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更新情報

この 『vSphere 仮想マシン管理ガイド』 は、製品のリリースごと、または必要に応じて更新されます。

『vSphere 仮想マシン管理ガイド』 の更新履歴を表に示します。
リビジョン 説明

トピック 「スナップショットについて (P. 146)」 を更新。バスの共有が構成された仮想マシンのスナップショットを
VMware ではサポートしていない旨を追加。

JA-000312-02 トピック 「VMware Tools のコンポーネント (P. 119)」 を更新。ゲスト OS の VMware Tools 構成ユーティリティの
コマンドライン インターフェイスを使用して、VMware Tools の設定の変更、仮想ディスクの圧縮、および仮想デバイ
スの接続または切断を行うことができる旨を追加。

JA-000312-01 n トピック 「ESX/ESXi ホスト上での物理 USB 接続の設定 (P. 109)」 を更新。ホット アドまたはホット リムーブが
サポートされていない USB DVD/CD-ROM デバイスの場合、ホストでそのデバイスを SCSI デバイスとして扱う旨
を追加。

n トピック 「仮想マシンへの DVD または CD-ROM ドライブの追加 (P. 102)」 を更新。USB CD/DVD-ROM デバ
イスを追加する前に、ホストがパワーオフ状態であることを確認するという要件を追加。

n トピック 「DVD/CD-ROM ドライブのホスト デバイス タイプの構成 (P. 101)」 を更新。USB CD/DVD-ROM デ
バイスを追加する前に、ホストがパワーオフ状態であることを確認するという要件を追加。

n トピック 「ESX/ESXi ホストへの USB デバイスの追加 (P. 110)」 を更新。ホストが USB DVD/CD-ROM デバイ
スを SCSI デバイスとして扱い、また、このデバイスを追加する前にホストがパワーオフ状態であることを確認する
という要件を追加。

JA-000312-00 初期 リリース。
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本書について

『vSphere 仮想マシン管理ガイド』 では、vSphere 環境で仮想マシンを作成、構成、および管理する方法について説明し
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。

『vSphere 仮想マシン管理ガイド』 は ESX、ESXi、および vCenter Server を対象にしています。

対象読者

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、仮想化に詳しい
方を対象としています。

ヴイエムウェアの技術ドキュメントの用語集

ヴイエムウェアの技術ドキュメントには、新しい用語などを集約した用語集があります。当社の技術ドキュメントで使用

されている用語の定義については、http://www.vmware.com/support/pubs をご覧ください。

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、docfeedback@vmware.com へご連
絡ください。

VMware vSphere のドキュメント

vSphere のドキュメントは、VMware vCenter Server のドキュメントと、ESX/ESXi のドキュメントを組み合わせて構
成されています。
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テクニカル サポートおよび教育リソース

次のテクニカル サポート リソースが利用できます。本書およびその他の文書の最新バージョンは、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs でご覧いただけます。

オンライン サポートおよび電

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、製品の登録を
オンラインで行うには、http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、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 
http://www.vmware.com/support/japan.html をご覧ください。

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、
http://www.vmware.com/jp/support/services をご覧ください。

ヴイエムウェア プロフェッ

ショナル サービス

ヴイエムウェア教育サービスの有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボやケー
ス スタディをご紹介します。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。トレーニングは、オンサイト、講義形式、およびライブ オン
ラインで実施できます。オンサイトのパイロット プログラムおよび実装のベスト プラ
クティスについては、ヴイエムウェア コンサルティング サービスがご使用の仮想環境
の評価、計画、構築、および管理に役立つサービスを提供しています。教育トレーニン

グ、認定プログラム、およびコンサルティング サービスの情報については、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。
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VMware vSphere 仮想マシンの概要 1
ここでは、仮想マシンの概念、および vSphere を使用したインフラストラクチャ環境での仮想マシンの機能について説
明します。仮想マシンの構成要素、および仮想マシンを管理するための機能についても説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンとは (P. 11)

n 仮想マシンと仮想インフラストラクチャ (P. 12)

n 仮想マシンのライフサイクル (P. 12)

n 仮想マシンのコンポーネント (P. 13)

n 仮想マシンのオプションとリソース (P. 13)

n 次の手順 (P. 14)

仮想マシンとは

仮想マシンとは、物理コンピュータのようにオペレーティング システムとアプリケーショ ンを実行するソフトウェア コ
ンピュータです。仮想マシンは、一連の仕様および構成ファイルで構成され、ホストの物理リソースでバッキングされて

います。すべての仮想マシンには、物理ハードウェアと同じ機能を提供する仮想デバイスがあります。また、移植性、管

理性、およびセキュリティの点でさらにメリットがあります。

仮想マシンは、サポート対象のストレージ デバイスに格納された数種類のファイルで構成されます。仮想マシンを構成す
る主要なファイルは、構成ファイル、仮想ディスク ファイル、NVRAM 設定ファイル、およびログ ファイルです。仮想
マシンの設定は vSphere Client を使用して構成するため、これらのファイルに触れる必要はありません。

表 1-1 に、仮想マシンを構成するすべてのファイルを示します。1 つ以上のスナップショットがある場合、または Raw
デバイス マッピング （RDM） を追加した場合は、仮想マシンにさらに多くのファイルが存在することがあります。

注意   当社のテクニカル サポートの担当者から指示がないかぎり、これらのファイルを変更、移動、または削除しないで
ください。

表 1-1.  仮想マシン ファイル

ファイル 使用量 説明

.vmx <vmname>.vmx 仮想マシン構成ファイル

.vmxf <vmname>.vmxf 追加の仮想マシン構成ファイル

.vmdk <vmname>.vmdk 仮想ディスク特性

-flat.vmdk <vmname>-flat.vmdk 事前割り当て済みの仮想ディスク

.nvram <vmname>.nvram または nvram 仮想マシン BIOS

.vmsd <vmname>.vmsd 仮想マシンのスナップショット
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表 1-1.  仮想マシン ファイル (続き)

ファイル 使用量 説明

.vmsn <vmname>.vmsn 仮想マシンのスナップショット データ ファイル

.vswp <vmname>.vswp 仮想マシンのスワップ ファイル

.vmss <vmname>.vmss 仮想マシンのサスペンド ファイル

.log vmware.log 現在の仮想マシンのログ ファイル

-#.log vmware-#.log （# は 1 から始まる連番） 以前の仮想マシンのログ エントリ

仮想マシンと仮想インフラストラクチャ

仮想マシンをサポートするインフラストラクチャは、最低でも仮想レイヤーと管理レイヤーという、2 つのソフトウェア
レイヤーから構成されます。vSphere では、ESX/ESXi が仮想化機能を提供し、ホストのハードウェアを集約して、リ
ソースの正規化セットとして仮想マシンに提示します。仮想マシンは、隔離された ESX/ESXi ホストまたは vCenter Server
が管理する ESX/ESXi ホスト上で実行できます。

vCenter Server では、複数のホストのリソースをプールして管理し、物理および仮想インフラストラクチャを効果的に
監視および管理できます。仮想マシンのリソースの管理、仮想マシンのプロビジョニング、タスクのスケジュール設定、

統計情報ログの収集、テンプレートの作成など、さまざまなことを行えます。vCenter Server には、VMware
vMotion、VMware Storage vMotion、VMware Distributed Resources Management （DRS）、VMware HA およ
びフォールト トレランスも用意されています。このようなサービスを利用すると、効率的で自動化されたリソース管理機
能と高可用性が仮想マシンに提供されます。

VMware vSphere Client は、vCenter Server、ESX/ESXi ホスト、および仮想マシンへのインターフェイスです。vSphere
Client を利用すると、任意の Windows システムから vCenter Server または ESX/ESXi にリモート接続できます。
vSphere Client は、vSphere 環境のあらゆる面を管理するための主要インターフェイスです。仮想マシンへのコンソー
ル アクセスも提供します。

vSphere Client では、管理対象オブジェクトの編成階層がインベントリ ビューに表示されます。インベントリは、vCenter
Server またはホストが管理下のオブジェクトの整理に使用する階層構造です。この階層には、vCenter Server 内で監視
しているすべてのオブジェクトが含まれます。

vCenter Server の階層では、データ センターが ESX/ESXi ホスト、フォルダ、クラスタ、リソース プール、vApp、仮
想マシンなどの主要コンテナになっています。データストアは、データ センター内の基盤となる物理ストレージ リソー
スを仮想化したものです。データストアは、仮想マシンのファイルを保存する場所です （RAID 上の物理ディスクまたは
LUN、SAN など）。データストアは、基盤となる物理ストレージの性質に左右されることなく、仮想マシンに必要なさま
ざまなストレージ リソースに一貫したモデルを提供します。

仮想マシンのライフサイクル

仮想マシンは、データ センター内にさまざまな方法で作成およびデプロイできます。1 台の仮想マシンを作成し、そこに
ゲスト OS と VMware Tools をインストールできます。既存の仮想マシンからのクローン作成またはテンプレート作成、
物理システムから仮想マシンへの変換、または OVF テンプレートのデプロイを実行できます。

vSphere Client の新規仮想マシン ウィザードおよび仮想マシンのプロパティ エディタでは、仮想マシンのほとんどの
ハードウェア、オプション、およびリソースを追加、構成、削除できます。vSphere Client のパフォーマンス チャート
を使用すると、CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、およびストレージのメトリックを監視できます。VMware ス
ナップショットでは、仮想マシン メモリ、設定、仮想ディスクを含む、仮想マシン全体の状態を取得できます。必要に応
じて、以前の仮想マシンの状態にロール バックすることもできます。

VMware vApp を使用すると、マルチティア アプリケーションを管理できます。vCenter Update Manager を使用する
と、組織的なアップグレードを実行し、仮想ハードウェアとインベントリ内の仮想マシンの VMware Tools を同時にアッ
プグレードできます。

仮想マシンが不要になった場合は、その仮想マシンをデータストアから削除しなくても、インベントリから削除できます。

つまり、仮想マシンとそのすべてのファイルを削除できます。

vSphere 仮想マシン管理ガイド
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仮想マシンのコンポーネント

通常、仮想マシンには、オペレーティング システム、VMware Tools、仮想リソースおよびハードウェアがあり、物理コ
ンピュータとほぼ同じ方法で管理します。

仮想マシンへのゲスト OS のインストール方法は、物理コンピュータにオペレーティング システムをインストールする方
法と基本的に同じです。オペレーティング システムのベンダーから、インストール ファイルが格納された CD/DVD-ROM
または ISO イメージを入手する必要があります。

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向上させるための一連
のユーティリティです。VMware Tools を使用すると、仮想マシン インターフェイスを自由に制御できます。

すべての仮想マシンにはハードウェア バージョンがあります。ハードウェア バージョンによって、BIOS、仮想スロット
の数、CPU の最大数、最大メモリ構成、およびその他の一般的なハードウェア特性など、仮想マシンがサポートする仮想
ハードウェア機能がわかります。仮想マシンのハードウェア バージョンは、仮想マシンを作成した ESX/ESXi のバージョ
ンによって決定されます。

仮想マシンのプロパティ エディタに一覧表示されたハードウェア デバイスが、仮想マシンの詳細を表しています。すべ
てのデバイスを構成できるわけではありません。一部のハードウェア デバイスは仮想マザーボードの一部であり、仮想マ
シンのプロパティ エディタの拡張デバイス リストに表示されますが、変更または削除することはできません。ハードウェ
ア デバイスとその機能のリストについては、「vSphere 仮想マシンで利用可能な仮想マシンのハードウェア、オプショ
ン、およびリソース (P. 74)」 を参照してください。

仮想マシンへのアクセスは、Sphere 管理者が制御します。権限の詳細については、『VMware vSphere データ センター
管理ガイド』 を参照してください。

仮想マシンのオプションとリソース

各仮想デバイスは、物理コンピュータ上のハードウェアと同じ機能を仮想マシンに対して実行します。

仮想マシンは、ESX/ESXi ホスト、データ センター、クラスタ、リソース プールなど、複数の場所で実行されることがあ
ります。構成されたオプションとリソースの多くは、これらのオブジェクトに依存しているか、またはこれらのオブジェ

クトと関連しています。

すべての仮想マシンには、CPU、メモリ、ディスク リソースがあります。CPU 仮想化はパフォーマンスを重視し、可能
なかぎり仮想マシンのプロセッサ上で直接実行されます。基盤となる物理リソースが可能なかぎり使用され、必要な場合

にだけ仮想化レイヤーが命令を実行して、あたかも物理マシン上で直接実行されているかのように仮想マシンを動作させ

ます。

最近のすべてのオペレーティング システムは、仮想メモリをサポートして、マシンに物理的に存在する量以上のメモリを
ソフトウェアが使用できるようにしています。同様に、ESX/ESXi ハイパーバイザーは、仮想マシン メモリのオーバーコ
ミットに対応します。これによって、すべての仮想マシン用に構成されたゲスト メモリの量が、ホストの物理メモリの量
よりも多くなる場合があります。

仮想マシンが実行中であっても、仮想ディスクを追加したり、既存のディスクに容量を追加したりできます。デバイス

ノードを変更したり、ディスク バンド幅のシェアを仮想マシンに割り当てることもできます。

VMware の仮想マシンには次のオプションがあります。

一般オプション 一般オプション仮想マシンの名前の表示または変更、構成ファイルの場所および仮想マ

シンの作業場所の確認、またはゲスト OS のタイプの変更を行います。

vApp オプション vApp 機能を有効または無効にします。vApp が有効の場合は、IP 割り当てポリシー
およびその他の vApp 固有の構成を選択できます。

VMware Tools 仮想マシンの電源制御を管理し、VMWare Tools スクリプトを実行します。電源をオ
フにしてからオンにするまでの間に VMware Tools をアップグレードしたり、ゲスト
の時刻をホストと同期したりすることもできます。

第 1 章 VMware vSphere 仮想マシンの概要
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一般詳細オプション アクセラレーションを無効にし、ログ、デバッグ、統計情報を有効にします。構成パラ

メータを追加します。

電力管理 ゲストの電源オプションを管理します。ゲスト OS をスタンバイ状態にしたときに、仮
想マシンをサスペンド状態にするか、パワーオン状態のままにします。

CPUID マスク NX/XD フラグを表示または非表示にします。NX/XD フラグを非表示にすると、
vMotion のホスト間での互換性が高まります。

メモリ/CPU ホットプラグ CPU およびメモリのホットプラグを有効または無効にします。仮想マシンの実行中に、
メモリまたはプロセッサを知らないうちに追加されたくない場合は、メモリまたは CPU
のホットプラグを無効にできます。

起動オプション 仮想マシンのパワーオン時の起動遅延を設定します。または、強制的に BIOS セット
アップを行なったり、起動失敗時のリカバリ処理を構成したりします。

ファイバ チャネル NPIV 仮想マシンの LUN へのアクセスを、仮想マシン単位で制御できます。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
ポートで共有することが可能で、それぞれに一意の識別子を付けることができます。

次の手順

仮想マシンを管理する前に、仮想マシンの作成、プロビジョニング、およびデプロイを行う必要があります。

仮想マシンのプロビジョニングを開始するには、1 台の仮想マシンを作成するか、オペレーティング システムと VMware
Tools をインストールするか、テンプレートとクローンを操作するか、OVF テンプレートをデプロイするか、物理システ
ムを仮想マシンに変換するかを決定します。

仮想マシンをプロビジョニングして vSphere インフラストラクチャにデプロイしたら、その仮想マシンを構成および管
理できます。既存の仮想マシンを構成するのにハードウェアの変更または追加を行うか、あるいは VMware Tools のイ
ンストールまたはアップグレードを行うか決定します。また、VMware vApp によるマルチティア アプリケーションの
管理、仮想マシンの起動およびシャットダウンの設定の変更、スナップショットの使用、仮想ディスクの操作、インベン

トリ内の仮想マシンの追加、移動、削除が必要になる場合があります。

vSphere 仮想マシン管理ガイド
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仮想マシンのプロビジョニング方法 2
VMware では、vSphere 仮想マシンをプロビジョニングするための方法がいくつかあります。使用している環境に最適
な方法は、インフラストラクチャのサイズやタイプ、達成しようとしている目標などの要因によって異なります。

使用環境内にオペレーティング システムやハードウェア構成などの必要な要件を満たしている仮想マシンがない場合は、
仮想マシンを 1 台作成します。たとえば、テスト専用に構成されている仮想マシンが必要になることがあります。また、
仮想マシンを 1 台作成し、そこにオペレーティング システムをインストールし、ほかの仮想マシンのクローンを作成する
ためのテンプレートとしてその仮想マシンを使用することもできます。第 3 章「仮想マシンの作成 (P. 19)」 を参照し
てください。

事前構成された仮想マシンを使用するには、OVF （Open Virtual Machine Format） で格納された仮想マシン、仮想ア
プライアンス、および vApp をデプロイおよびエクスポートします。仮想アプライアンスとは事前作成済みの仮想マシン
のことで、通常はオペレーティング システムとその他のソフトウェアがすでにインストールされています。仮想マシン
は、ローカル ディスク （C: ドライブなど）、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）、共
有ネットワーク ドライブなどのローカル ファイル システムからデプロイできます。第 5 章「OVF テンプレートのデプロ
イ (P. 55)」 を参照してください。

テンプレートを作成して、テンプレートから複数の仮想マシンをデプロイします。テンプレートは、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。テンプレートを使用すると、時間を大幅に節約でき
ます。頻繁にクローンを作成する仮想マシンがある場合は、その仮想マシンをテンプレートとしてください。第 4 章「テ
ンプレートおよびクローンの操作 (P. 33)」 を参照してください。

仮想マシンのクローンを作成すると、類似の数多くの仮想マシンをデプロイするときの時間を節約できます。各仮想マシ

ンを個別に作成して構成するのではなく、単一の仮想マシンを作成して構成し、ソフトウェアをインストールして、仮想

マシンのクローンを複数回作成できます。第 4 章「テンプレートおよびクローンの操作 (P. 33)」 を参照してください。

IT 環境が小規模な場合は、VMware vCenter Guided Consolidation を使用して、物理システムを仮想マシンに変換し、
その仮想マシンを vSphere にインポートできます。第 6 章「物理システムから仮想マシンへの変換 (P. 59)」 を参照し
てください。
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仮想マシンの作成 3
仮想マシンは、仮想インフラストラクチャの主要コンポーネントです。単一の仮想マシンを作成して vSphere インベン
トリに追加できます。

仮想マシンを作成する場合は、その仮想マシンを特定のデータ センター、ホスト、クラスタまたはリソース プール、お
よびデータストアに関連付けます。仮想マシンのパワーオン後、リソースは、ワークロードが増加すると動的に消費され、

ワークロードが減少すると動的に解放されます。

どの仮想マシンにも、物理ハードウェアと同じ機能を備えた仮想デバイスがあります。仮想マシンは、CPU とメモリ、ス
トレージへのアクセス、および仮想マシンを実行するホストからのネットワーク接続を取得します。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシン作成プロセスの開始 (P. 20)

n 新規仮想マシンの構成パスの選択 (P. 20)

n 仮想マシンの名前と場所の入力 (P. 21)

n ホストまたはクラスタの選択 (P. 21)

n リソース プールの選択 (P. 22)

n データストアの選択 (P. 22)

n 仮想マシンのバージョンの選択 (P. 23)

n オペレーティング システムの選択 (P. 23)

n 仮想プロセッサの数の選択 (P. 23)

n 仮想メモリの構成 (P. 24)

n ネットワークの構成 (P. 24)

n VMware 準仮想化 SCSI アダプタについて (P. 25)

n SCSI コントローラの選択 (P. 25)

n 仮想ディスクのタイプの選択 (P. 26)

n 仮想マシンの作成の完了 (P. 29)

n ゲスト OS のインストール (P. 30)
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仮想マシン作成プロセスの開始

[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、vSphere インベントリに配置する仮想マシンを作成します。このウィザード
は、vSphere Client から開きます。

[新規仮想マシン] ウィザードで選択した内容は、終了準備の完了ページで  [終了]  をクリックするまで保存されません。
すべてのタスクを完了せずにウィザードをキャンセルした場合は、中断した場所からウィザードを再開することはできま

せん。新たに作成タスクを開始する必要があります。

開始する前に

vSphere Client が実行されている必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [ホストおよびクラスタ]  ビューまたは  [仮想マシンおよびテンプレート]  ビューを使用してイ
ンベントリ オブジェクトを表示します。

