク
ション）のステータス レベルをが階層的に示されます。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
しいアラームを任意のオブジェクトに追加し、任意の子レベルで有効なアラームのコ
レクションとすることができます。

ユーザーがアラームを作成すると、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許可をそのユーザーが所持しているこ
とを確認します。一度作成されたアラームは、作成者であるユーザーがアラームの作
成許可を失っても実行されます。

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 イ
ベントと通知メソッドがあります。

アラーム トリガには次の 2種類があります。

[ 比率 ]　ホストの CPU、メモリ、ネットワーク、およびディスクの使用率を監視
します。

トリガ オプションは、[ より上 ]（%）と [ より下 ]（%）です。

[ 状態 ]　ホストと仮想マシンの状態を監視します。

トリガ オプションは、[ は ...]（状態）と [ ではありません ]（状態）です。

アラームの表示手順

1 VI クライアント インベントリから、データセンター、ホスト、または仮想マシン
を選択します。

2 [ アラーム ] タブをクリックします。

3 トリガされたアラームを表示するには、[ トリガされるアラーム ] ボタンをク
リックします。

4 定義済みのアラームを表示するには、[定義 ] ボタンをクリックします。
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定義済みアラームのリストが表示されます。アラームの定義をダブルクリックす
ると、[アラームの設定 ]ダイアログ ボックスが表示され、アラームの設定を表
示または編集できます。

新しいアラームを定義する手順

1 VI クライアント インベントリから、データセンター、ホスト、または仮想マシン
を選択します。

2 [ アラーム ] タブをクリックします。

3 パネルを右クリックし、[新規アラーム ] をクリックして [ アラームの設定 ] ダイ
アログ ボックスを表示します。

インベントリ パネルでオブジェクトを右クリックし、[アラームの追加 ]を選択
することもできます。

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、[ アラームの設
定 ] ダイアログ ボックスには、ホストまたは仮想マシン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 ]または [VMの監視 ] オプションが事前に選択され
ており、他のオプションは淡色表示されています。

4 [ 全般 ] タブで、アラームの名前、監視対象のオブジェクト（ホストまたは仮想
マシン）、このアラームを有効にするかどうかを指定します。

アラームを設定するが有効にしない場合は、[有効化 ] ボックスの選択を解除し
ます。

5 [ トリガ ] タブ、[ 追加 ] ボタンをクリックし、トリガを追加します。[ トリガ タ
イプ ]、[ 条件 ]、[% 警告 ]、[% アラート ] ドロップダウン リストから、トリガの
値を選択します。

希望するすべてのトリガをこのアラームに追加するまで、この手順を繰り返し
ます。

6 [ レポート作成 ] タブをクリックし、アラームの許容値と回数を設定します。

7 [ アクション ] タブ、[ 追加 ] をクリックし、アラームの状態が変化すると実行さ
れるアクションを定義します。

a [ アクション ] ドロップダウン メニューから、実行するアクションを選択し
ます。

b [ 値 ] ドロップダウン メニューから、そのアクションの値を選択します。

c 該当するチェックボックスを選択し、アラームの状態が変化した場合にアク
ションをトリガするかどうかを指定します。

8 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、アラームの設定を保存します。
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次の手順
ここでは、以下の作業を行いました。

タスクとイベントの表示。

タスクのスケジュール設定。

アラームの作成。

タスク、イベント、アラームの詳細については、『基本システム管理』を参照してく
ださい。

このガイドでは説明されていない高度な管理タスクがいくつかあります。詳細につい
ては、以下の VMware Infrastructure マニュアルを参照してください。

セキュリティの詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

ストレージの構成については、『サーバ構成ガイド』と『SAN 構成ガイド』を参
照してください。

仮想マシンのバックアップについては、『仮想マシン バックアップ ガイド』を参
照してください。

VMotion を構成および使用してパワーオン状態の仮想マシンを移行する方法につ
いては、『SAN構成ガイド』を参照してください。

VMware DRS を使用してリソースを最適化する方法については、『リソース管理ガ
イド』を参照してください。

VMware HA を使用して仮想マシンのアップタイムを最大にする方法については、
『リソース管理ガイド』を参照してください。
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