2 次のオブジェクトのいずれかを右クリックします。

n データ センター

n ホスト

n クラスタ

n リソース プール

n 仮想マシンのフォルダ

3 [ファイル]  -  [新規]  -  [仮想マシン]  を選択します。

[新規仮想マシン] ウィザードが開きます。

次に進む前に

[新規仮想マシン] ウィザードで構成パスを選択します。

新規仮想マシンの構成パスの選択

[標準]  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省略することで、仮想マシン作成プロセスが短縮
されています。 [カスタム]  パスには、より多くの柔軟性とオプションがあります。

仮想マシンの作成時に指定する情報には、いくつかの関係が影響します。そのような関係には、仮想マシンを配置するイ

ンベントリ オブジェクト、選択するカスタマイズ パス、仮想マシンとそのファイルを配置するデータストア、および仮
想マシンを実行するホストやクラスタがあります。

[標準]  構成を選択すると、仮想マシンのハードウェア バージョンがデフォルトで仮想マシンを配置するホストに設定され
ます。 [カスタム]  構成を選択した場合は、デフォルトを受け入れるか、以前のハードウェア バージョンを選択できます。
以前のバージョンの ESX/ESXi ホストとの互換性を維持する必要がある場合は、この構成が役立ちます。

[標準]  構成では次の情報を指定します。

n 仮想マシンの名前とインベントリの場所。

n 仮想マシンを配置する場所 （クラスタ、ホスト、リソース プール）。

n 仮想マシンのファイルを保存するデータストア。

n ゲスト OS とバージョン。

n 仮想ディスク サイズとプロビジョニング設定のパラメータ。

vSphere 仮想マシン管理ガイド
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[カスタム]  構成では、 [標準]  構成の情報に加えて次の情報を指定します。

n 仮想マシンのバージョン。

n CPU の数とメモリ サイズ。

n NIC の数、接続するネットワーク、およびネットワーク アダプタ タイプ。

n SCSI コントローラ タイプ。

n ディスク タイプ （新規ディスク、既存のディスク、RDM、またはディスクなし）。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの構成ページで、仮想マシンを作成するためのパスを選択します。

n [標準]

n [カスタム]

2 [次へ]  をクリックします。

名前と場所ページが表示されます。

次に進む前に

仮想マシンの名前と場所を選択します。

仮想マシンの名前と場所の入力

入力する名前は、インベントリでの仮想マシンの基本名として使用されます。また、仮想マシンのファイル名としても使

用されます。

名前の長さは、最大 80 文字です。vCenter Server に接続していてインベントリ内にフォルダがある場合、名前はフォル
ダ内で一意にする必要があります。名前では大文字と小文字が区別されないため、my_vm という名前は My_Vm と同一
です。

開始する前に

適切な命名方法に従っていることを確認します。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの名前と場所ページで、名前を入力します。

2 フォルダまたはデータ センターのルートを選択します。

3 [次へ]  をクリックします。

ホスト / クラスタ ページまたはリソース プール ページが開きます。

ホストまたはクラスタの選択

仮想マシンは、スタンドアロン ホスト上またはクラスタ内に配置できます。

クラスタは、共有リソースと共有管理インターフェイスを持つ複数の ESX/ESXi ホストとそれに関連する仮想マシンの集
合体です。ホストをクラスタにグループ化すると多くのオプション機能が使用できるようになり、インフラストラクチャ

の可用性および柔軟性が向上します。

第 3 章 仮想マシンの作成
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手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードのホスト / クラスタ ページで、仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択しま
す。

2 [次へ]  をクリックします。

ホスト上でリソース プールが構成されている場合は、リソース プール ページが開きます。そうでない場合は、デー
タストア ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンを実行するリソース プールまたはデータストアを選択します。

リソース プールの選択

リソース プールを有効な階層内に設定することによって、ホストやクラスタ内の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 ページは、ホストにリソース プールが構成されているときのみ表示されます。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードのリソース プール ページで、仮想マシンを実行するリソース プールに移動します。

2 リソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

選択したリソース プールに仮想マシンが配置されます。

次に進む前に

仮想マシンのファイルを格納するデータストアを選択します。

データストアの選択

データストアは、各ストレージ デバイスの仕様を隠し、仮想マシン ファイルを格納するための一貫したモデルを提供す
る論理コンテナです。データストアを使用して、ISO イメージ、仮想マシン テンプレート、およびフロッピー イメージを
格納できます。

対象のホストまたはクラスタ上ですでに構成されているデータストアから選択できます。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードのデータストア ページで、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。

2 [次へ]  をクリックします。

標準構成パスを選択した場合は、ゲスト OS ページが表示されます。カスタム構成パスを選択した場合は、仮想マシ
ンのバージョン ページが表示されます。

vSphere 仮想マシン管理ガイド
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仮想マシンのバージョンの選択

仮想マシンを配置するホストまたはクラスタが複数の VMware 仮想マシンのバージョンをサポートしている場合、仮想
マシンのバージョンを選択できます。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの仮想マシンのバージョン ページで、仮想マシンのバージョンを選択します。

オプション 説明

仮想マシン バージョン 7 ESX 4.0 以降のホストと互換性があります。このバージョンは、より多くの仮想マシ
ン機能を提供します。ESX 3.x ホストに移行する必要のない仮想マシンで推奨されます。

仮想マシン バージョン 4 ESX 3.0 以降のホストと互換性があります。ESX 3.x ホストで実行する必要がある仮
想マシン、およびほかのバージョン 4 仮想マシンと仮想ハード ディスクを共有する必
要がある仮想マシンでは、このバージョンが推奨です。

 

2 [次へ]  をクリックします。

ゲスト OS ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンのゲスト OS を選択します。

オペレーティング システムの選択

選択したゲスト 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。

ゲスト OS は、[新規仮想マシン] ウィザードではインストールされません。ウィザードで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。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードのゲスト OS ページで、オペレーティング システム ファミリを選択します。

n Microsoft Windows

n Linux

n Novell NetWare

n Solaris

n その他

2 ドロップダウン メニューからオペレーティング システムとバージョンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

Novell NetWare ゲスト OS を選択した場合は、メモリ ページが開きます。それ以外を選択した場合は、CPU ペー
ジが開きます。

次に進む前に

仮想マシンの CPU またはメモリを構成できます。

仮想プロセッサの数の選択

仮想マシンは、最大 8 つの仮想プロセッサまたは CPU を搭載するように構成できます。ホスト上でライセンス供与され
ている CPU の数と、ゲスト OS でサポートされているプロセッサの数によって、作成できる仮想プロセッサの数に制限
があります。

マルチプロセッサ仮想マシンをパワーオンするには、VMware Virtual SMP が必要です。マルチプロセッサ ホストでは、
仮想 CPU ページが表示されます。
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手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの CPU ページで、ドロップダウン メニューから仮想プロセッサの数を選択します。

2 [次へ]  をクリックします。

メモリ ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンのメモリを選択します。

仮想メモリの構成

仮想マシンに割り当てるメモリの量は、ゲスト OS が認識するメモリの量です。

最小メモリ サイズは 4MB です。最大メモリ サイズはホストによって異なります。メモリ サイズは、4MB の倍数で指定
する必要があります。最適なパフォーマンスを獲得するため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、ホストの状況の変化 （たとえば、
仮想マシンがオンまたはオフにされた場合など） に応じて変動します。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードのメモリ ページで、仮想メモリに対してメガバイトまたはギガバイト単位でサイズを選
択します。

スライダを使用するか、上矢印と下矢印を使用して数値を選択できます。

2 [次へ]  をクリックします。

ネットワーク ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンのネットワーク アダプタを選択します。

ネットワークの構成

ネットワーク設定を構成して、仮想マシンがほかのホストおよび仮想マシンと通信できるようにします。

注意   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接続されることがあります。スパニング ツリー プロトコルでは、この発生を防ぐこと
ができません。

ハードウェア バージョン 7 の仮想マシンは、最大 10 個の仮想 NIC をサポートしますが、仮想マシンの作成中には 4 個
の NIC しか選択できません。仮想 NIC をさらに追加するには、ウィザードの終了準備の完了ページで  [完了前に仮想マ
シンの設定を編集]  を選択するか、仮想マシンを作成後に編集します。

ハードウェア バージョン 4 の仮想マシンは、最大 4 個の仮想 NIC をサポートします。

手順

1 ネットワーク ページの  [ネットワーク接続の作成]  パネルで、接続する NIC の数を選択します。

2 NIC ごとに、ドロップダウン メニューからネットワークとアダプタのタイプを選択します。

3 (オプション) 仮想マシンのパワーオン時に NIC を接続するには、 [パワーオン時に接続]  をクリックします。

4 [次へ]  をクリックします。

SCSI コントローラ ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンの SCSI コントローラを選択します。
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VMware 準仮想化 SCSI アダプタについて

準仮想化 SCSI （PVSCSI） アダプタは、スループットが高く CPU 使用率が低い、高パフォーマンスのストレージ アダプ
タです。PVSCSI アダプタは、高いパフォーマンスが必要なストレージ環境に最適です。

PVSCSI アダプタは、バージョン 7 以降のハードウェアを実行する仮想マシンで利用できます。次のゲスト OS でサポー
トされています。

n Windows Server 2008 R2 （64 ビット）

n Windows Server 2008 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Server 2003 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows XP （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Vista （32 ビットおよび 64 ビット）

n Wndows 7 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Red Hat Linux 5 （32 ビットおよび 64 ビット）

PVSCSI アダプタには、次の制限事項があります。

n PVSCSI アダプタ上のディスクにスナップショットがある場合、または ESX ホストのメモリがオーバー コミットさ
れている場合、PVSCSI アダプタ上のディスクでパフォーマンスが向上しないことがあります。

n RHEL 5 からサポート対象外のカーネルにアップグレードした場合、PVSCSI アダプタに接続されているディスクの
データにアクセスできないことがあります。このようなディスクに再度アクセスできるようにするには、次のように

します。

a ゲスト カーネルをアップグレードし、ゲストを再起動しない。

b VMware Tools 構成をカーネル バージョン パラメータ付きで実行し、ゲスト内でカーネルのバージョンを渡し
ます。

vmware-config-tools.pk --kernel-version <カーネル バージョン>

実行中のカーネルのバージョンを判別するには、name -r を実行します。

c ゲストを再起動します。

n MSCS クラスタはサポートされていません。

n PVSCSI アダプタは、Red Hat Linux 5 仮想マシン上の起動ディスク （システム ソフトウェアを含むディスク） を
サポートしません。別のサポート対象のアダプタ タイプを使用して、起動ディスクを仮想マシンに接続します。

SCSI コントローラの選択

仮想マシンは仮想 SCSI コントローラを使用して仮想ディスクにアクセスします。仮想マシンが仮想 SCSI コントローラの
いずれかを経由してアクセスできる各仮想ディスクは、VMFS （VMware Virtual Machine File System） データスト
ア、NFS ベースのデータストア、または Raw ディスクにあります。どの SCSI アダプタを選択しても、仮想ディスクが
IDE ディスクであるか SCSI ディスクであるかには影響しません。

ウィザードでは、ゲスト OS ページで選択したゲスト OS に基づいて、正しいデフォルト コントローラが事前に選択され
ます。

LSI Logic SAS コントローラおよび VMware 準仮想化コントローラは、ハードウェア バージョン 7 以降の仮想マシンで
のみ使用できます。

スナップショットがあるディスクは、LSI Logic SAS アダプタおよび LSI Logic パラレル アダプタでパフォーマンスが向
上しないことがあります。
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手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの SCSI コントローラ ページで、デフォルト値を受け入れるか、SCSI コントローラ タ
イプを選択します。

n BusLogic パラレル

n LSI Logic パラレル

n LSI Logic SAS

n VMware 準仮想化

2 [次へ]  をクリックします。

ディスクの選択ページが開きます。

次に進む前に

ゲスト OS のファイルとデータを格納するディスクを選択します。

仮想ディスクのタイプの選択

仮想ディスクを作成するか、既存の仮想ディスクを使用するか、または仮想ディスクから SAN への直接アクセスを可能
にする Raw デバイス マッピング （RDM） を作成できます。仮想ディスクは、ゲスト OS が単一のハード ディスクとし
て認識する、ファイル システム上の 1 つ以上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。

仮想マシンには、その作成中または作成後に仮想ディスクを追加できます。ディスクをあとで追加する場合は、 [ディス
クを作成しない]  オプションを選択します。

選択できるオプションには、次のものがあります。

n 仮想ディスクの作成 (P. 26)

仮想ディスクを作成するときに、サイズ、フォーマット、クラスタリング機能などのディスク プロパティを指定で
きます。

n 既存の仮想ディスクを使用する (P. 27)

オペレーティング システムまたはほかの仮想マシンのデータで構成されている既存のディスクを使用できます。こ
れを選択すると、仮想ハード ドライブを仮想マシン間で自由に移動できます。

n Raw デバイス マッピングの作成 (P. 28)

ESX/ESXi 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。また、SAN LUN をマッピングすると、既存の SAN コマンドを使用し
てディスクのストレージを管理できるようになります。

仮想ディスクの作成

仮想ディスクを作成するときに、サイズ、フォーマット、クラスタリング機能などのディスク プロパティを指定できます。

仮想ディスクのデフォルトであるシック フォーマットを使用すると、削除したファイルをリカバリしたり、この割り当て
られた領域に存在する古いデータをリストアしたりする可能性は消去 （排除） されません。シック ディスクをシン ディ
スクに変換することはできません。

ほとんどの場合、デフォルトのデバイス ノードをそのまま使用できます。ハード ディスクの場合は、起動順序を制御し
たり異なる SCSI コントローラ タイプを使用したりする際に、デフォルト以外のデバイス ノードが役立ちます。たとえ
ば、LSI Logic コントローラをオフにして、バスの共有を有効にした BusLogic コントローラを使用してデータ ディスク
を別の仮想マシンと共有できます。

vSphere 仮想マシン管理ガイド

26  VMware, Inc.



手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードのディスクの作成ページで、ディスク サイズをメガバイト、ギガバイト、またはテラバ
イトで選択します。

あとでディスク サイズを増やすことも、仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスでディスクを追加することも
できます。

2 (オプション) ディスク プロビジョニング パネルでディスク割り当てを選択します。

オプション 説明

領域をオン デマンドで割り当ておよびコミッ

ト （シン プロビジョニング）

シン フォーマットのディスクを作成します。

フォールト トレランスなどのクラスタリン

グ機能をサポート

クラスタリング機能の使用をサポートします。

 

3 仮想ディスク ファイルを格納する場所を選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

仮想マシンで保存 構成ファイルおよびほかの仮想マシン ファイルとともに、ファイルが保存されます。
このオプションを選択すると、ファイル管理が容易になります。

データストアの指定 ファイルをほかの仮想マシン ファイルとは別に保存します。
 
詳細オプション ページが開きます。

4 デフォルトをそのまま使用するか、別の仮想デバイス ノードを選択します。

5 (オプション) 仮想ディスクの  [独立]  モードを選択し、オプションを選択します。

オプション 説明

通常 ディスクは通常どおり動作しますが、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永続的になります。

読み取り専用 ディスクは通常どおり動作しているように見えますが、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すべて破棄されます。

 
独立ディスクはスナップショットの影響を受けません。

6 [次へ]  をクリックします。

変更内容が記録され、終了準備の完了ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンに対する選択内容を、終了準備の完了ページで確認します。

既存の仮想ディスクを使用する

オペレーティング システムまたはほかの仮想マシンのデータで構成されている既存のディスクを使用できます。これを選
択すると、仮想ハード ドライブを仮想マシン間で自由に移動できます。

ほとんどの場合、デフォルトのデバイス ノードをそのまま使用できます。ハード ディスクの場合は、起動順序を制御し
たり異なる SCSI コントローラ タイプを使用したりする際に、デフォルト以外のデバイス ノードが役立ちます。たとえ
ば、LSI Logic コントローラをオフにして、バスの共有を有効にした BusLogic コントローラを使用してデータ ディスク
を別の仮想マシンと共有できます。

ほとんどの場合、デフォルトのデバイス ノードをそのまま使用できます。ハード ディスクの場合は、起動順序の制御や
別の SCSI コントローラ タイプの指定の際に、デフォルト以外のデバイス ノードが役立ちます。たとえば、LSI Logic コ
ントローラをオフにして、バスの共有を有効にした BusLogic コントローラを使用してデータ ディスクを別の仮想マシン
と共有できます。
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手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの既存のディスクの選択ページで、仮想ディスク ファイルを参照して  [OK]  をクリッ
クし、 [次へ]  をクリックします。

2 デフォルトをそのまま使用するか、別の仮想デバイス ノードを選択します。

3 (オプション) 仮想ディスクの  [独立]  モードを選択し、オプションを選択します。

オプション 説明

通常 ディスクは通常どおり動作しますが、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永続的になります。

読み取り専用 ディスクは通常どおり動作しているように見えますが、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すべて破棄されます。

 
独立ディスクはスナップショットの影響を受けません。

4 [次へ]  をクリックします。

変更内容が記録され、終了準備の完了ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンの構成を確認します。

Raw デバイス マッピングの作成

ESX/ESXi 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。また、SAN LUN をマッピングすると、既存の SAN コマンドを使用してディスクのスト
レージを管理できるようになります。

VMFS ボリュームに LUN をマッピングすると、vCenter Server によって Raw LUN を示す Raw デバイス マッピング
（RDM） 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、vCenter Server で LUN を
ロックして、一度に 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。RDM の詳細については、『ESX 構成ガイ
ド』 または 『ESXi 構成ガイド』 を参照してください。

RDM ファイルには .vmdk 拡張子が付いていますが、ESX/ESXi ホスト上の 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。

ほとんどの場合、デフォルトのデバイス ノードをそのまま使用できます。ハード ディスクの場合は、起動順序を制御し
たり異なる SCSI コントローラ タイプを使用したりする際に、デフォルト以外のデバイス ノードが役立ちます。たとえ
ば、LSI Logic コントローラをオフにして、バスの共有を有効にした BusLogic コントローラを使用してデータ ディスク
を別の仮想マシンと共有できます。

注意   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。

手順

1 ターゲット LUN を選択し、 [次へ]  をクリックします。

2 LUN マッピング ファイルを格納するデータストアを選択します。

n [仮想マシン ファイルで保存]

n [データストアを指定]

3 [次へ]  をクリックします。

互換モードの選択ページが開きます。
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4 互換モードを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

物理 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。この仮想マシンのス
ナップショットを作成しても、このディスクは含まれません。

仮想 仮想マシンが VMware スナップショットおよびその他の拡張機能を使用できるよう
にします。

 

5 デフォルトの仮想デバイス ノードをそのまま使用するか、別のノードを選択します。

6 (オプション) 仮想ディスクの  [独立]  モードを選択し、オプションを選択します。

オプション 説明

通常 ディスクは通常どおり動作しますが、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永続的になります。

読み取り専用 ディスクは通常どおり動作しているように見えますが、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すべて破棄されます。

 
独立ディスクはスナップショットの影響を受けません。

7 [次へ]  をクリックします。

変更内容が記録され、終了準備の完了ページが開きます。

次に進む前に

仮想マシンの構成を確認します。

仮想マシンの作成の完了

終了準備の完了ページで、仮想マシンに対して選択した構成を確認できます。既存の設定の変更、リソースの構成、ハー

ドウェアの追加などを行うことができます。

ウィザードの完了前または完了後に、仮想マシンの設定を追加で構成できます。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードの終了準備の完了ページで、仮想マシンの構成設定を確認します。

2 (オプション)  [完了前に仮想マシンの設定を編集]  を選択し、 [続行]  をクリックします。

仮想マシンのプロパティ エディタが開きます。変更を完了して  [終了]  をクリックすると、仮想マシンのプロパ
ティ エディタと[新規仮想マシン] ウィザードの両方が閉じます。 [キャンセル]  をクリックしないかぎり、前に戻っ
てウィザードの設定を確認することはできません。

3 (オプション) 前に戻ってウィザードの設定を確認するには、 [キャンセル]  をクリックします。

4 作成タスクを完了してウィザードを閉じるには、 [終了]  をクリックします。

vSphere Client の  [インベントリ]  ビューに仮想マシンが表示されます。

次に進む前に

新しい仮想マシンを使用するには、仮想ドライブをパーティショニングしてフォーマットし、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。通常は、オペレーティング システムのインストール プログラムによって、仮
想ドライブのパーティショニングとフォーマットが行われます。
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ゲスト OS のインストール

仮想マシンは、ゲスト OS と VMware Tools をインストールするまで未完了状態です。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基本的に同じです。

このセクションでは、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説明します。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。

仮想マシンでの PXE の使用

ネットワーク デバイスから仮想マシンを起動し、PXE （Preboot Execution Environment） を使用してリモートでゲ
スト OS をインストールできます。

VMware の 『ゲスト OS の互換性ガイド』 の一覧に記載されているゲスト OS のうち、そのオペレーティング システム
のベンダーがオペレーティング システムからの PXE 起動をサポートしている場合に、ゲスト OS の PXE 起動がサポート
されています。

仮想マシンでは次の要件を満たす必要があります。

n オペレーティング システム ソフトウェアがインストールされていない仮想ディスクがあり、そのディスクに目的の
システム ソフトウェアを格納するための十分な空きディスク領域がある必要があります。

n PXE サーバが配置されているネットワークに接続されたネットワーク アダプタがある必要があります。

ゲスト OS のインストールの詳細については、『ゲスト OS インストール ガイド』 を参照してください。

メディアからのゲスト OS のインストール

ゲスト OS は、CD-ROM または ISO イメージからインストールできます。CD-ROM からインストールするよりも ISO
イメージからインストールする方が、通常は処理が速く、より便利です。

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。この場
合、仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスで  [オプション]  タブの  [起動オプション]  を選択し、 [次回仮想マシ
ンの起動時に、強制的に BIOS セットアップ画面に入る]  を選択します。仮想マシンを次に起動すると BIOS セットアッ
プに入ります。

開始する前に

n インストール ISO イメージが、VMFS データストアまたは ESX/ESXI ホストからアクセスできるネットワーク ファ
イル システム （NFS） ボリューム上にあることを確認します。

n オペレーティング システム ベンダーが提供するインストールの指示を入手していることを確認します。

手順

1 vSphere Client を開いて、仮想マシンが格納されている vCenter Server システムまたはホストにログインします。

2 インストール方法を選択します。

オプション アクション

CD-ROM ゲスト OS のインストール CD-ROM を、ESX/ESXi ホストの CD-ROM ドライブに
挿入します。

ISO イメージ a インベントリ リストで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。
b [ハードウェア]  タブをクリックし、 [CD/DVD ドライブ]  を選択します。
c デバイス タイプ パネルで  [データストア ISO ファイル]  を選択し、ゲスト OS

の ISO イメージを参照します。
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3 仮想マシンを右クリックして、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

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ます。

4 オペレーティング システム ベンダーによるインストールの指示に従います。

次に進む前に

VMware Tools をインストールします。
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テンプレートおよびクローンの操作 4
クローンは、仮想マシンのコピーです。テンプレートは、数多くのクローンの作成に使用可能な、仮想マシンのマスター

コピーです。

仮想マシンのクローンを作成する場合は、その仮想マシン全体のコピーを作成します。これには、その仮想マシンの設定、

構成済みのすべての仮想デバイス、インストールされているソフトウェア、および仮想マシンのディスクの他の内容が含

まれます。ゲスト OS のカスタマイズを使用して、コンピュータ名やネットワーク設定など、クローンのプロパティをい
くつか変更するオプションもあります。

仮想マシンのクローンを作成すると、類似の数多くの仮想マシンをデプロイするときの時間を節約できます。各仮想マシ

ンを個別に作成して構成するのではなく、単一の仮想マシンを作成して構成し、ソフトウェアをインストールして、仮想

マシンのクローンを複数回作成できます。

頻繁にクローンを作成する仮想マシンを作成する場合は、その仮想マシンをテンプレートにします。テンプレートは、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。テンプレートは、パワーオンも編
集もできないため、通常の仮想マシンに比べ変更するのがより困難です。テンプレートは、複数回デプロイする仮想マシ

ンの構成を保持する、より安全な方法を提供します。

仮想マシンのクローンを作成した場合、またはテンプレートから仮想マシンをデプロイした場合、クローン作成された結

果の仮想マシンは、元の仮想マシンまたはテンプレートに依存しません。元の仮想マシンまたはテンプレートへの変更は、

クローン作成された仮想マシンに反映されず、またクローン作成された仮想マシンへの変更は元の仮想マシンにもテンプ

レートにも反映されません。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンのクローン作成 (P. 34)

n 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. 35)

n テンプレートの作成 (P. 36)

n テンプレートからの仮想マシンのデプロイ (P. 38)

n テンプレート ソフトウェアまたは仮想マシン構成の変更 (P. 40)

n テンプレート名の変更 (P. 40)

n テンプレートの削除 (P. 40)

n テンプレートの仮想マシンへの変換 (P. 42)

n ゲスト OS のカスタマイズ (P. 42)
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仮想マシンのクローン作成

仮想マシンのクローン作成では、クローン元と同じ構成およびインストールされたソフトウェアを持つ、仮想マシンの複

製を作成します。

オプションで、クローンのゲスト OS をカスタマイズして、仮想マシン名、ネットワーク設定、およびその他のプロパティ
を変更することもできます。これは、仮想マシンと同一のゲスト OS 設定を持つクローンとが同時にデプロイされる場合
に起きる可能性のある競合を防止します。

開始する前に

n 仮想マシンのクローンを作成するには、vCenter Server に接続している必要があります。ESX/ESXi ホストに直接接
続している場合、仮想マシンのクローンを作成することはできません。

n 仮想マシンのゲスト OS をカスタマイズするには、ゲスト OS がカスタマイズの要件を満たしていることを確認しま
す。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してください。

n カスタマイズ仕様を使用するには、最初にカスタマイズ仕様を作成またはインポートする必要があります。

n 新規仮想マシンのホスト名または IP アドレスを生成するためにカスタム スクリプトを使用するには、そのスクリプ
トを構成します。「ゲスト OS のカスタマイズ時にコンピュータ名および IP アドレスを生成するスクリプトの構
成 (P. 43)」 を参照してください。

手順

1 仮想マシンを右クリックして  [クローン作成]  を選択します。

2 仮想マシン名を入力して場所を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 新規仮想マシンが実行されるホストまたはクラスタを選択します。

オプション 説明

スタンドアロン ホストで仮想マシンを実行

します。

ホストを選択して、 [次へ]  をクリックします。

DRS 自動配置機能を持つクラスタで仮想マ

シンを実行します。

クラスタを選択して、 [次へ]  をクリックします。

DRS 自動配置機能を持たないクラスタで仮

想マシンを実行します。

a クラスタを選択して、 [次へ]  をクリックします。
b クラスタ内のホストを選択して、 [次へ]  をクリックします。

 

4 クローンを実行するリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 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]  をクリックします。

オプション 説明

すべての仮想マシン ファイルを同じ場所に

保存。

データストアを選択して、 [次へ]  をクリックします。

仮想マシン構成ファイルとディスクを別々の

場所に保存。

a [詳細]  をクリックします。
b 仮想マシン構成ファイルおよび各仮想ディスクについて、ドロップダウン リスト

からデータストアを選択します。

c [次へ]  をクリックします。
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6 仮想マシンのディスク用のフォーマットを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

ソースと同じフォーマット ソース仮想マシンと同じフォーマットを使用します。

シン プロビジョニング フォーマット シン プロビジョニング フォーマットを使用します。最初、シン プロビジョニング
ディスクは、そのディスクが初期に必要とする領域のみを使用します。あとでシン

ディスクでさらに多くの領域が必要になると、そこに割り当てられている最大容量ま

で拡張できます。

VMFS データストアがバージョン 3 以降の場合のみ、シン プロビジョニング フォー
マットの仮想ディスクをサポートしています。

シック フォーマット シック仮想ディスクは、サイズが変化することなく、プロビジョニングされたデータ

ストア領域全体を最初から占有します。

 

7 ゲスト OS カスタマイズ オプションを選択します。

オプション 説明

カスタマイズしない [カスタマイズしない]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。
いずれのゲスト OS 設定もカスタマイズしません。すべての設定が、ソース仮想マシ
ンの設定と同じままです。

カスタマイズ ウィザードを使用してカスタ

マイズする

カスタマイズ ウィザードが開き、ゲスト OS のカスタマイズ オプションを選択でき
ます。

このオプションを選択して、 [次へ]  をクリックし、カスタマイズ ウィザードを起動
します。

n Linux ゲスト OS をカスタマイズするには、「クローン作成またはデプロイ時の
Linux のカスタマイズ (P. 46)」 を参照してください。

n Windows ゲスト OS をカスタマイズするには、「クローン作成またはデプロイ
時の Windows のカスタマイズ (P. 44)」 を参照してください。

既存のカスタマイズ仕様を使用してカスタマ

イズする

保存されているカスタマイズ仕様の設定を使用して、ゲスト OS をカスタマイズします。
a [既存のカスタマイズ仕様を使用してカスタマイズする]  を選択します。
b 使用するカスタマイズ仕様を選択します。

c (オプション) このデプロイのみのために仕様に変更を加える場合は、 [カスタマ
イズ ウィザードを使用して、デプロイ前に一時的に仕様を調整する]  を選択しま
す。

d [次へ]  をクリックします。
 

8 選択内容を確認し、仮想マシンをパワーオンするか編集するかを選択します。

オプション 説明

作成後にこの仮想マシンをパワーオンする このオプションを選択して、 [終了]  をクリックします。
仮想マシンがデプロイ タスクの完了後にパワーオンします。

仮想ハードウェアを編集 a [仮想ハードウェアを編集]  を選択して、 [続行]  をクリックします。
b 仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスで変更を行い、 [OK]  をクリック

します。

 

クローン作成された仮想マシンがデプロイされます。クローン作成が完了するまで、仮想マシンは使用することも編集す

ることもできません。クローン作成に仮想ディスクの作成が含まれる場合、数分かかる場合があります。カスタマイズ前

であれば、いつでもクローンの作成をキャンセルできます。

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。

手順

1 vSphere Client を起動して、vCenter Server システムにログインします。

2 ホーム ページで、 [スケジュール設定タスク]  をクリックします。
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3 [ファイル]  -  [新規]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択するか、 [新規]  をクリックします。

[スケジュール設定するタスクを選択]  ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ドロップダウン メニューで  [仮想マシンのクローン作成]  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]ウィザードが表示されます。

5 クローンを作成する仮想マシンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 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。

7 テキスト ボックスに、名前とタスクの説明を入力します。

8 タスクの頻度を選択します。

9 [今すぐ]  または  [日時]  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]  をクリックします。

カレンダーを表示するには、 [日時]  をクリックし、ドロップダウン矢印をクリックして、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。

10 新規仮想マシンの設定完了ページで情報を確認し、 [終了]  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するチェック ボックスを選択することもできます。

vCenter Server 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、vCenter Server 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。

テンプレートの作成

テンプレートは、仮想マシンのマスター イメージを作成してそこから数多くの仮想マシンをデプロイできるようにするた
めに作成します。

テンプレートの作成は、仮想マシンをテンプレートに変換する、テンプレートに仮想マシンのクローンを作成する、また

は別のテンプレートのクローンを作成することによって行うことができます。

仮想マシンのテンプレートへの変換

コピー （クローン） を作成する代わりに、仮想マシンを直接テンプレートに変換できます。

仮想マシンをテンプレートに変換した場合、それを変換して仮想マシンに戻さないかぎり、そのテンプレートは編集する

こともパワーオンすることもできません。

開始する前に

n 仮想マシンをテンプレートに変換するには、vCenter Server に接続している必要があります。vSphere Client を
ESX/ESXi ホストに直接接続した場合、テンプレートを作成することはできません。

n 仮想マシンをテンプレートに変換する前に、インベントリで仮想マシンを選択してパワーオフします。

手順

u 仮想マシンを右クリックし、 [テンプレート]  -  [テンプレートに変換]  を選択します。

vCenter Server 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 ペインにタスクを表示します。
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テンプレートへの仮想マシンのクローン作成

テンプレートへの仮想マシンのクローン作成では、元の仮想マシンをそのまま残しながら、仮想マシンのテンプレート コ
ピーを作成します。

開始する前に

テンプレートに仮想マシンのクローンを作成するには、vCenter Server に接続している必要があります。ESX/ESXi ホス
トに直接接続している場合、テンプレートを作成することはできません。

手順

1 仮想マシンを右クリックし、 [テンプレート]  -  [テンプレートとしてクローン作成]  を選択します。

2 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]  をクリックします。

3 ターゲット場所のページに進み、 [次へ]  をクリックします。

4 テンプレートの仮想ディスクを格納するフォーマットを指定し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

ソースと同じフォーマット ソース仮想マシンと同じフォーマットを使用します。

シン プロビジョニング フォーマット シン プロビジョニング フォーマットを使用します。最初、シン プロビジョニング
ディスクは、そのディスクが初期に必要とする領域のみを使用します。あとでシン

ディスクでさらに多くの領域が必要になると、そこに割り当てられている最大容量ま

で拡張できます。

VMFS データストアがバージョン 3 以降の場合のみ、シン プロビジョニング フォー
マットの仮想ディスクをサポートしています。

シック フォーマット シック仮想ディスクは、サイズが変化することなく、プロビジョニングされたデータ

ストア領域全体を最初から占有します。

 

5 [終了]  をクリックします。

vCenter Server 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。

テンプレートのクローン作成

テンプレートのクローン作成では、そのコピーを作成します。

開始する前に

テンプレートのクローンを作成するには、vCenter Server に接続している必要があります。ESX/ESXi ホストに直接接続
している場合、テンプレートを作成することはできません。

手順

1 テンプレートを右クリックして  [クローン作成]  を選択します。

2 新しいテンプレートに一意の名前と説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

3 ホストまたはクラスタを選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 テンプレート用のデータストアを選択し、 [次へ]  をクリックします。
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5 テンプレートの仮想ディスクを格納するフォーマットを指定します。

オプション 説明

ソースと同じフォーマット ソース仮想マシンと同じフォーマットを使用します。

シン プロビジョニング フォーマット シン プロビジョニング フォーマットを使用します。最初、シン プロビジョニング
ディスクは、そのディスクが初期に必要とする領域のみを使用します。あとでシン

ディスクでさらに多くの領域が必要になると、そこに割り当てられている最大容量ま

で拡張できます。

VMFS データストアがバージョン 3 以降の場合のみ、シン プロビジョニング フォー
マットの仮想ディスクをサポートしています。

シック フォーマット シック仮想ディスクは、サイズが変化することなく、プロビジョニングされたデータ

ストア領域全体を最初から占有します。

 

6 [次へ]  をクリックします。

7 テンプレートの情報を確認して、 [終了]  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。

vCenter Server 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]  タブのリストに追加されます。

テンプレートからの仮想マシンのデプロイ

テンプレートから仮想マシンをデプロイすると、テンプレートのコピーである新しい仮想マシンが作成されます。その新

しい仮想マシンには、テンプレートに構成されている仮想ハードウェア、インストールされているソフトウェア、および

その他のプロパティがあります。

開始する前に

n 仮想マシンをテンプレートからデプロイするには、vCenter Server に接続している必要があります。vSphere Client
を ESX/ESXi ホストに直接接続した場合、テンプレートからデプロイすることはできません。

n 仮想マシンのゲスト OS をカスタマイズするには、ゲスト OS がカスタマイズの要件を満たしていることを確認しま
す。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してください。

n カスタマイズ仕様を使用するには、最初にカスタマイズ仕様を作成またはインポートする必要があります。

n 新規仮想マシンのホスト名または IP アドレスを生成するためにカスタム スクリプトを使用するには、そのスクリプ
トを構成します。「ゲスト OS のカスタマイズ時にコンピュータ名および IP アドレスを生成するスクリプトの構
成 (P. 43)」 を参照してください。

手順

1 テンプレートを右クリックし、 [このテンプレートから仮想マシンのデプロイ]  を選択します。

2 仮想マシン名を入力して場所を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 新規仮想マシンが実行されるホストまたはクラスタを選択します。

オプション 説明

スタンドアロン ホストで仮想マシンを実行

します。

ホストを選択して、 [次へ]  をクリックします。

DRS 自動配置機能を持つクラスタで仮想マ

シンを実行します。

クラスタを選択して、 [次へ]  をクリックします。

DRS 自動配置機能を持たないクラスタで仮

想マシンを実行します。

a クラスタを選択して、 [次へ]  をクリックします。
b クラスタ内のホストを選択して、 [次へ]  をクリックします。

 

4 クローンを実行するリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。
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5 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]  をクリックします。

オプション 説明

すべての仮想マシン ファイルを同じ場所に

保存。

データストアを選択して、 [次へ]  をクリックします。

仮想マシン構成ファイルとディスクを別々の

場所に保存。

a [詳細]  をクリックします。
b 仮想マシン構成ファイルおよび各仮想ディスクについて、ドロップダウン リスト

からデータストアを選択します。

c [次へ]  をクリックします。
 

6 仮想マシンのディスク用のフォーマットを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

ソースと同じフォーマット ソース仮想マシンと同じフォーマットを使用します。

シン プロビジョニング フォーマット シン プロビジョニング フォーマットを使用します。最初、シン プロビジョニング
ディスクは、そのディスクが初期に必要とする領域のみを使用します。あとでシン

ディスクでさらに多くの領域が必要になると、そこに割り当てられている最大容量ま

で拡張できます。

VMFS データストアがバージョン 3 以降の場合のみ、シン プロビジョニング フォー
マットの仮想ディスクをサポートしています。

シック フォーマット シック仮想ディスクは、サイズが変化することなく、プロビジョニングされたデータ

ストア領域全体を最初から占有します。

 

7 ゲスト OS カスタマイズ オプションを選択します。

オプション 説明

カスタマイズしない [カスタマイズしない]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。
いずれのゲスト OS 設定もカスタマイズしません。すべての設定が、ソース仮想マシ
ンの設定と同じままです。

カスタマイズ ウィザードを使用してカスタ

マイズする

カスタマイズ ウィザードが開き、ゲスト OS のカスタマイズ オプションを選択でき
ます。

このオプションを選択して、 [次へ]  をクリックし、カスタマイズ ウィザードを起動
します。

n Linux ゲスト OS をカスタマイズするには、「クローン作成またはデプロイ時の
Linux のカスタマイズ (P. 46)」 を参照してください。

n Windows ゲスト OS をカスタマイズするには、「クローン作成またはデプロイ
時の Windows のカスタマイズ (P. 44)」 を参照してください。

既存のカスタマイズ仕様を使用してカスタマ

イズする

保存されているカスタマイズ仕様の設定を使用して、ゲスト OS をカスタマイズします。
a [既存のカスタマイズ仕様を使用してカスタマイズする]  を選択します。
b 使用するカスタマイズ仕様を選択します。

c (オプション) このデプロイのみのために仕様に変更を加える場合は、 [カスタマ
イズ ウィザードを使用して、デプロイ前に一時的に仕様を調整する]  を選択しま
す。

d [次へ]  をクリックします。
 

8 選択内容を確認し、仮想マシンをパワーオンするか編集するかを選択します。

オプション 説明

作成後にこの仮想マシンをパワーオンする このオプションを選択して、 [終了]  をクリックします。
仮想マシンがデプロイ タスクの完了後にパワーオンします。

仮想ハードウェアを編集 a [仮想ハードウェアを編集]  を選択して、 [続行]  をクリックします。
b 仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスで変更を行い、 [OK]  をクリック

します。
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仮想マシンがデプロイされます。デプロイが完了するまで、仮想マシンは使用することも編集することもできません。デ

プロイに仮想ディスクの作成が含まれる場合、数分かかる場合があります。

テンプレート ソフトウェアまたは仮想マシン構成の変更

テンプレートの仮想ハードウェアまたは仮想マシンのオプションを変更する場合、またはアプリケーションをアップグレー

ドする場合は、そのテンプレートを仮想マシンに変換する必要があります。仮想マシンを編集したあとで、それをテンプ

レートに変換して戻します。

開始する前に

テンプレートを編集するには、vCenter Server に接続している必要があります。vSphere Client を ESX/ESXi ホストに
直接接続した場合、テンプレートを操作することはできません。

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。

テンプレート名の変更

テンプレートへのその他の変更とは異なり、テンプレートの名前を変更するためにテンプレートを仮想マシンに変換する

必要はありません。

開始する前に

テンプレートを編集するには、vCenter Server に接続している必要があります。vSphere Client を ESX/ESXi ホストに
直接接続した場合、テンプレートを操作することはできません。

手順

1 テンプレートを右クリックし、 [名前の変更]  を選択します。

2 新しい名前を入力し、フィールドの外をクリックして変更内容を保存します。

テンプレートの削除

テンプレートは、インベントリまたはディスクからテンプレートを削除することによって削除できます。インベントリか

らテンプレートを削除してもディスク上には残るため、vCenter Server に再登録してインベントリにリストアできます。

n インベントリからのテンプレートの削除 (P. 41)

インベントリからテンプレートを削除すると、vCenter Server インベントリからは登録解除されますが、データス
トアからは削除されません。

n ディスクからのテンプレートの削除 (P. 41)

削除されたテンプレートは、システムから永続的に削除されます。

n テンプレートの再登録 (P. 41)

テンプレートは、インベントリから削除されるか、または関連付けられているホストが vCenter Server から削除
されて再追加された場合に、vCenter Server から登録解除された状態になる可能性があります。
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インベントリからのテンプレートの削除

インベントリからテンプレートを削除すると、vCenter Server インベントリからは登録解除されますが、データストア
からは削除されません。

開始する前に

インベントリからテンプレートを削除するには、vCenter Server に接続している必要があります。ESX/ESXi ホストに直
接接続している場合、テンプレートを操作することはできません。

手順

1 テンプレートを右クリックし、 [インベントリから削除]  を選択します。

2 [OK]  をクリックし、vCenter Server 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。

テンプレートは、vCenter Server インベントリから登録解除されます。

ディスクからのテンプレートの削除

削除されたテンプレートは、システムから永続的に削除されます。

開始する前に

テンプレートを削除するには、vCenter Server に接続している必要があります。vSphere Client を ESX/ESXi ホストに
直接接続した場合、テンプレートを操作することはできません。

手順

1 テンプレートを右クリックし、 [ディスクから削除]  を選択します。

2 [OK]  をクリックし、データストア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。

テンプレートの再登録

テンプレートは、インベントリから削除されるか、または関連付けられているホストが vCenter Server から削除されて
再追加された場合に、vCenter Server から登録解除された状態になる可能性があります。

手順

1 vSphere Client を起動して、vCenter Server システムにログインします。

2 ホーム ページで、 [仮想マシンおよびテンプレート]  をクリックします。

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]  を選択します。

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、 [インベントリへの追加]  を選択します。

[インベントリへの追加]ウィザードが表示されます。

6 テンプレート マシン名を入力して場所を選択し、 [次へ]  をクリックします。

テンプレートの元の名前を維持する場合は、インベントリへの追加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の場合、vCenter Server は元の名前を使用します。

7 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]  を選択します。

8 選択内容を確認し、 [終了]  をクリックします。

テンプレートがホストに登録されます。このテンプレートはホストの  [仮想マシン]  タブに表示されます。
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テンプレートの仮想マシンへの変換

テンプレートを仮想マシンに変換すると、コピーが作成されるのではなくテンプレートが変更されます。テンプレートを

仮想マシンに変換すると、そのテンプレートを編集できます。仮想マシンのデプロイ用のマスター イメージとしてテンプ
レートを保持する必要がなくなった場合に、そのテンプレートを仮想マシンに変換することもあります。

開始する前に

テンプレートを仮想マシンに変換するには、vCenter Server に接続している必要があります。ESX/ESXi ホストに直接接
続している場合、テンプレートを操作することはできません。

手順

1 テンプレートを右クリックし、 [仮想マシンへの変換]  を選択します。

2 仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択します。

オプション 説明

スタンドアロン ホストで仮想マシンを実行

します。

ホストを選択して、 [次へ]  をクリックします。

DRS 自動配置機能を持つクラスタで仮想マ

シンを実行します。

クラスタを選択して、 [次へ]  をクリックします。

DRS 自動配置機能を持たないクラスタで仮

想マシンを実行します。

a クラスタを選択して、 [次へ]  をクリックします。
b クラスタ内のホストを選択して、 [次へ]  をクリックします。

 
テンプレートがレガシー VMFS2 データストアに格納されている場合は、そのテンプレートが仮想マシンのターゲッ
トとして作成されたホストを選択する必要があります。

3 クローンを実行するリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 選択内容を確認し、 [終了]  をクリックします。

ゲスト OS のカスタマイズ

仮想マシンのクローンを作成する場合、またはテンプレートから仮想マシンをデプロイする場合は、その仮想マシンのゲ

スト OS をカスタマイズして、コンピュータ名、ネットワーク設定、およびライセンス設定などのプロパティを変更でき
ます。

ゲスト OS をカスタマイズすると、コンピュータ名の重複が原因で起きる競合など、同一の設定を持つ仮想マシンをデプ
ロイするときに発生する可能性のある競合を防止するのに役立ちます。

カスタマイズ設定は、クローン作成またはデプロイ プロセス時に[ゲストのカスタマイズ] ウィザードの起動を選択して、
指定できます。あるいは、カスタマイズ仕様を作成できます。カスタマイズ仕様は、vCenter Server データベースに格
納されるカスタマイズ設定です。クローン作成またはデプロイ プロセス時に、新規仮想マシンに適用するカスタマイズ仕
様を選択できます。

カスタマイズ仕様マネージャを使用して、[ゲストのカスタマイズ] ウィザードで作成したカスタマイズ仕様を管理します。

ゲスト OS のカスタマイズ要件

ゲスト OS のカスタマイズは、いくつかの要件を満たしている場合にのみサポートされます。

VMware Tools の要件

クローン作成またはデプロイ時にゲスト OS をカスタマイズするには、最新バージョンの VMware Tools が仮想マシンま
たはテンプレートにインストールされている必要があります。
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仮想ディスクの要件

カスタマイズ対象のゲスト OS は、仮想マシン構成で SCSI ノード 0:0 として接続されたディスク上にインストールされ
ている必要があります。

ESX Server 3.0.x 以前を実行するホスト上にある仮想マシンには、次の追加ディスク要件があります。

n Windows ゲスト OS では、アクティブなパーティション （boot.ini が格納されているパーティション） 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ているパーティション） が同
じ仮想ディスク上になければなりません。アクティブ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。

n Linux ゲスト OS では、システム パーティション （/etc ディレクトリが格納されているパーティション） を含む
仮想ディスクは、SCSI 0:0 ノード上に存在しなければなりません。

Windows の要件

Windows ゲスト OS をカスタマイズするには、次の条件を満たす必要があります。

n vCenter Server システムに、Microsoft Sysprep ツールをインストールする必要があります。付録 A「Microsoft
Sysprep ツールのインストール (P. 155)」 を参照してください。

n 仮想マシンを実行する ESX/ESXi ホストは 3.5 以降である必要があります。

ゲスト OS のカスタマイズは、複数の Windows オペレーティング システムでサポートされています。Windows オペ
レーティング システムのカスタマイズのサポートおよび互換性のある ESX/ESXi ホストを確認するには、『VMware vSphere
互換性マトリックス』 を参照してください。

Linux の要件

Linux ゲスト OS をカスタマイズするには、次の条件を満たす必要があります。

n Linux ゲスト OS に Perl がインストールされている必要があります。

n 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
トされている必要があります。

ゲスト OS のカスタマイズは、複数の Linux ディストリビューションでサポートされています。Linux ディストリビュー
ションのカスタマイズのサポートおよび互換性のある ESX/ESXi ホストを確認するには、『VMware vSphere 互換性マト
リックス』 を参照してください。

ゲスト OS のカスタマイズ時にコンピュータ名および IP アドレスを生成するスクリプトの構成

カスタマイズ時に仮想 NIC のコンピュータ名または IP アドレスを指定する代わりに、これらの項目を生成するスクリプ
トを作成できます。

スクリプトは、Windows コマンドライン スクリプト ホスト （cscript.exe） によって実行されます。スクリプトは、
JScript または VBScript など、互換性のある任意のスクリプト言語で記述できます。スクリプトの記述の詳細について
は、cscript.exe に関する Microsoft 社のドキュメントを参照してください。

手順

1 スクリプトを作成してそれを vCenter Server システムのローカル ディスクに保存します。

2 vCenter Server に接続した vSphere Client で、 [管理]  -  [vCenter Server 設定] を選択します。

3 [詳細設定]  を選択します。
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4 スクリプトの構成パラメータを指定します。

a [キー]  テキスト ボックスに、config.guestcust.name-ip-generator.arg1 と入力します。

b [値]  テキスト ボックスに、//nologo と入力して、 [追加]  をクリックします。

c [キー]  テキスト ボックスに、config.guestcust.name-ip-generator.arg2 と入力します。

d [値]  テキスト ボックスに、vCenter Server システム上のスクリプト ファイルのパスを入力して、 [追加]  をク
リックします。

e [キー]  テキスト ボックスに、config.guestcust.name-ip-generator.program と入力します。

f [値]  テキスト ボックスに、cscript と入力して、 [追加]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

これで、カスタマイズ時にコンピュータ名または IP アドレスを生成するためにアプリケーションを使用するオプションを
選択できます。

クローン作成またはデプロイ時の Windows のカスタマイズ

テンプレートから新規仮想マシンをデプロイするプロセス、または既存の仮想マシンのクローンを作成するプロセスで、

仮想マシンの Windows ゲスト OS をカスタマイズできます。

開始する前に

カスタマイズの要件をすべて満たしていることを確認します。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してくだ
さい。

この手順を実行するには、仮想マシンのクローン作成または仮想マシンをテンプレートからデプロイするときに、カスタ

マイズ ウィザードを起動します。「仮想マシンのクローン作成 (P. 34)」 または 「テンプレートからの仮想マシンのデプ
ロイ (P. 38)」 を参照してください。

手順

1 仮想マシンの所有者名と組織を入力して、 [次へ]  をクリックします。

2 ゲスト OS のコンピュータ名の決定方法を指定し、 [次へ]  をクリックします。

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。

オプション 説明

特定の名前を使用する a 名前を入力します。

名前には、英数字とハイフン （-） を使用できます。ピリオド （.） や空白スペー
スは使用できません。また、数字以外の文字や記号も使用する必要があります。

名前は大文字と小文字が区別されません。

b (オプション) 確実に名前を一意にするには、 [数値を付加して一意の値にする]
を選択します。これによって、仮想マシン名に、ハイフンと数値が追加されます。

仮想マシン名を使用する vCenter Server が作成するコンピュータ名は、ゲスト OS が実行されている仮想マ
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

ンプトを表示する

クローン作成またはデプロイの完了後に、vSphere Client のプロンプトで名前の入
力が求められます。

vCenter Server で構成されるカスタム アプ

リケーションを使用して名前を生成する

カスタム アプリケーションに渡すことができるパラメータを入力します。
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3 Windows オペレーティング システムのライセンス情報を指定し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

非サーバ オペレーティング システムの場合 新しいゲスト OS 用の Windows プロダクト キーを入力します。

サーバ オペレーティング システムの場合 a 新しいゲスト OS 用の Windows プロダクト キーを入力します。
b [サーバ ライセンス情報を含む]  を選択します。
c [シート単位]  または  [サーバ単位]  のいずれかを選択します。
d (オプション)  [シート単位]  を選択した場合は、サーバが受け入れる同時接続の

最大数を入力します。

 

4 仮想マシンの管理者パスワードを構成して、 [次へ]  をクリックします。

a 管理者アカウントのパスワードを入力し、もう一度パスワードを入力して確認します。

注意   管理者パスワードを変更できるのは、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パスワードがすでに存在する場合、管理者
パスワードは変更されません。

b (オプション) ユーザーがゲスト OS にシステム管理者としてログインするには、チェック ボックスを選択し、
自動的にログインする回数を選択します。

5 仮想マシンのタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 (オプション)  [Run Once]  ページで、ユーザーがゲスト OS にはじめてログインしたときに実行するコマンドを指
定し、 [次へ]  をクリックします。

Run Once コマンドの詳細については、Microsoft Sysprep のドキュメントを参照してください。

7 ゲスト OS に適用するネットワーク設定のタイプを選択します。

オプション 説明

標準設定 [標準設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
vCenter Server によって、すべてのネットワーク インターフェイスがデフォルト設
定を使用して DHCP サーバから構成されます。

カスタム設定 a [カスタム設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
b 仮想マシンのネットワーク インターフェイスごとに、 [...]  をクリックします。
c IP アドレスとほかのネットワーク設定を入力して、 [OK]  をクリックします。
d すべてのネットワーク インターフェイスが構成されたら、 [次へ]  をクリックし

ます。

 

8 仮想マシンがネットワークに参加する方法を選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

ワークグループ ワークグループ名を入力します。（MSHOME など）

Windows サーバのドメイン a ドメイン名を入力します。

b ユーザー名、および指定したドメインにコンピュータを追加する権限があるユー

ザー アカウントのパスワードを入力します。
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9 （オプション）  [新規セキュリティ ID （SID） の生成]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

Windows セキュリティ ID （SID） は、一部の Windows オペレーティング システムで、システムおよびユーザー
を一意に識別するために使用されます。このオプションを選択しない場合、新規仮想マシンの SID は、クローン作成
やデプロイに使用した仮想マシンまたはテンプレートと同じ SID になります。

これらのコンピュータが 1 つのドメイン内にあり、ドメイン ユーザー アカウントのみが使用される場合、SID が重
複していても問題が発生することはありません。しかし、これらのコンピュータがワークグループの一部であった

り、ローカル ユーザー アカウントを使用したりする場合、SID が重複しているとファイル アクセス コントロールが
危険にさらされる場合があります。詳細は、Microsoft Windows オペレーティング システムのドキュメントを参照
してください。

10 (オプション) カスタマイズしたオプションを .xml ファイルとして保存します。

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]  を選択します。

b 仕様のファイル名を指定して、 [次へ]  をクリックします。

11 [終了]  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] ウィザードを終了します。

テンプレートのデプロイ ウィザードまたは[仮想マシンのクローン作成]ウィザードに戻ります。カスタマイズは、テンプ
レートのデプロイ ウィザードまたは仮想マシンのクローン作成ウィザードの完了後に実行されます。

新しい仮想マシンがはじめて起動するとき、ゲスト OS は、カスタマイズ プロセスを完了するためにファイナライズ スク
リプトを実行します。仮想マシンは、このプロセス中に何回も再起動することがあります。

新しい仮想マシンが起動したときに、ゲスト OS が一時停止した場合は、不正な製品キーや無効なユーザー名などのエラー
の訂正を待機している可能性があります。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。

次に進む前に

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 をデプロイしてカスタマイズすると、
新しいマシンでオペレーティング システムを再度有効にすることが必要になる場合があります。

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、エラーは %WINDIR%¥temp¥vmware-imc に記録さ
れます。エラー ログを表示するには、Windows の  [スタート]  ボタンをクリックし、 [すべてのプログラム]  -  [管理ツー
ル]  -  [イベント ビューア]  を選択します。

クローン作成またはデプロイ時の Linux のカスタマイズ

テンプレートから新規仮想マシンをデプロイするプロセス、または既存の仮想マシンのクローンを作成するプロセスで、

仮想マシンの Linux ゲスト OS をカスタマイズできます。

開始する前に

カスタマイズの要件をすべて満たしていることを確認します。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してくだ
さい。

この手順を実行するには、仮想マシンのクローン作成または仮想マシンをテンプレートからデプロイするときに、カスタ

マイズ ウィザードを起動します。「仮想マシンのクローン作成 (P. 34)」 または 「テンプレートからの仮想マシンのデプ
ロイ (P. 38)」 を参照してください。
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手順

1 ネットワーク上でゲスト OS を識別するためのホスト名の決定方法を指定します。

オプション 説明

特定の名前を使用する a 名前を入力します。

名前には、英数字とハイフン （-） を使用できます。ピリオド （.） や空白スペー
スは使用できません。また、数字以外の文字や記号も使用する必要があります。

名前は大文字と小文字が区別されません。

b (オプション) 確実に名前を一意にするには、 [数値を付加して一意の値にする]
を選択します。これによって、仮想マシン名に、ハイフンと数値が追加されます。

仮想マシン名を使用する vCenter Server が作成するコンピュータ名は、ゲスト OS が実行されている仮想マ
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

ンプトを表示する

クローン作成またはデプロイの完了後に、vSphere Client のプロンプトで名前の入
力が求められます。

vCenter Server で構成されるカスタム アプ

リケーションを使用して名前を生成する

カスタム アプリケーションに渡すことができるパラメータを入力します。

 

2 コンピュータの  [ドメイン名]  を入力し、 [次へ]  をクリックします。

3 仮想マシンのタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 ゲスト OS に適用するネットワーク設定のタイプを選択します。

オプション 説明

標準設定 [標準設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
vCenter Server によって、すべてのネットワーク インターフェイスがデフォルト設
定を使用して DHCP サーバから構成されます。

カスタム設定 a [カスタム設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
b 仮想マシンのネットワーク インターフェイスごとに、 [...]  をクリックします。
c IP アドレスとほかのネットワーク設定を入力して、 [OK]  をクリックします。
d すべてのネットワーク インターフェイスが構成されたら、 [次へ]  をクリックし

ます。

 

5 DNS とドメイン設定を入力します。

6 (オプション) カスタマイズしたオプションを .xml ファイルとして保存します。

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]  を選択します。

b 仕様のファイル名を指定して、 [次へ]  をクリックします。

7 [終了]  をクリックして、変更内容を保存します。

テンプレートのデプロイ ウィザードまたは[仮想マシンのクローン作成]ウィザードに戻ります。カスタマイズは、テンプ
レートのデプロイ ウィザードまたは仮想マシンのクローン作成ウィザードの完了後に実行されます。

新しい仮想マシンがはじめて起動するとき、ゲスト OS は、カスタマイズ プロセスを完了するためにファイナライズ スク
リプトを実行します。仮想マシンは、このプロセス中に何回も再起動することがあります。

新しい仮想マシンが起動したときに、ゲスト OS が一時停止した場合は、不正な製品キーや無効なユーザー名などのエラー
の訂正を待機している可能性があります。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。

次に進む前に

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そのエ
ラーが報告されます。そのエラーを表示するには、/var/log/vmware-imc/toolsDeployPkg.log を開きます。
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カスタマイズ仕様の管理

カスタマイズ仕様は、仮想マシンのゲスト OS の設定が含まれている XML ファイルです。カスタマイズ仕様は、[ゲスト
のカスタマイズ] ウィザードで作成し、カスタマイズ仕様マネージャで管理します。

vCenter Server は、カスタマイズされた構成パラメータを vCenter Server 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 vCenter Server システムごとに固有のものであるため、vCenter Server
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。

Linux のカスタマイズ仕様の作成

[ゲストのカスタマイズ] ウィザードを使用して、ゲスト OS の設定を仕様に保存し、仮想マシンのクローン作成時または
テンプレートからのデプロイ時に適用できます。

開始する前に

カスタマイズの要件をすべて満たしていることを確認します。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してくだ
さい。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 [新規]  をクリックします。

3 [ターゲット仮想マシンの OS]  メニューから Linux を選択します。

4 [カスタマイズ仕様情報]  で、仕様の名前とオプションの説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

5 ネットワーク上でゲスト OS を識別するためのホスト名の決定方法を指定します。

オプション 説明

特定の名前を使用する a 名前を入力します。

名前には、英数字とハイフン （-） を使用できます。ピリオド （.） や空白スペー
スは使用できません。また、数字以外の文字や記号も使用する必要があります。

名前は大文字と小文字が区別されません。

b (オプション) 確実に名前を一意にするには、 [数値を付加して一意の値にする]
を選択します。これによって、仮想マシン名に、ハイフンと数値が追加されます。

仮想マシン名を使用する vCenter Server が作成するコンピュータ名は、ゲスト OS が実行されている仮想マ
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

ンプトを表示する

クローン作成またはデプロイの完了後に、vSphere Client のプロンプトで名前の入
力が求められます。

vCenter Server で構成されるカスタム アプ

リケーションを使用して名前を生成する

カスタム アプリケーションに渡すことができるパラメータを入力します。

 

6 コンピュータの  [ドメイン名]  を入力し、 [次へ]  をクリックします。

7 仮想マシンのタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。
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8 ゲスト OS に適用するネットワーク設定のタイプを選択します。

オプション 説明

標準設定 [標準設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
vCenter Server によって、すべてのネットワーク インターフェイスがデフォルト設
定を使用して DHCP サーバから構成されます。

カスタム設定 a [カスタム設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
b 仮想マシンのネットワーク インターフェイスごとに、 [...]  をクリックします。
c IP アドレスとほかのネットワーク設定を入力して、 [OK]  をクリックします。
d すべてのネットワーク インターフェイスが構成されたら、 [次へ]  をクリックし

ます。

 

9 DNS とドメイン設定を入力します。

10 [終了]  をクリックして、変更内容を保存します。

作成したカスタマイズ仕様はカスタマイズ仕様マネージャに一覧表示され、仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズに使
用できます。

Windows のカスタマイズ仕様の作成

[ゲストのカスタマイズ] ウィザードを使用して、Windows ゲスト OS の設定を仕様に保存し、仮想マシンのクローン作
成時またはテンプレートからのデプロイ時に適用できます。

開始する前に

カスタマイズの要件をすべて満たしていることを確認します。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してくだ
さい。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 [新規]  をクリックします。

3 [ゲストのカスタマイズ] ウィザードで、 [ターゲット仮想マシンの OS]  メニューから Windows を選択します。

4 [カスタマイズ仕様情報]  で、仕様の名前とオプションの説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

5 仮想マシンの所有者名と組織を入力して、 [次へ]  をクリックします。

6 ゲスト OS のコンピュータ名の決定方法を指定し、 [次へ]  をクリックします。

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。

オプション 説明

特定の名前を使用する a 名前を入力します。

名前には、英数字とハイフン （-） を使用できます。ピリオド （.） や空白スペー
スは使用できません。また、数字以外の文字や記号も使用する必要があります。

名前は大文字と小文字が区別されません。

b (オプション) 確実に名前を一意にするには、 [数値を付加して一意の値にする]
を選択します。これによって、仮想マシン名に、ハイフンと数値が追加されます。

仮想マシン名を使用する vCenter Server が作成するコンピュータ名は、ゲスト OS が実行されている仮想マ
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

ンプトを表示する

クローン作成またはデプロイの完了後に、vSphere Client のプロンプトで名前の入
力が求められます。

vCenter Server で構成されるカスタム アプ

リケーションを使用して名前を生成する

カスタム アプリケーションに渡すことができるパラメータを入力します。
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7 Windows オペレーティング システムのライセンス情報を指定し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

非サーバ オペレーティング システムの場合 新しいゲスト OS 用の Windows プロダクト キーを入力します。

サーバ オペレーティング システムの場合 a 新しいゲスト OS 用の Windows プロダクト キーを入力します。
b [サーバ ライセンス情報を含む]  を選択します。
c [シート単位]  または  [サーバ単位]  のいずれかを選択します。
d (オプション)  [シート単位]  を選択した場合は、サーバが受け入れる同時接続の

最大数を入力します。

 

8 仮想マシンの管理者パスワードを構成して、 [次へ]  をクリックします。

a 管理者アカウントのパスワードを入力し、もう一度パスワードを入力して確認します。

注意   管理者パスワードを変更できるのは、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パスワードがすでに存在する場合、管理者
パスワードは変更されません。

b (オプション) ユーザーがゲスト OS にシステム管理者としてログインするには、チェック ボックスを選択し、
自動的にログインする回数を選択します。

9 仮想マシンのタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

10 (オプション)  [Run Once]  ページで、ユーザーがゲスト OS にはじめてログインしたときに実行するコマンドを指
定し、 [次へ]  をクリックします。

Run Once コマンドの詳細については、Microsoft Sysprep のドキュメントを参照してください。

11 ゲスト OS に適用するネットワーク設定のタイプを選択します。

オプション 説明

標準設定 [標準設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
vCenter Server によって、すべてのネットワーク インターフェイスがデフォルト設
定を使用して DHCP サーバから構成されます。

カスタム設定 a [カスタム設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
b 仮想マシンのネットワーク インターフェイスごとに、 [...]  をクリックします。
c IP アドレスとほかのネットワーク設定を入力して、 [OK]  をクリックします。
d すべてのネットワーク インターフェイスが構成されたら、 [次へ]  をクリックし

ます。

 

12 仮想マシンがネットワークに参加する方法を選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

ワークグループ ワークグループ名を入力します。（MSHOME など）

Windows サーバのドメイン a ドメイン名を入力します。

b ユーザー名、および指定したドメインにコンピュータを追加する権限があるユー

ザー アカウントのパスワードを入力します。
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13 （オプション）  [新規セキュリティ ID （SID） の生成]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

Windows セキュリティ ID （SID） は、一部の Windows オペレーティング システムで、システムおよびユーザー
を一意に識別するために使用されます。このオプションを選択しない場合、新規仮想マシンの SID は、クローン作成
やデプロイに使用した仮想マシンまたはテンプレートと同じ SID になります。

これらのコンピュータが 1 つのドメイン内にあり、ドメイン ユーザー アカウントのみが使用される場合、SID が重
複していても問題が発生することはありません。しかし、これらのコンピュータがワークグループの一部であった

り、ローカル ユーザー アカウントを使用したりする場合、SID が重複しているとファイル アクセス コントロールが
危険にさらされる場合があります。詳細は、Microsoft Windows オペレーティング システムのドキュメントを参照
してください。

14 [終了]  をクリックして、変更内容を保存します。

作成したカスタマイズ仕様はカスタマイズ仕様マネージャに一覧表示され、仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズに使
用できます。

カスタム Sysprep 応答ファイルを使用した Windows のカスタマイズ仕様の作成

カスタム Sysprep 応答ファイルは、コンピュータ名、ライセンス情報、およびワークグループまたはドメインの設定な
ど、いくつものカスタマイズ設定を保存するファイルです。ゲストのカスタマイズ ウィザードで多数の設定を指定する代
わりに、カスタム Sysprep 応答ファイルを指定できます。

Windows 2000、Windows Server 2003、および Windows XP は、sysprep.inf と呼ばれるテキスト ファイルを使
用します。Windows Server 2008、Windows Vista、および Windows 7 は、sysprep.xml と呼ばれる XML ファイ
ルを使用します。これらのファイルは、テキスト エディタを使用して作成するか、Microsoft Setup Manager ユーティ
リティを使用して生成することができます。カスタム Sysprep 応答ファイルの生成方法の詳細については、関連するオ
ペレーティング システムのドキュメントを参照してください。

開始する前に

カスタマイズの要件をすべて満たしていることを確認します。「ゲスト OS のカスタマイズ要件 (P. 42)」 を参照してくだ
さい。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 [新規]  をクリックします。

3 [ゲストのカスタマイズ] ウィザードで、 [ターゲット仮想マシンの OS]  メニューから Windows を選択します。

4 (オプション)  [カスタム Sysprep 応答ファイルの使用]  を選択します。

5 [カスタマイズ仕様情報]  で、仕様の名前とオプションの説明を入力し、 [次へ]  をクリックします。

6 Sysprep 応答ファイルをインポートまたは作成するためのオプションを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

Sysprep 応答ファイルのインポート [参照]  をクリックして、ファイルを参照します。

Sysprep 応答ファイルの作成 テキスト ボックスにファイルの内容を入力します。
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7 ゲスト OS に適用するネットワーク設定のタイプを選択します。

オプション 説明

標準設定 [標準設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
vCenter Server によって、すべてのネットワーク インターフェイスがデフォルト設
定を使用して DHCP サーバから構成されます。

カスタム設定 a [カスタム設定]  を選択して  [次へ]  をクリックします。
b 仮想マシンのネットワーク インターフェイスごとに、 [...]  をクリックします。
c IP アドレスとほかのネットワーク設定を入力して、 [OK]  をクリックします。
d すべてのネットワーク インターフェイスが構成されたら、 [次へ]  をクリックし

ます。

 

8 （オプション）  [新規セキュリティ ID （SID） の生成]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

Windows セキュリティ ID （SID） は、一部の Windows オペレーティング システムで、システムおよびユーザー
を一意に識別するために使用されます。このオプションを選択しない場合、新規仮想マシンの SID は、クローン作成
やデプロイに使用した仮想マシンまたはテンプレートと同じ SID になります。

これらのコンピュータが 1 つのドメイン内にあり、ドメイン ユーザー アカウントのみが使用される場合、SID が重
複していても問題が発生することはありません。しかし、これらのコンピュータがワークグループの一部であった

り、ローカル ユーザー アカウントを使用したりする場合、SID が重複しているとファイル アクセス コントロールが
危険にさらされる場合があります。詳細は、Microsoft Windows オペレーティング システムのドキュメントを参照
してください。

9 [終了]  をクリックして、変更内容を保存します。

作成したカスタマイズ仕様はカスタマイズ仕様マネージャに一覧表示され、仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズに使
用できます。

カスタマイズ仕様の編集

カスタマイズ仕様マネージャを使用して、既存の仕様を編集できます。

開始する前に

少なくとも 1 つのカスタマイズ仕様が必要です。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 仕様を右クリックし、 [編集]  を選択します。

3 [ゲストのカスタマイズ] ウィザードで、仕様の設定を変更します。

カスタマイズ仕様の削除

カスタマイズ仕様マネージャから、カスタマイズ仕様を削除できます。

開始する前に

少なくとも 1 つのカスタマイズ仕様が必要です。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 仕様を右クリックし、 [削除]  を選択します。

3 確認のダイアログ ボックスで、 [はい]  を選択します。

その仕様がディスクから削除されます。
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カスタマイズ仕様のコピー

カスタマイズ仕様マネージャを使用して、既存のカスタマイズ仕様をコピーできます。

開始する前に

少なくとも 1 つのカスタマイズ仕様が必要です。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 仕様を右クリックし、 [コピー]  を選択します。

新しい仕様、つまり <仕様名> のコピーが作成されます。

カスタマイズ仕様のエクスポート

カスタマイズ仕様をエクスポートして、.xml ファイルとして保存できます。エクスポートした仕様を仮想マシンに適用
するには、カスタマイズ仕様マネージャを使用して .xml ファイルをインポートします。

開始する前に

少なくとも 1 つのカスタマイズ仕様が必要です。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 仕様を右クリックし、 [エクスポート]  を選択します。

3 [名前を付けて保存]  ダイアログで、ファイル名と場所を入力します。

4 [保存]  をクリックします。

指定した場所に、.xml ファイルとして仕様が保存されます。

カスタマイズ仕様のインポート

カスタマイズ仕様マネージャを使用して既存の仕様をインポートし、その仕様を使用して、仮想マシンのゲスト OS をカ
スタマイズできます。

開始する前に

開始する前に、vSphere Client からアクセス可能なファイル システム上に xml ファイルとして保存された少なくとも 1
つのカスタマイズ仕様がなければなりません。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで、 [カスタマイズ仕様マネージャ]  を選択します。

2 [インポート]  をクリックします。

3 開くダイアログで、インポートする .xml を参照し、 [開く]  をクリックします。

インポートした仕様が、カスタマイズ仕様のリストに追加されます。
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OVF テンプレートのデプロイ 5
VMware vSphere Client （vSphere Client） を使用すると、OVF （Open Virtual Machine Format） で格納された
仮想マシン、仮想アプライアンス、および vApp をデプロイおよびエクスポートできます。アプライアンスとは、通常、
ゲスト OS およびその他のソフトウェアがプレインストールされている事前構成済みの仮想マシンです。

OVF テンプレートをデプロイすると、事前構成済みの仮想マシンを vCenter Server または ESX/ESXi のインベントリに
追加できます。OVF テンプレートをデプロイすることは、テンプレートから仮想マシンをデプロイすることに似ていま
す。ただし、OVF テンプレートのデプロイの場合は、vSphere Client マシンまたはリモート Web サーバでアクセスで
きる任意のローカル ファイル システムから OVF テンプレートをデプロイできます。ローカル ファイル システムには、
ローカル ディスク （C: ドライブなど）、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 ドライブを含めることができます。

OVF テンプレート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してプレインストール ソフトウェアを配布したり、ユーザー （vCenter Server インベントリのテン
プレートに直接アクセスして使用できないユーザーも含む） にテンプレート仮想マシンを配布したりできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n OVF について (P. 55)

n OVF テンプレートのデプロイ (P. 55)

n VMware Virtual Appliance Marketplace の参照 (P. 57)

n OVF テンプレートのエクスポート (P. 57)

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。

n 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。

n vSphere 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。

n OVF では、マルチティア アプリケーションおよび複数の仮想マシンをカプセル化できます。

OVF テンプレートのデプロイ

OVF テンプレートは、vSphere Client マシンにアクセス可能なローカル ファイル システムから、または Web URL か
らデプロイできます。

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 vCenter
Converter Client プラグインを使用します。詳細については、『vCenter Converter 管理ガイド』 を参照してください。
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手順

1 vSphere Client で、 [ファイル]  -  [OVF テンプレートのデプロイ]  を選択します。

OVF テンプレートのデプロイ ウィザードが表示されます。

2 インポート元の場所を指定して、 [次へ]  をクリックします。

オプション アクション

ファイルからデプロイ ファイル システム内で OVF または OVA テンプレートを参照します。

URL からデプロイ インターネット上にある OVF テンプレートの URL を指定します。例：
http://vmware.com/VMTN/appliance.ovf

 

3 [OVF テンプレートの詳細]ページを表示して、 [次へ]  をクリックします。

4 使用許諾契約書が OVF テンプレートに付属している場合は、エンド ユーザー使用許諾契約書ページが表示されま
す。ライセンス条件に同意し、 [次へ]  をクリックします。

5 (オプション) 名前を編集して vApp を格納するインベントリ内のフォルダの場所を選択し、 [次へ]  をクリックします。

注意   vSphere Client が ESX/ESXi ホストに直接接続されている場合、フォルダの場所を選択するオプションは表
示されません。

6 ドロップダウン メニューからデプロイ構成を選択し、 [次へ]  をクリックします。

選択したオプションは、通常、メモリ設定、CPU および予約の数、およびアプリケーション レベルの構成パラメー
タを制御します。

注意   このページは、OVF テンプレートにデプロイ オプションが含まれている場合のみ表示されます。

7 OVF テンプレートをデプロイするホストまたはクラスタを選択し、 [次へ]  をクリックします。

8 デプロイされた OVF テンプレートを実行するホストを選択し、 [次へ]  をクリックします。

注意   このページが表示されるのは、ターゲットが、DRS が無効または手動モードのクラスタに関連付けられている
リソース プールの場合のみです。

9 OVF テンプレートを実行するリソース プールに移動して選択し、 [次へ]  をクリックします。

注意   このページは、クラスタにリソース プールが含まれている場合にのみ表示されます。

10 デプロイされた OVF テンプレート 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。

データストアは、ファイバ チャネル LUN、iSCSI LUN または NAS ボリュームのようなストレージの場所を抽象的
に一体化したものです。このページでは、対象のクラスタまたはホスト上にすでに設定されているデータストアから

選択します。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 仮想マシンの仮想ディスクを格納するディスク フォーマットを選択し、 [次へ]  をクリックします。

フォーマット 説明

シン プロビジョニング 仮想ディスクにデータを書き込むときに、オン デマンドでストレージが割り当てられ
ます。

シック プロビジョニング すべてのストレージが即座に割り当てられます。

 

12 OVF テンプレートで指定された各ネットワークの場合、インフラストラクチャ内で  [ターゲット ネットワーク]  を
右クリックしてネットワークを選択し、ネットワーク マッピングを設定します。次に、 [次へ]  をクリックします。
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13 [IP の割り当て]  ページで、仮想アプライアンスに IP アドレスを割り当てる方法を設定し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

固定 [アプライアンスのプロパティ]  ページで、IP アドレスの入力を求めるプロンプトが表
示されます。

一時的 アプライアンスがパワーオンされたときに、指定されている範囲から IP アドレスを割
り当てます。アプライアンスがパワーオフされると、IP アドレスは解放されます。

DHCP DHCP サーバを使用して IP アドレスが割り当てられます。
 
このページは、デプロイされた OVF テンプレートに、サポートされる IP スキームの情報が含まれていない場合は表
示されません。

14 ユーザーが構成できるプロパティを設定し、 [次へ]  をクリックします。

入力を求められるプロパティ セットは、選択した IP 割り当て方法によって異なります。たとえば、IP 割り当て方法
が固定の場合のみ、デプロイされた仮想マシンの IP 関連情報が求められます。

15 設定を確認して、 [終了]  をクリックします。

インポート タスクの進行状況が、vSphere Client のステータス パネルに表示されます。

VMware Virtual Appliance Marketplace の参照

メイン パネルに、使用できる vApp が表示されます。

Virtual Appliance Marketplace ページへは、メイン メニューから  [ファイル]  -  [VA Marketplace の参照]  を選択しま
す。

手順

u 使用可能な vApp を選択して、 [今すぐダウンロード]  をクリックします。

OVF テンプレートの詳細ページが表示されます。

OVF テンプレートのエクスポート

OVF パッケージは、仮想マシンまたは vApp の状態をパッケージに保存します。ディスク ファイルは、圧縮されたスパー
ク形式で保存されます。

必要な権限： vApp.エクスポート

手順

1 仮想マシンまたは vApp を選択し、 [ファイル]  -  [エクスポート]  -  [OVF テンプレートのエクスポート]  を選択し
ます。

2 OVF テンプレートのエクスポート ダイアログで、テンプレートの  [名前]  を入力します。

たとえば、MyVm と入力します。

注意   アスタリスク文字 （*） が含まれている名前の OVF テンプレートをエクスポートする場合、アスタリスクは
アンダースコア文字 （_） に変わります。

3 エクスポートした仮想マシンテンプレートを保存する場所を  [ディレクトリ]  に入力するか、 [...]  をクリックして場
所を参照入力します。

テンプレートのデフォルトの格納場所は、C:¥ ドライブです。

たとえば、OvfLib です。
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4 [フォーマット]  フィールドで、ファイルを格納する方法を決定します。

n [ファイルのフォルダ （OVF）]  を選択し、OVF テンプレートをファイルのセット （.ovf、.vmdk、.mf） と
して保存します。このフォーマットは、Web サーバまたはイメージ ライブラリで OVF ファイルを発行する場
合に最適です。パッケージは、たとえば、.ovf ファイルの URL を発行することで、vSphere Client にイン
ポートできます。

n [単一のファイル （OVA）]  を選択して、OVF テンプレートを 1 つの .ova ファイルにパッケージ化します。
これは、OVF パッケージを確実に Web サイトからダウンロードしたり、USB キーを使用して移動したりする
必要がある場合、OVF パッケージを 1 つのファイルとして配布するのに便利です。

5 [説明]  フィールドに、仮想マシンの説明を入力します。

デフォルトで、仮想マシンの  [サマリ]  タブの  [注釈]  ペインのテキストが、このテキスト ボックスに表示されます。

6 フロッピーおよび CD/DVD の各デバイスに関連付けられているイメージ ファイルを OVF パッケージに含める場合
は、チェック ボックスを選択します。

注意   このチェック ボックスは、仮想マシンが ISO ファイルに接続されている場合、またはフロッピー ドライブが
フロッピー イメージに接続されている場合にのみ表示されます。

7 [OK]  をクリックします。

[エクスポート] ウィンドウにダウンロード プロセスが表示されます。

例: OVF ファイルと OVA ファイルのフォルダの場所

新規 OVF フォルダに OvfLib と入力した場合は、次のファイルが作成されることがあります。

n C:¥OvfLib¥MyVm¥MyVm.ovi

n C:¥OvfLib¥MyVm.mf

n C:¥OvfLib¥MyVm-disk1.vmdk

新規 OVF フォルダに C:¥NewFolder¥OvfLib と入力した場合は、次のファイルが作成されることがあります。

n C:¥NewFolder¥OvfLib¥MyVm¥MyVm.ovi

n C:¥NewFolder¥OvfLib¥MyVm.mf

n C:¥NewFolder¥OvfLib¥MyVm-disk1.vmdk

OVA フォーマットへのエクスポートを選択し、MyVm と入力した場合は、ファイル C:¥MyVm.ova が作成されます。
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物理システムから仮想マシンへの変換 6
小規模な IT 環境に適した VMware vCenter Guided Consolidation を使用すると、物理システムを仮想マシンに変換し
て vSphere にインポートできます。統合機能を使用すると、物理データ センターから仮想データ センターへの移行を開
始したり、拡大した物理データ センターをさらに統合したりすることができます。

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。

検出 分析するデータ センター内の物理システムを検索し、選択します。

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、vCenter Server の推奨の信頼
性が高まります。

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 vCenter
Server 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ともに管理されます。

Guided Consolidation 機能にアクセスするには、 [統合]  ボタンをクリックします。

この章では次のトピックについて説明します。

n 統合をはじめて使用する場合 (P. 59)

n 統合の前提条件 (P. 60)

n 統合サービスについて (P. 62)

n 統合設定の構成 (P. 63)

n 物理システムの検出と分析 (P. 64)

n 分析結果の表示 (P. 64)

n 物理システムから仮想マシンへの変換 (P. 65)

n 統合タスクの表示 (P. 66)

n 統合のトラブルシューティング (P. 66)

統合を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、統合設定を指定することをお勧めします。これらの設定には、デフォルトのシステム

認証情報とアクティブなドメインが含まれています。

デフォルトのシステム認証情報によって認証情報のセットを保存でき、分析するシステムを追加するたびに入力する必要

がなくなります。デフォルトの認証情報は、必要なときにオーバーライドできます。

アクティブなドメインによって、統合機能にドメインを登録できます。アクティブなドメインは毎日スキャンされるため、

新しく追加されたシステムがすぐに使用可能になります。
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統合の前提条件

Guided Consolidation では、vSphere によって管理されているホストが最低 1 台必要です。また、ターゲット物理シ
ステムに認証情報を指定する必要もあります。

Guided Consolidation では、構成されたシステムを任意の場所に変換できます。この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。

Guided Consolidation サーバのホストの要件

Guided Consolidation サーバは、次のシステム要件を満たすホストにインストールされている必要があります。

n 企業のネットワーク内に配置されており、パフォーマンス データの収集時にターゲット システムにアクセスできる
必要があります。

n Guided Consolidation ホストに、ネットワーク上のあらゆるマシンから解決可能な名前が設定されている必要があ
ります。

n Guided Consolidation ホストに固定 IP アドレスが設定されている必要があります。

n ドメインに属し、Active Directory サーバにアクセスできる必要があります。

n 次のオペレーティング システムがインストールされている必要があります。

n Windows 2003 Server SP2

n Windows XP Professional SP3

n Windows Server 2008 （Computer Browser Windows Service を必ず有効化）

n Windows Vista （Computer Browser Windows Service を必ず有効化）

n .NET Framework 3.0 SP1 がインストールされている必要があります。

n ホストおよびすべてのターゲット システムで、WMI （Windows Management Instrumentation） および Remote
Registry がインストール済みで、有効になっており、稼働中である必要があります。

n 1,000MHz CPU 以上

n 1.8GB 以上利用可能な RAM

n 3GB のディスクの空き容量

n 次の 「ネットワーク接続 (P. 61)」 セクションに記載されているプロトコルおよびポートを使用して分析および統
合する権限が、すべてのサーバにあり、接続できる必要があります。

n ファイルと印刷の共有時および認証時の通信の大部分で Windows が使用する汎用的なポートにアクセスできる必要
があります。

一般的な要件

n 分析対象として次のシステムのオペレーティング システムがサポートされています。

n Windows 2000 Professional/Server/Advanced

n Windows XP Professional （32 ビットと 64 ビット）

n Windows Server 2003 Standard/Web/Enterprise （32 ビットと 64 ビット）

n Windows Vista （32 ビットと 64 ビット）

n Windows Server 2008 （32 ビットと 64 ビット）

n Guided Consolidation サーバがインストールされるシステムに、サービスとしてログオンするための権限を持つ認
証情報が、インストールの時点で提供さ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、指定する認証情報に、Active Directory データベースの照会に必要な権限も必要です。
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n Guided Consolidation がインストールされているシステムと分析対象のすべてのシステムで、ファイルとプリンタ
の共有が有効になっている必要があります。Windows XP の簡易ファイル共有の設定だけでは不十分です。

n Guided Consolidation の拡張機能が vSphere Client にインストールされ、有効になっており、稼働中である必要
があります。

n 少なくとも 1 つのデータ センター インベントリ オブジェクトが存在している。

n 少なくとも 1 台のホストが vCenter Server に登録されている必要があります。

n Guided Consolidation では、分析対象として選択したシステムに管理者権限でアクセスする必要があります。特
に、vCenter Collector 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。アカウントは完全修飾である必要があり、次のいずれかを使用できます。

n ターゲット システムのアカウント。

n ターゲット システムのドメインのアカウント。

n ターゲット システムの信頼されているドメインのアカウント。

ネットワーク接続

Guided Consolidation サーバは、表 6-1 に記載されているポートにアクセスできる必要があります。

表 6-1.  ネットワーク接続

ポート プロトコル サービス 説明 MS Windows

135 TCP/UDP Loc-srv/epmap Microsoft DCE
Locator サービス （エン
ドポイントマッパー）。

DHCP サーバ
DNS サーバ
WINS サーバ

137 TCP/UDP Netbios-ns NetBIOS ネーム サービ
ス。

ファイアウォールの管理

者は、ポート 137 で多
数の受信パケットを確認

することがよくありま

す。

これは、

gethostbyaddr()
関数で IP アドレスから
名前解決する際に、

NetBIOS （および
DNS） を使用する
Windows サーバが原因
です。ファイアウォール

で保護されたユーザー

が Windows ベースの
Web サイトを参照する
と、これらのサーバは

NetBIOS 検索を使用し
て応答することがよくあ

ります。

WINS サーバ
DNS サーバ

138 TCP/UDP Netbios-dgm NetBIOS データグラム。
Windows および UNIX
サービス （SAMBA な
ど） が使用します。
ポート 138 は、ネット
ワーク コンピュータの情
報を取得する SMB ブラ
ウザ サービスによって最
初に使用されます。
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表 6-1.  ネットワーク接続 (続き)

ポート プロトコル サービス 説明 MS Windows

139 TCP/UDP Netbios-ssn NetBIOS セッション。
Windows のファイルと
プリンタの共有。

445 TCP/UDP DNS DNS ダイレクト ホス
ティング ポート。
Windows 2000 および
Windows XP のリダイ
レクタおよびサーバ コン
ポーネントでは、現在、

Windows 2000 または
XP を実行するほかのコ
ンピュータとの通信でダ

イレクト ホスティングを
サポートしています。

ダイレクト ホスティング
は、名前解決に

NetBIOS を使用しませ
ん。DNS が名前解決に
使用され、Microsoft
ネットワーク通信は

NetBIOS ヘッダなしの
TCP を介して直接送信さ
れます。TCP/IP を介し
たダイレクト ホスティン
グは、NetBIOS セッ
ション TCP ポート 139
でなく、TCP および
UDP ポート 445 を使用
します。

Active Directory

統合サービスについて

Guided Consolidation は、vCenter Server とともにインストールすることも、別のホストにインストールすることも
できます。最高のパフォーマンスを得るには、Guided Consolidation を別のホストにインストールします。

Guided Consolidation には、次のサービスが含まれています。

vCenter Collector 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。これらのシステムのパフォーマ

ンス データを収集します。

vCenter Provider サービス vCenter Collector サービスのヘルパー サービスです。ターゲット システムと通信し、
データを vCenter Collector サービスに渡します。

vCenter Guided
Consolidation

Guided Consolidation コンポーネント間のすべての通信を調整します。vCenter
Collector サービスが収集したパフォーマンス データを保存します。データを分析し、
配置の推奨を生成します。また、vCenter Server と通信し、変換を実行します。
[VMware vCenter Management Webservices]  というラベルが付いた汎用サーブ
レット コンテナの内部で実行します。このサーブレット コンテナの内部には、その他
の vCenter 機能および拡張機能のサービスが存在することもあります。
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統合設定の構成

この機能を使用する前に、統合設定を指定することをお勧めします。統合設定は、vSphere Client の Guided
Consolidation セクションの  [構成]  タブにあります。

[構成]  タブに、統合サービスの名前、場所、および健全性が表示されます。また、次の設定を構成できます。

デフォルトのシステム認証情

報

Guided Consolidation がターゲット物理システムにアクセスするために使用します。
必要な場合、デフォルトの認証情報はオーバーライドできます。

アクティブなドメイン Guided Consolidation は、自動的に、アクティブなドメインをスキャンし、その中
にあるシステムの情報をキャッシュします。この情報は、毎日アップデートされます。

分析するシステムをドメインから選択して追加するには、そのドメインをアクティブに

指定する必要があります。

デフォルトの認証情報の指定

デフォルトの認証情報は、ほかの管理者認証情報が指定されていない場合に、分析対象として選択したシステムへのアク

セスに使用されます。

手順

1 [構成]  タブのデフォルトのシステム認証情報領域で  [変更]  をクリックします。

2 ドメイン修飾ユーザー名とパスワードを入力します。

例： <ドメイン¥ユーザー名>

3 パスワードを確認し、 [OK]  をクリックします。

アクティブなドメインの指定

ドメインをアクティブに指定すると、分析に追加ダイアログ ボックスに、そのドメインのシステムのリストが設定されま
す。ドメインがアクティブな間、この情報は毎日アップデートされます。

新しいシステムが頻繁に追加されるドメインはアクティブのままにして、頻繁には変更されないドメインは情報がキャッ

シュされたあとで削除することをお勧めします。アクティブ ドメインのスキャンはリソースを大量に消費するため、同時
にアクティブにするドメインの数は 50 以下にすることをお勧めします。

注意   場合によっては、ドメインの格納情報の収集に数時間かかることがあります。

手順

1 vSphere Client のホーム ページで  [Guided Consolidation]  -  [構成]  をクリックします。

2 アクティブなドメイン セクションで、 [追加]  をクリックします。

3 アクティブにするドメインを選択します。

4 [OK]  をクリックします。
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物理システムの検出と分析

分析に追加ダイアログ ボックスでは、使用環境内のシステムを検出して分析対象に追加したり、手動で物理システムを検
索したり、アクティブなドメインで検出されたシステムのリストからシステムを選択したりできます。システムを選択し

て、分析対象に追加できます。

コンピュータ名、IP アドレス、IP アドレスの範囲、またはファイル名を入力して、システムを手動で追加できます。また
は、ドメイン （アクティブである必要がある） を選択し、そのドメイン内で検出されたシステムを選択できます。最大
100 のシステムを同時に分析できます。

注意   システムを分析対象に追加したあと、新しく追加されたシステムのステータスが  [システム情報を収集しています]  から
[分析します]  に変化するまで、最大 1 時間かかることがあります。

手順

1 [分析]  タブで、 [分析に追加]  をクリックします。

2 分析するシステムを指定します。

オプション 説明

コンピュータを直接指定 次のルールに従って、指定するシステムのコンピュータ名、IP アドレス、IP アドレス
の範囲、コンピュータ名または IP アドレスが含まれているファイルのパスを指定しま
す。

n 複数のコンピュータ名または IP アドレスをコンマで区切ります。
n IP 範囲は複数指定できません。
n ファイルを使用する場合、各コンピュータ名または IP アドレスはファイル内で

別々の行に記述されている必要があります。ファイルは、vSphere Client にア
クセス可能である必要があります。

コンピュータをドメインごとに選択 分析するシステムを選択します。

 

3 [分析に追加]  をクリックします。

4 デフォルトの認証情報を使用するか、別の認証情報セットを指定するかを選択します。

デフォルトの認証情報をオーバーライドする場合は、ドメイン修飾ユーザー名 （<ドメイン¥ユーザー名> など） と
パスワードを入力します。

5 [OK]  をクリックします。

分析結果の表示

分析結果は、 [分析]  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。

n [物理コンピュータ] ： 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。

n [CPU 情報] ： CPU 数と CPU のクロック速度が表示されます。

n [メモリ情報] ： システム上の RAM 容量が表示されます。

n [ステータス] ： 分析の進行状況が表示されます。

n [信頼性] ： vCenter Server 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。

n [CPU 使用量] ： その期間内のシステムの平均 CPU 使用率が表示されます。

n [メモリ使用量] ： その期間内のシステムの平均メモリ使用率が表示されます。
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信頼性のメトリックについて

[分析]  タブに表示される重要なメトリックの 1 つが信頼性のメトリックです。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。このデータは、収集されたデータと一致するリソースを持つホストを検出
し、各候補の推奨を決定するために使用されます。

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 システムと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。

注意   24 時間の分析のあとでは、vCenter Server 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ピークとトラフの期間を含むように分析期間を設定して

ください。分析は最大 1 ヶ月実行できます。

物理システムから仮想マシンへの変換

システムを変換するには、自動生成された推奨を使用するか、手動で変換パラメータを指定します。

ディスクのサイズ変更について

変換プロセスの中で、通常、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 x 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 4GB です。

システムの手動変換

変換後の仮想マシンのプロパティに、デフォルト値以外の値を指定する場合は、システムを手動で変換できます。

システムを手動で変換するオプションは、vSphere Client に vCenter Converter Client プラグインがインストールさ
れ、有効になっている場合にのみ使用できます。vCenter Converter Client がインストールされ、有効になっているか
どうかは、プラグイン マネージャで確認できます。

手順

1 [分析]  タブでシステムを右クリックし、 [仮想マシンへの変換]  -  [手動]  を選択します。

2 仮想マシンのプロパティを手動で指定して、ウィザードを完了します。

推奨を使用したシステムの変換

Guided Consolidation の推奨は、収集されたパフォーマンス データと使用可能なホストの容量に基づいています。

手順

1 [分析]  タブで、統合するシステムを選択し、 [統合の計画]  をクリックします。

2 システムを選択します。

3 (オプション)  [物理コンピュータ]  列をダブルクリックし、新しい名前を入力して、この列に表示される名前を変更
します。

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。

第 6 章 物理システムから仮想マシンへの変換

VMware, Inc.  65



4 (オプション) 別の配置先が使用可能な場合は、 [ターゲット]  列をクリックし、ドロップダウン メニューから配置先
を選択することで、配置先を変更します。

[ターゲットの評価]  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]  をクリックします。

変換タスクが実行されます。

次に進む前に

タスクの進行状況は最近のタスク 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]  タブに表示されます。

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 ペインに表示されます。 [タスク]  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。

n 名前

n ターゲット

n ステータス

n 開始者

n 開始時刻

n 完了時刻

統合のトラブルシューティング

このセクションのトピックには、Guided Consolidation の問題の識別および解決に関する情報が含まれています。

vCenter Server のパフォーマンスへの悪影響

多くのシステムを同時に分析すると、vCenter Server のパフォーマンスに影響を与えることがあります。

問題

最大 100 台のシステムを同時に分析できますが、Guided Consolidation の実行が原因で、vCenter Server でパフォー
マンスの問題が発生することがあります。

原因

分析はリソースを大量に消費するため、vCenter Server のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。

解決策

分析するシステムの数を減らします。必要に応じて、Guided Consolidation を無効にするか、Guided Consolidation
サービスをアンインストールすることが可能です。Guided Consolidation を無効にした場合、収集されたデータは保存
され、以後のデータは収集されません。Guided Consolidation サービスをアンインストールした場合、収集されたデー
タは使用できなくなります。
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Windows システムが検出されない

Guided Consolidation は一部の Windows システムを検出しません。

問題

次のすべての条件に当てはまる Windows システムは、Guided Consolidation に検出されず、分析の候補のリストに表
示されません。

n システムが Microsoft Windows Network のリストにない。次のコマンドで、システムが表示されない。

NET VIEW

NET VIEW /DOMAIN:<システムが属するワークグループまたはドメイン>

n システムが Active Directory のリストにあるが、operatingSystem 属性が定義されていない。これは、システム
が属する Active Directory とシステムの同期がとられていないか、構成が誤っている場合に発生します。

解決策

n Guided Consolidation がインストールされているマシンと検出されないシステムで、 [Computer Browser]  サー
ビスを有効にします。

n VMware vCenter Collector Provider サービスの  [としてログオン]  認証情報が、「統合の前提条件 (P. 60)」 に記
載されている前提条件を満していることを確認します。

n ターゲット システムの固定 IP アドレスを手動で入力します。

Windows オペレーティング システムが原因で、Guided Consolidation によるパフォーマン

ス データを収集できない

Windows XP、Windows Vista、および Windows Server 2008 の一部の構成で、デフォルト設定では Guided
Consolidation がこれらのオペレーティング システムのシステムからパフォーマンス データを収集できないことがあり
ます。

問題

n システムが Microsoft Windows Network のリストにない。次のコマンドで、システムが表示されない。

NET VIEW

NET VIEW /DOMAIN:<システムが属するワークグループまたはドメイン>

n システムが Active Directory のリストにあるが、operatingSystem 属性が定義されていない。これは、システム
が属する Active Directory とシステムの同期がとられていないか、構成が誤っている場合に発生します。

解決策

1 Guided Consolidation のターゲット システムの  [ネットワーク アクセス： ローカル アカウントの共有とセキュリ
ティ モデル]  オプションを  [クラシック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして認証する]  に設定します。

2 [スタート]  -  [ファイル名を指定して実行]  を選択します。

3 gpedit.msc または secpol.msc を実行します。
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4 左側のペインで、前のステップで実行したコマンドに応じて、次のいずれかを選択します。

a （gpedit.msc の場合）  [ローカル コンピュータ ポリシー]  -  [コンピュータの構成]  -  [Windows の設定]  -  [セ
キュリティの設定]  -  [ローカル ポリシー]  -  [セキュリティ オプション]

b （secpol.msc の場合）  [セキュリティの設定]  -  [ローカル ポリシー]  -  [セキュリティ オプション]  -  [ネット
ワーク アクセス： ローカル アカウントの共有とセキュリティ モデル]  をダブルクリックします。

c [ネットワーク アクセス： ローカル アカウントの共有とセキュリティ モデル]  をダブルクリックします。 [クラ
シック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして認証する]  が選択されていることを確認します。

5 変更した設定が適用されたことを確認します。

n VMware vCenter Collector Provider サービスを再開します。

n gpupdate /force を実行します。

n Guided Consolidation ホスト システムを再起動します。

使用可能なドメイン リストが空のままである

多くのシステムを同時に分析すると、vCenter Server のパフォーマンスに影響を与えることがあります。

問題

Windows Server 2008 および Windows Vista にインストールした Guided Consolidation で、使用可能なドメインの
リストが空のままです。

原因

Windows Vista および Windows Server 2008 の一部の構成では、Guided Consolidaton で LAN Manager ワークグ
ループの検出ができません。Windows 2008 Server で導入された LLDP （Link-Layer Discovery Protocol） には、
LAN Manager ベースのプロトコルとの後方互換性がありません。そのため、以前のオペレーティング システムが搭載さ
れたシステムに適切なドライバがインストールされていない場合、これらのマシンを検出できません。また、Guided
Consolidation は検出の実行に LLDP を使用しません。そのため、このプロトコルでのみ検出可能なシステムや、
Computer Browser Windows Service が実行されていない場合は、検出されません。

解決策

Guided Consolidation をインストールした Windows Vista または Windows Server 2008 システムに加え、検出対象
のすべてのシステムでも、Computer Browser Windows Service を有効にします。または、分析するシステムの固定
IP アドレスを手動で入力します。

Guided Consolidation から分析が無効であると誤って報告される

一時的なネットワーク エラーによって複数のシステムの分析が無効になることがあります。

問題

一時的なネットワーク エラーによって、システムに到達可能な場合でも、Guided Consolidation が 1 台以上のシステ
ムの分析を停止することがあります。

解決策

該当システムを右クリックし、 [分析の再開]  を選択します。
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Guided Consolidation の無効化

Guided Consolidation を無効にできます。

手順

1 Guided Consolidation ホスト システムで、サービス コントロール パネルを開きます。

2 [VMware vCenter Management Webservices]  （Guided Consolidation と vCenter Server が同じ場所にない
場合に該当）、 [VMware Collector for vCenter] 、および  [VMware Provider for vCenter]  サービスを停止します。

Guided Consolidation のアンインストール

Guided Consolidation をアンインストールして、この機能を完全に削除します。収集されているすべてのデータも削除
されます。

手順

1 プログラムの追加と削除コントロール パネルを開きます。

2 [vCenter Guided Consolidation for vCenter Server]  を削除します。

すべての vCenter Guided Consolidation サービスが削除されます。

注意   vCenter Collector サービスだけのアンインストールはしないでください。アンインストールすると、Guided
Consolidation が動作しなくなり、Guided Consolidation を新規インストールする必要が生じます。この場合、既存
の Guided Consolidation データが削除されます。
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仮想マシンの構成と管理
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仮想マシンの構成 7
ほとんどの仮想マシン プロパティは、仮想マシンの作成プロセス中でも、仮想マシンの作成およびゲスト OS のインス
トール後でも、追加または構成できます。

仮想マシンは、vSphere Client からアクセスする仮想マシン 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
ドを使用して構成します。仮想マシンの作成時に選択したほぼすべての特性を変更できます。これらのダイアログ ボック
スでは、仮想マシンの仮想ハードウェアをアップグレードしたり、仮想ディスクをシンからシックに変換したりすること

ができます。

次の 3 つのタイプの仮想マシン プロパティを構成できます。

ハードウェア 既存のハードウェア構成を表示し、ハードウェアの追加ウィザードにアクセスしてハー

ドウェアを追加または削除します。

オプション ゲスト OS と仮想マシン間の電力管理操作、VMware Tools の設定など、いくつかの
仮想マシン プロパティを表示および構成します。

リソース CPU、CPU のハイパースレッド リソース、メモリ、ディスクを構成します。

この章では次のトピックについて説明します。

n vSphere 仮想マシンで利用可能な仮想マシンのハードウェア、オプション、およびリソース (P. 74)

n 仮想マシンのハードウェア バージョン (P. 76)

n 仮想マシンのハードウェア バージョンの確認 (P. 77)

n 仮想マシンの名前の変更 (P. 77)

n 仮想マシンの構成ファイルの場所の表示 (P. 78)

n 構成ファイルのパラメータの編集 (P. 78)

n 構成されたゲスト OS の変更 (P. 79)

n 仮想マシンの CPU 構成 (P. 79)

n 仮想マシンのメモリ構成 (P. 85)

n 仮想ディスクの構成 (P. 88)

n SCSI コントローラの構成 (P. 91)

n 仮想マシンのネットワーク構成 (P. 94)

n パラレルおよびシリアル ポートの構成 (P. 96)

n その他の仮想マシン デバイスの構成 (P. 101)

n ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの USB デバイス パススルーの構成 (P. 106)

n 仮想マシンの電力管理設定の管理 (P. 114)
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n 仮想マシンの電源状態の構成 (P. 115)

n トラブルシューティング オプションの構成 (P. 116)

vSphere 仮想マシンで利用可能な仮想マシンのハードウェア、オプション、およ
びリソース

VMware では、仮想マシンで構成または追加可能な幅広いデバイス、オプション、およびリソースを用意しています。

仮想マシン ハードウェア

表 7-1 に、仮想マシンで使用できるハードウェア デバイスの一覧を示します。

すべての仮想マシンで、すべてのハードウェア デバイスを利用できるわけではありません。仮想マシンが実行されている
ホストおよびゲスト OS は、追加するデバイスや、デバイスに対して行う構成をサポートしている必要があります。
ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの USB デバイス パススルーなど、一部の仮想マシンのハードウェアは、その仮想マシ
ンがハードウェア バージョン 7 以降を使用している場合のみ追加または構成できます。PCI、SIO、および PS2 コント
ローラは、仮想マザーボードに含まれる仮想ハードウェア デバイスですが、構成または削除できません。

表 7-1.  仮想マシン ハードウェア

ハードウェア デバイス 説明

CPU ESX/ESXi ホスト上で実行される仮想マシンは、仮想プロセッサを 1 つ以上搭載するように
構成できます。仮想マシンで構成できる仮想 CPU の数は、ホストに実装される論理 CPU
の実際の数が上限となります。仮想マシンに割り当てられる CPU の数は変更可能です。ま
た、CPU 識別マスクやハイパースレッド コア共有などの高度な CPU 機能を構成できます。

DVD/CD-ROM ドライブ vSphere 仮想マシンを新規作成すると、デフォルトでインストールされます。DVD/CD-
ROM デバイスを、クライアント デバイス、ホスト デバイス、またはデータストア ISO
ファイルに接続するように構成できます。DVD/CD-ROM デバイスは、追加、削除または
構成できます。

フロッピー ドライブ vSphere 仮想マシンを新規作成すると、デフォルトでインストールされます。ESX/ESXi
ホスト上のフロッピー ドライブ、フロッピー イメージ （.flp）、またはローカル システム
のフロッピー ドライブに接続できます。フロッピー デバイスは、追加、削除、または構成
できます。

ハード ディスク 仮想マシンのオペレーティング システム、プログラム ファイル、および仮想マシンが行う
アクティビティに関連するデータが格納されます。仮想ディスクは、サイズの大きな物理

ファイルまたはファイルのセットであり、ほかのファイル同様、容易にコピー、移動、アー

カイブ、バックアップできます。

IDE 0、IDE 1 デフォルトでは、2 つの IDE （Integrated Drive Electronics） インターフェイスが仮想
マシンで利用できます。IDE インターフェイス （コントローラおよびケーブル） は、仮想
マシンにストレージ デバイス （フロッピー ドライブ、ハード ドライブ、および CD-ROM
ドライブ） を接続する際に標準的に使用されます。

キーボード 仮想マシン コンソールに最初に接続したときに、そのコンソールに接続されているキーボー
ドをそのまま反映します。

メモリ 仮想ハードウェアのメモリ サイズでは、その仮想マシン内で実行されているアプリケーショ
ンで使用可能なメモリの容量を特定します。仮想マシンは、仮想ハードウェアのメモリ サ
イズとして構成されたメモリ リソース以上のメモリ リソースを利用できません。

ネットワーク アダプタ ESX/ESXi のネットワーク機能では、同一ホスト上の仮想マシン間、異なるホスト上の仮想
マシン間、ほかの仮想および物理マシン間の通信が提供されます。仮想マシンを構成すると

きに、ネットワーク アダプタ （NIC） を追加し、アダプタ タイプを指定できます。

パラレル ポート 周辺機器を仮想マシンに接続するためのインターフェイスです。仮想パラレル ポートは、
パラレル ポートまたはホスト OS 上のファイルに接続できます。仮想パラレル ポートは、
追加、削除、または構成できます。

PCI コントローラ 仮想マシンのマザーボード上のバスであり、ハード ディスクやその他のデバイスなどのコ
ンポーネントとの間の通信に使用されます。仮想マシンで利用可能な PCI コントローラは
1 つです。このデバイスは構成または削除できません。
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表 7-1.  仮想マシン ハードウェア (続き)

ハードウェア デバイス 説明

PCI デバイス 仮想マシンには、最大 6 個の PCI VMDirectPath デバイスを追加できます。これらのデバ
イスは、仮想マシンが実行されているホストの PCI パススルー用に予約されている必要が
あります。

ポインティング デバイス 仮想マシン コンソールに最初に接続したときに、そのコンソールに接続されているポイン
ティング デバイスをそのまま反映します。

PS2 コントローラ マウスの仮想化を提供します。仮想マシンで利用可能な PS2 コントローラは 1 つです。デ
フォルトでは、仮想マシンをパワーオンすると PS/2 マウスが使用されます。仮想マシンに
仮想マウス ドライブがある場合、またはマウス ドライバをロードした場合は、vmouse 絶
対プロトコルが使用されます。USB ドライバがロードされている場合、コントローラは USB
プロトコルでドライバを送信します。USB マウスから応答がない場合、仮想マシンは
vmouse または PS2 マウスに戻します。

シリアルポート 周辺機器を仮想マシンに接続するためのインターフェイスです。仮想シリアル ポートは、
物理シリアル ポートやホスト コンピュータ上のファイルに接続できるほか、ネットワーク
経由での接続も行えます。また、2 台の仮想マシンを直接接続したり、仮想マシンとホス
ト コンピュータ上のアプリケーションを接続する際にも使用できます。仮想マシンは、最
大で 4 つの仮想シリアル ポートを使用できます。仮想シリアル ポートは、追加、削除、ま
たは構成できます。

SCSI コントローラ 仮想ディスクへのアクセスを提供します。SCSI 仮想コントローラは、BusLogic パラレル、
LSI Logic パラレル、LSI Logic SAS、および VMware 準仮想化など、さまざまなタイプ
のコントローラとして仮想マシンに認識されます。SCSI コントローラのタイプの変更、仮
想マシンのバスの共有の割り当て、準仮想化 SCSI コントローラの追加、および VMI 準仮
想化の有効化または無効化が可能です。

SCSI デバイス 仮想マシンでは、デフォルトで SCSI デバイス インターフェイスを使用できます。SCSI イ
ンターフェイスは、仮想マシンにストレージ デバイス （フロッピー ドライブ、ハード ド
ライブ、および DVD/CD-ROM） を接続する際に標準的に使用されます。SCSI デバイス
は、追加、削除、または構成できます。

SIO コントローラ シリアルおよびパラレル ポート、フロッピー デバイスを提供し、システム管理動作を実行
します。仮想マシンで利用可能な SIO コントローラは 1 つです。このデバイスは構成また
は削除できません。

USB コントローラ 自分が管理している USB ポートに USB 機能を提供する USB ハードウェア チップです。仮
想 USB コントローラは、仮想マシン内の USB ホスト コントローラ機能をソフトウェア レ
ベルで仮想化したものです。

USB デバイス デバイスが物理的に接続された ESX/ESXi ホストで実行される仮想マシンに対して、セキュ
リティ ドングルやマス ストレージ デバイスなどの複数の USB デバイスを追加できます。

VMCI 仮想マシン通信インターフェイス （VMCI） デバイスです。仮想マシンとハイパーバイザー
の間に高速通信チャネルを提供します。仮想マシン間の通信用として VMCI を有効にする
こともできます。VMCI デバイスは追加または削除できません。

仮想マシンのオプション

仮想マシンのオプションは、仮想マシンの名前、ゲスト OS と VMware Tools による仮想マシンの動作など、さまざまな
仮想マシンのプロパティを定義します。また、デフォルトから変更する必要がほとんどない、vApp 機能などのオプショ
ンが定義されます。

表 7-2 に、仮想マシン設定を示します。これらは、仮想マシンのプロパティ エディタの  [オプション]  タブで変更できま
す。

表 7-2.  仮想マシンのオプション

オプション 説明

一般オプション 表示名とゲスト OS のタイプ。仮想マシンとその構成ファイルの場所。

アプライアンス オプション 仮想アプライアンスに固有の機能、製品情報、プロパティ、および OVF 設定に関するオプション。
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表 7-2.  仮想マシンのオプション (続き)

オプション 説明

VMware Tools 電源制御動作、VMware Tools スクリプト、および自動更新。

電力管理 仮想マシンのサスペンド動作。

表 7-3 に、 [オプション]  タブで変更可能な詳細な仮想マシン設定を示します。

表 7-3.  仮想マシンの詳細オプション

詳細オプション 説明

全般 アクセラレーション、ログ、デバッグ、および統計情報。

CPUID マスク NX フラグ、および識別マスクの詳細オプション。

メモリ/CPU ホットプラグ 各仮想マシンのホット アドの有効化。

起動オプション 仮想マシンの起動オプション。起動前遅延の追加、または BIOS 設定画面の強制表示。

準仮想化 VMI 準仮想化の有効化。

ファイバ チャネル NPIV 仮想ノード、およびポートの World Wide Name （WWN）。

CPU/MMU 仮想化 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。一部の新しいプロセッサでは、仮想
MMU のためのハードウェア サポートの使用を制御します。

スワップファイルの場所 スワップファイルの場所。

仮想マシンのリソース

[リソース]  タブでは、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。変更可能なリソースを 表 7-4
に示します。

表 7-4.  仮想マシンのリソース

仮想マシンのリソース 参照

CPU 「仮想マシンの CPU 構成 (P. 79)」

メモリ 「仮想マシンのメモリ構成 (P. 85)」

ディスク 「仮想ディスクの構成 (P. 88)」

CPU の詳細 （ハイパースレッド コア
共有）

「仮想マシンの CPU 構成 (P. 79)」

仮想マシンのハードウェア バージョン

仮想マシンのハードウェア バージョンは、仮想マシンがサポートする仮想ハードウェア機能を表しています。これらの機
能は、仮想マシンを作成した ESX/ESXi ホスト上で利用可能な物理ハードウェアに対応しています。仮想ハードウェアの
機能には、BIOS、仮想 PCI スロット数、最大 CPU 数、最大メモリ構成、およびその他の一般的なハードウェア特性があ
ります。

仮想マシンを作成するときは、仮想マシンが作成されたホストに常に対応しているデフォルトのハードウェア バージョン
のままにすることも、以前のバージョンにすることもできます。
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以前のハードウェア バージョンを選択すると、古いホストとの互換性を維持する場合に役立ちます。次の場合、仮想マシ
ンのハードウェア バージョンを、その仮想マシンが実行されているホストよりも前のバージョンにすることができます。

n ESX/ESXi 3.x 以前のホスト上で作成された仮想マシンを、ESX/ESXi 4.x ホストに移行する。

n ESX/ESXi 3.x 以前のホストで作成された既存の仮想ディスクを使用して、新しい仮想マシンを ESX 4.x ホスト上に
作成する。

n ESX/ESXi 3.x 以前のホスト上で作成された仮想ディスクを、ESX/ESXi 4.x ホスト上で作成された仮想マシンに追加
する。

ハードウェア バージョンがバージョン 4 よりも前の仮想マシンは ESX/ESXi 4.x ホストで実行できますが、パフォーマン
スと機能が低下します。特に、ハードウェアのバージョンがバージョン 4 よりも前の仮想マシンが ESX/ESXi 4.x ホスト
で実行されている場合、その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。これらの仮想マシン

を最大限に活用するには、『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。

表 7-5 に、仮想マシンのハードウェア バージョン、それを作成、編集、実行可能な ESX/ESXi のバージョン、完全サポー
トされる vCenter Server のバージョン、およびそのハードウェア バージョンの機能の簡単な説明を示します。

表 7-5.  仮想マシンのハードウェア バージョン

バージョン 7 バージョン 4 バージョン 3
vCenter Server バージョンとの互

換性

ESX/ESXi 4.x 作成、編集、実行 作成、編集、実行 実行 vCenter Server 4.x

ESX Server 3.x – 作成、編集、実行 実行 VirtualCenter Server 2.x 以降

ESX Server 2.x – – 作成、編集、実行 VirtualCenter Server 1.x 以降

注意   以前のバージョンの ESX および ESXi マニュアルでは、仮想マシンのハードウェア バージョン 4 は VM3 と表記さ
れていることがあります。以前のバージョンの ESX マニュアルでは、仮想マシンのハードウェア バージョン 3 は VM2
と表記されていることがあります。

仮想マシンのハードウェア バージョンの確認

仮想マシンの  [サマリ]  タブまたは仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスで調べると、仮想マシンのハードウェ
ア バージョンを確認できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを選択します。

2 バージョン情報を表示する方法を選択します。

オプション 説明

[サマリ]  タブをクリックします。 仮想マシンのハードウェア バージョンが、 [サマリ]  タブの右上に表示されます。

仮想マシンを右クリックして  [設定の編集]
を選択します。

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 ダイアログ ボッ
クスの右上に表示されます。

 

仮想マシンの名前の変更

仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスの  [仮想マシン名]  パネルで仮想マシン名を変更できます。

名前を変更しても、仮想マシン ファイルの名前や、そのファイルが格納されたディレクトリの名前は変更されません。

開始する前に

n 仮想マシンを実行する vCenter Server または ESX/ESXi ホストに接続していることを確認します。

n vSphere Client のインベントリ リストにある仮想マシンにアクセスできることを確認します。
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手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [一般オプション]  を選択します。

3 仮想マシンの新しい名前を入力します。

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。

仮想マシンの構成ファイルの場所の表示

仮想マシンの構成ファイルと作業ファイルの場所を表示できます。この情報は、バックアップ システムを構成するときに
役立ちます。

開始する前に

n 仮想マシンを実行する vCenter Server または ESX/ESXi ホストに接続していることを確認します。

n vSphere Client のインベントリ リストにある仮想マシンにアクセスできることを確認します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [一般オプション]  を選択します。

3 構成ファイルと作業ファイルの場所を記録し、 [OK]  をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

構成ファイルのパラメータの編集

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指示があった場合に、仮想マシンの構成パラ
メータを変更または追加できます。

パラメータの変更または追加方法については、当社のドキュメントも参照してください。参照する場合は、推奨手順に従っ

てください。

次の条件が適用されます。

n パラメータを変更するには、キーワードと値のペアの既存の値を変更します。たとえば、「keyword/value」 という
キーワードと値のペアを 「keyword/value2」 に変更すると、結果は 「keyword=value2」 になります。

n 構成パラメータのエントリを削除することはできません。

注意   構成パラメータのキーワードに値を割り当てる必要があります。値を割り当てない場合、キーワードは 0、false、
または disable という値を返す可能性があるため、結果として仮想マシンをパワーオンできないことがあります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [全般]  をクリックします。

3 [構成パラメータ]  をクリックします。

4 (オプション) パラメータを変更または追加します。

5 [OK]  をクリックして構成パラメータ ダイアログ ボックスを終了します。

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。
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構成されたゲスト OS の変更

仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスの  [一般オプション]  ペインでは、仮想マシンのゲスト OS の構成を変更で
きます。

開始する前に

n 仮想マシンを実行する vCenter Server または ESX/ESXi ホストに接続していることを確認します。

n vSphere Client のインベントリ リストにある仮想マシンにアクセスできることを確認します。

n 仮想マシンはパワーオフする必要があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [一般オプション]  を選択します。

3 ゲスト OS のタイプ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。

ゲスト OS 用の仮想マシン構成パラメータが変更されました。これでゲスト OS をインストールできます。

仮想マシンの CPU 構成

CPU リソースを追加、変更、または構成し、仮想マシンのパフォーマンスを向上できます。ほとんどの CPU パラメータ
は、仮想マシンの作成中にも、ゲスト OS のインストール後にも設定できます。操作によっては、仮想マシンをパワーオ
フしないと設定を変更できないものがあります。

次の概念を理解しておくと、CPU リソースの割り当て方式の計画に役立ちます。

CPU CPU またはプロセッサは、コンピュータ プログラムの命令を実行するコンピュータ シ
ステムの一部であり、コンピュータの機能を実行する主な要素です。

コア L1 キャッシュおよびプログラムの実行に必要な機能ユニットが含まれた、論理実行ユ
ニットを構成します。コアはプログラムまたはスレッドを独立して実行できます。

スレッド フル スタックのメモリが関連付けられていないプロセスです。スレッドは親プロセス
に結び付けられます。通常はスレッド処理を同じコンピュータ上で実行する必要があり

ますが、同一ノードの別のコアで同時に実行できます。

ソケット 1 個の物理チップを取り付けるための、コンピュータのマザーボード上の物理コネクタ
のことです。多くのマザーボードには複数のソケットが搭載され、さらにマルチコア

チップを取り付けることができます。

リソース共有 シェアは、仮想マシン （またはリソース プール） の相対的な優先順位または重要度を
指定します。ある仮想マシンのリソースのシェアが別の仮想マシンの 2 倍である場合、
その仮想マシンは、別の仮想マシンの 2 倍のリソースを消費できます （2 台の仮想マ
シンがリソースを獲得するために競合する場合）。

リソース割り当て リソース割り当てポリシーは動的に変更できます。たとえば、年末に経理のワークロー

ドが増加した場合は、経理のリソース プールの予約量を増加できます。
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CPU 構成の変更

ESX 用の VMware Virtual SMP を使用すると、仮想マシンに対して複数の仮想プロセッサまたは CPU を構成できます。

ESX/ESXi ホスト上で実行される仮想マシンは、仮想 CPU を最大 8 個まで搭載するように構成できます。仮想マシンで構
成できる仮想 CPU の数は、ホストに実装される論理 CPU の実際の数が上限となります。論理 CPU の数は、物理プロセッ
サ コアの数と同じで、ハイパースレッドが有効な場合はその 2 倍になります。たとえば、ホストに 8 個の論理 CPU があ
る場合、仮想マシンには 8 個の CPU を構成できます。

すべてのゲスト OS で SMP がサポートされているわけではなく、CPU の数が変わると、一部のゲスト OS では再インス
トールが必要です。SMP の使用についての詳細は、当社のナレッジ ベースを検索してください。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [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。

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。

CPU リソースの割り当て

シェア、予約、制限の各設定を使用すると、仮想マシンに割り当てられる CPU リソースの量を変更できます。

仮想マシンにある次のユーザー定義の設定が、CPU リソース割り当てに影響を与えます。

制限 仮想マシンの CPU 時間の消費量に制限を設けます。この値は MHz で表します。

予約 仮想マシンに保証される最小割り当てを指定します。予約は MHz で表します。

シェア 各仮想マシンに割り当てられる CPU シェア数です。仮想マシンに割り当てられるシェ
アが増えると、CPU のアイドル時間がない場合に、その仮想マシンはより多くの CPU
タイム スライスを取得します。シェアは、割り当てる CPU 容量の相対的なメトリック
を表します。

開始する前に

n 仮想マシンを実行する vCenter Server または ESX/ESXi ホストに接続していることを確認します。

n vSphere Client のインベントリ リストにある仮想マシンにアクセスできることを確認します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブをクリックし、 [CPU]  を選択します。

3 この仮想マシンの CPU 容量を割り当てます。

オプション 説明

シェア [低] 、 [標準] 、 [高] 、 [カスタム]  の各値がサーバ、ESX/ESXi 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 この仮想マシン用に確保されている CPU の割り当て。

制限 この仮想マシンに割り当てる CPU の上限。上限を指定しない場合は、 [制限なし]  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。

vSphere 仮想マシン管理ガイド

80  VMware, Inc.



仮想マルチコア CPU の構成

VMware の仮想マルチコア CPU のサポートにより、仮想マシン内の仮想 CPU あたりのコア数を制御できます。この機
能によって、ソケットに制限のあるオペレーティング システムがより多くのホスト CPU のコアを使用できるようになり、
全体的なパフォーマンスが向上します。

ソケットおよびコアに関する、仮想 CPU の割り当て方法を構成できます。たとえば、次の方法で 4 つの仮想 CPU を持つ
仮想マシンを構成できます。

n ソケットあたり 1 つのコアを持つソケットを 4 つ

n ソケットあたり 2 つのコアを持つソケットを 2 つ

n ソケットあたり 4 つのコアを持つソケットを 1 つ

仮想マルチコア CPU は、利用可能な CPU ソケットの数が制限されているオペレーティング システムやアプリケーショ
ンを実行する場合に役立ちます。従来は、デフォルトで各仮想 CPU に 1 つのコアを持つソケットが割り当てられていた
ため、仮想マシンが持つソケットの数と仮想 CPU の数は同じでした。

仮想マシンにマルチコア仮想 CPU が構成されている場合、CPU ホット アドとホット リムーブは無効になります。

マルチコア CPU の詳細については、『vSphere リソース管理ガイド』 を参照してください。マルチコア CPU に関する記
事については、VMware KNOVA データベースでも検索できます。

注意   構成パラメータのキーワードに値を割り当てる必要があります。値を割り当てない場合、キーワードは 0、false、
または disable という値を返す可能性があるため、結果として仮想マシンをパワーオンできないことがあります。

開始する前に

重要   VMware の仮想マルチコア CPU の機能を使用するには、オペレーティング システムの EULA の要件に準拠してい
る必要があります。

n 仮想マシンがパワーオフされていることを確認します。

n 仮想マシンのハードウェア バージョンが 7 以降であることを確認します。

n その仮想マシンが使用する仮想 CPU の合計数をソケットあたりのコア数で割った数字が、正の整数であることを確
認します。

必要な権限： 詳細

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブを選択して、 [CPU]  を選択します。

3 仮想プロセッサの数の選択

4 [オプション]  タブを選択し、 [詳細]  オプション リストで  [全般]  をクリックします。

5 [構成パラメータ]  をクリックします。

6 [行の追加]  をクリックし、 [名前]  列に cpuid.coresPerSocket と入力します。

名前 （キーワード） を入力したあとでこれを変更することはできません。

7 [値]  列に値 （2、4、または 8） を入力します。

仮想 CPU の数は、ソケットあたりのコア数で割り切れる数である必要があります。coresPerSocket の設定は、
2 のべき乗である必要があります。

8 [OK]  をクリックして仮想マシンをパワーオンします。

仮想マシンの CPU 設定は、 [リソース割り当て]  タブで確認できます。
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CPU スケジュール設定の詳細構成

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処理のスケジュール設定などの CPU オプションを選択
できます。通常、ESX 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。この設定
は、重要な仮想マシンで微調整を行う場合に有用です。

ハイパースレッド コア共有の構成

ハイパースレッド システム上の物理コアを、仮想マシンの仮想 CPU がどのように共有するかを選択できます。

ハイパースレッド テクノロジーを使用すると、1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサのように動作させることが
できます。ハイパースレッド コア共有オプションでは、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
ル設定するかどうかについて、詳細に制御できます。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。

開始する前に

n システムの BIOS 設定で、ハイパースレッド コア共有オプションを有効にしておく必要があります。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。

n 仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブをクリックして、 [CPU の詳細]  を選択します。

3 [ハイパースレッド共有モード]  ドロップダウン メニューからモードを選択します。

オプション 説明

任意 （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
想マシンの仮想 CPU とコアを共有できます。

なし 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

ハイパースレッドは停止します。

内部 2 つの仮想プロセッサが装備された仮想マシンでは、（ホスト 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]  設定と同じです。
 

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。

プロセッサのスケジュール設定アフィニティの構成

[スケジュール設定のアフィニティ]  オプションでは、ホストの物理コア （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） 全体への仮想マシン CPU の分配方法を詳細に制御できます。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 コアが 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。

CPU アフィニティを使用すると、特定のプロセッサに仮想マシンを割り当てることができます。これにより、仮想マシン
の割り当てをマルチプロセッサ システム内で使用可能な特定のプロセッサだけに制限できます。

CPU アフィニティでの潜在的な問題については、『リソース管理ガイド』 を参照してください。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。
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手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブをクリックして、 [CPU の詳細]  を選択します。

3 スケジュール設定のアフィニティ パネルに、ハイフンでつないでいるプロセッサの範囲をコンマで区切って指定し
ます。

たとえば、「0,4-7」 と入力すると、CPU 0、4、5、6、7 のアフィニティが指定されます。すべてのプロセッサを選
択すると、アフィニティなしになります。使用する仮想 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。

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。

CPU のホットプラグ設定の変更

CPU ホットプラグ オプションでは、仮想マシンがパワーオン状態のまま、仮想マシンの CPU リソースを追加または削除
できます。

仮想マシンにマルチコア仮想 CPU が構成されている場合、CPU ホット プラグは無効になります。

稼動中の （CPU ホット プラグが有効になった） 仮想マシンに CPU リソースを追加すると、その仮想マシンに接続され
たすべての USB パススルー デバイスが切断されてから再接続されます。

開始する前に

仮想マシンが次の条件で実行されていることを確認します。

n VMware Tools がインストールされています （Linux ゲスト OS とのホット プラグ機能で必要）。

n 仮想マシンに、CPU ホット プラグをサポートするゲスト OS があります。

n 仮想マシンでハードウェア バージョン 7 以降が使用されています。

n 仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスの  [オプション]  タブで CPU ホット プラグが有効になっています。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [メモリ/CPU ホットプラグ]  を選択します。

3 CPU のホットプラグ設定を変更します。

n [この仮想マシンでの CPU のホット プラグを無効にします]

n [この仮想マシンでのみ CPU のホット アドを有効にします]

n [この仮想マシンでの CPU のホット アドとホット リムーブを有効にします]

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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CPU 識別マスク設定の変更

CPU 識別 （CPU ID） マスクは、仮想マシンのゲスト OS から認識される CPU 機能を制御します。CPU 機能を非表示ま
たはマスクすると、幅広い ESX/ESXi ホストを仮想マシンの移行に使用できるようになります。vCenter Server は、仮
想マシンが使用できる CPU 機能をターゲット ホストの CPU 機能と比較して、vMotion での移行を許可するかどうかを
決定します。

たとえば、AMD No eXecute （NX） ビットと Intel eXecute Disable （XD） ビットをマスクすると、仮想マシンがこ
れらの機能を使用できなくなりますが、この機能を持たない ESX/ESXi ホストへの仮想マシンの移行が可能になるという
互換性が得られます。NX/XD ビットがゲスト OS から認識されると、仮想マシンでこの機能を使用できますが、その仮
想マシンを移行できるのは、その機能が有効になっているホストだけです。

注意   まれに、CPU 識別マスクの構成設定の変更が必要になることがあります。ほとんどすべての変更が、NX/XD ビッ
トに対してのみ行われます。

vMotion の互換性と CPU マスクの詳細については、『vSphere データ センター管理ガイド』 を参照してください。

開始する前に

n vSphere Client のインベントリ リストにある仮想マシンにアクセスできることを確認します。

n 仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [CPUID マスク]  を選択します。

3 [CPU 識別マスク]  パネルで、NX フラグ オプションを選択します。

オプション 説明

NX/XD フラグをゲストに非表示 vMotion の互換性が向上します。
NX/XD フラグを隠すと、ホスト間での vMotion の互換性が向上しますが、一部の
CPU セキュリティ機能が無効になる可能性があります。

NX/XD フラグをゲストに表示 すべての CPU セキュリティ機能を有効にします。

NX/XD フラグの現在の詳細設定の値を維持 CPU 識別マスク ダイアログ ボックスで指定した NX/XD フラグの設定を使用します。
現在の設定で、ほかの NX/XD フラグ オプションで指定された値とは異なる値を指定
している場合 （NX/XD フラグ ビット設定がプロセッサ製品によって異なる場合な
ど） にかぎり、有効にすることができます。

 

4 (オプション) NX ビット以外のマスク値を編集する場合、または 「0」 や 「H」 以外の値を NX マスク値に設定する
場合は、 [詳細]  をクリックします。

a 関連するタブを選択します。

b 列をクリックし、マスク値を編集します。

値記号の説明については、 [凡例]  をクリックしてください。

c [OK]  をクリックして変更を適用し、仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスに戻ります。

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。
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CPU/MMU 仮想化設定の変更

ESX は、仮想マシンが仮想化に対するハードウェア サポートを使用するかどうかを決定できます。この決定は、プロセッ
サ タイプと仮想マシンに基づいて行われます。自動で選択したものをオーバーライドすると、パフォーマンスを向上でき
る場合があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [CPU/MMU 仮想化]  を選択します。

3 命令セットを選択します。

n [自動]

n [ソフトウェア仮想化のみの使用]

n [CPU 仮想化のみへのハードウェア サポート （VT/AMD-V） の使用]

n [CPU および MMU 仮想化の両方へのハードウェア サポート （VT/AMD-V および EPT/RVI） の使用]

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。

仮想マシンのメモリ構成

仮想マシンのメモリ リソースまたはオプションを追加、変更、または構成し、仮想マシンのパフォーマンスを向上できま
す。ほとんどのメモリ パラメータは、仮想マシンの作成中にも、ゲスト OS のインストール後にも設定できます。操作に
よっては、仮想マシンをパワーオフしないと設定を変更できないものがあります。

メモリ リソースの構成は、 [ハードウェア]  タブで構成する仮想ハードウェアのメモリ サイズとは異なります。メモリ リ
ソース構成では、仮想マシンに割り当てるホストのメモリの容量を特定します。仮想ハードウェアのメモリ サイズでは、
その仮想マシン内で実行されているアプリケーションで使用可能なメモリの容量を特定します。仮想マシンは、仮想ハー

ドウェアのメモリ サイズとして構成されたメモリ リソース以上のメモリ リソースを利用できません。ESX/ESXi ホストで
は、仮想マシンで最大に使用できるメモリ リソースを制限しているため、メモリ リソースの設定をデフォルトの制限な
しのままにすることができます。

メモリ構成の変更

仮想マシンのハードウェアに割り当てられたメモリを再構成できます。

最小メモリ サイズは 4MB です。最小および最大のメモリ サイズは、ホストおよびゲスト OS のタイプによって異なりま
す。メモリ サイズは、4MB の倍数で指定する必要があります。最適なパフォーマンスを獲得するための最大値はしきい
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、ホストの変更状況 （たとえば、仮想マシンがパワーオンまたはパワーオフされた場合など） に応じて変動します。

パワーオン状態のときに仮想マシンにメモリを追加する場合、追加できる容量は、その仮想マシンがパワーオンされたと

きに搭載していたメモリ容量の 16 倍までです。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [メモリ]  を選択します。

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。

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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メモリ リソースの割り当て

仮想マシン用にメモリ リソースを割り当てて、予約、制限、シェアを指定できます。

仮想マシンにある次の 3 つのユーザー定義の設定が、メモリ リソース割り当てに影響を与えます。

制限 仮想マシンのメモリの消費量に制限を設けます。値はメガバイトで表します。

予約 仮想マシンに保証される最小割り当てを指定します。予約はメガバイトで表します。

シェア 各仮想マシンに割り当てられるメモリ シェア数です。仮想マシンに割り当てられるシェ
アが増えると、メモリのアイドル時間がない場合に、その仮想マシンはより多くのメモ

リ タイム スライスを取得します。シェアは、割り当てるメモリ容量の相対的なメト
リックを表します。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。

構成されたメモリよりも大きい値の予約を仮想マシンに割り当てても無駄になります。 [リソース]  タブでは、vSphere
Client はそのような割り当てはできません。仮想マシンに大量のメモリを予約し、 [ハードウェア]  タブで構成されたメ
モリ サイズを小さくすると、新しく構成されたメモリ サイズに適合するように予約サイズが小さくなります。メモリ リ
ソースを構成する前に、仮想マシンをパワーオフしておく必要があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブをクリックし、 [メモリ]  を選択します。

3 この仮想マシンのためのメモリ容量を割り当てます。

オプション 説明

シェア [低] 、 [標準] 、 [高] 、 [カスタム]  の各値がサーバ、ESX/ESXi 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 この仮想マシン用に確保されているメモリの割り当て。

制限 この仮想マシンに割り当てるメモリの上限。

制限なし 上限を指定しません。

 

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。

メモリのホット アド設定の変更

メモリのホット アドでは、仮想マシンがパワーオン状態のまま、仮想マシンのメモリ リソースを追加できます。

開始する前に

n 仮想マシンのゲスト OS が、メモリのホット アド機能をサポートしていることを確認します。

n 仮想マシンが使用するハードウェア バージョンが 7 以降である必要があります。

n 仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスにある  [オプション]  タブでメモリのホット アドが有効になっている
ことを確認します。

n VMware Tools がインストールされていることを確認します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [メモリ/CPU ホットプラグ]  を選択します。
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3 メモリのホット アドを有効または無効にします。

n [この仮想マシンでのメモリのホット アドを有効にする]

n [この仮想マシンでのメモリのホット アドを無効にする]

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。

NUMA ノードへのメモリ割り当ての関連付け

仮想マシン上の将来のすべてのメモリ割り当てが、単一の NUMA ノードに関連付けられたページを使用することを指定
できます （手動メモリ アフィニティとも呼ばれます）。仮想マシンがローカル メモリを使用する場合、その仮想マシン上
でパフォーマンスが向上します。

NUMA のメモリ最適化には次の条件があります。

n NUMA オプションは、ホストが NUMA メモリ アーキテクチャを使用している場合のみメモリ リソースの詳細ペー
ジで使用できます。

n アフィニティ設定は、1 台のホスト上の特定の仮想マシン セットのパフォーマンスを微調整する場合のみ有効です。
このオプションは、仮想マシンが DRS クラスタに配置されている場合は使用できません。すべてのアフィニティ値
は、仮想マシンを新しいホストに移動するとクリアされます。

n 将来のメモリ割り当てに使用するノードを指定できるのは、CPU アフィニティも指定した場合だけです。メモリ ア
フィニティの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。

n すべてのボックスをチェックすると、アフィニティも適用しないのと同じことになります。

NUMA とメモリ リソースの詳細、および使用例については、『リソース管理ガイド』 を参照してください。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブを選択し、 [メモリ]  を選択します。

3 [NUMA メモリのアフィニティ]  パネルで、仮想マシン用の NUMA ノード アフィニティを設定します。

n [アフィニティなし]

n [ノードからメモリを使用]

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。

スワップ ファイルの場所の変更

仮想マシンがパワーオンされるときに、システムによって VMkernel スワップ ファイルが作成されます。このファイルは
仮想マシンの RAM の内容に対するバッキング ストアとして機能します。スワップ ファイルの場所は、デフォルトのまま
にすることも、別の場所に格納することもできます。デフォルトでは、スワップ ファイルは仮想マシンの構成ファイルと
同じ場所に格納されます。

ホストのスワップ ファイル設定の詳細については、『vSphere データ センター管理ガイド』 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。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [スワップファイルの場所]  を選択します。
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3 オプションを 1 つ選択します。

オプション 説明

デフォルト 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、仮
想マシンのスワップ ファイルを格納します。

つねに仮想マシンと一緒に格納 仮想マシンのスワップ ファイルを、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

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 ファイルのデー
タストアに、仮想マシンのスワップ ファイルを格納します。

 

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。

仮想ディスクの構成

仮想マシンが実行中であっても、仮想ディスクを追加したり、既存のディスクに容量を追加したりできます。ほとんどの

仮想ディスク パラメータは、仮想マシンの作成中にも、ゲスト OS のインストール後にも設定できます。

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、マッピングされた 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 つ以上のファイル
で構成されています。仮想ディスクは、同じホスト上またはホスト間で簡単にコピーまたは移動できます。

ESX/ESXi 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。また、SAN LUN をマッピングすると、既存の SAN コマンドを使用してディスクのスト
レージを管理できるようになります。

VMFS ボリュームに LUN をマッピングすると、vCenter Server によって Raw LUN を示す Raw デバイス マッピング
（RDM） ファイルが作成されます。ディスク情報をファイルにカプセル化すると、vCenter Server で LUN をロックし
て、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。このファイルには .vmdk 拡張子が付いていますが、
ESX/ESXi 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。

仮想ディスク構成の変更

仮想マシンの仮想ディスク構成について、仮想デバイス ノード、ディスク サイズ、および通常モードを変更できます。

注意   3.0 よりも前のバージョンの ESX Server を実行するレガシー ホスト上の仮想マシンでは、RDM ディスクの管理パ
ス機能は使用できません。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、変更するハード ディスクを選択します。

右上のペインに、ディスク ファイルの名前とディスク タイプ （シックまたはシン） が表示されます。

3 ドロップダウン メニューから  [仮想デバイス ノード]  のタイプを選択します。

4 ディスクのサイズを変更するには、 [プロビジョニング済みサイズ]  テキスト ボックスに新しい値を入力します。
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5 (オプション) 仮想ディスクの  [独立]  モードを選択し、オプションを選択します。

オプション 説明

通常 ディスクは通常どおり動作しますが、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永続的になります。

読み取り専用 ディスクは通常どおり動作しているように見えますが、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すべて破棄されます。

 
独立ディスクはスナップショットの影響を受けません。

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。

仮想マシンへのハード ディスクの追加

仮想マシンにハード ディスクを追加する場合、新しい仮想ディスクの作成、既存の仮想ディスクの追加、またはマッピン
グされた SAN LUN の追加が可能です。

ほとんどの場合、デフォルトのデバイス ノードをそのまま使用できます。ハード ディスクの場合は、起動順序を制御し
たり異なる SCSI コントローラ タイプを使用したりする際に、デフォルト以外のデバイス ノードが役立ちます。たとえ
ば、LSI Logic コントローラをオフにして、バスの共有を有効にした BusLogic コントローラを使用してデータ ディスク
を別の仮想マシンと共有できます。

注意   vMotion は、クラスタ作成用に Raw ディスクを使用した仮想マシンの移行には使用できません。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  をクリックします。

3 [ハード ディスク]  を選択して、 [次へ]  をクリックします。

4 使用するディスクのタイプを選択します。

オプション アクション

新規仮想ディスクを作成 a ディスク容量を入力します。

b シン ディスク フォーマットまたはシック ディスク フォーマットを選択すると、
ディスクでクラスタリング機能をサポートできます。

c ディスクの格納場所を選択します。 [仮想マシンで保存]  または  [データストアの
指定] 。

d [データストアの指定]  を選択した場合は、データストアの場所を参照し、 [次へ]
をクリックします。

既存の仮想ディスクを使用する ディスク ファイルのパスを参照し、 [次へ]  をクリックします。

Raw デバイスのマッピング 仮想マシンが SAN を直接アクセスできます。
a Raw ディスクで使用する LUN を選択し、 [次へ]  をクリックします。
b LUN マッピング ファイルを仮想マシン ファイルと同じデータストアに格納する

か、別のデータストアを選択し、 [次へ]  をクリックします。
c 互換モードを選択します。

n [物理]  モードでは、ゲスト OS がハードウェアに直接アクセスできます。
n [仮想]  モードでは、仮想マシンで VMware スナップショットおよびその他

の拡張機能を使用できます。

d [次へ]  をクリックします。
 

5 デフォルトをそのまま使用するか、別の仮想デバイス ノードを選択します。
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6 (オプション) 仮想ディスクの  [独立]  モードを選択し、オプションを選択します。

オプション 説明

通常 ディスクは通常どおり動作しますが、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永続的になります。

読み取り専用 ディスクは通常どおり動作しているように見えますが、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すべて破棄されます。

 
独立ディスクはスナップショットの影響を受けません。

7 [次へ]  をクリックします。

8 情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

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。

ディスク シェアを使用した仮想マシンの優先順位付け

仮想マシンのディスク リソースを変更できます。複数の仮想マシンが同じ VMFS データストアおよび同じ LUN （論理ユ
ニット番号） にアクセスする場合、ディスク シェアを使用して、仮想マシンからのディスク アクセスに優先順位を付け
ます。ディスク シェアでは、優先順位の高い仮想マシンと優先順位の低い仮想マシンを区別します。

仮想マシンの仮想ハード ディスクに、ホスト ディスクの I/O バンド幅を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あるため、複数のクラスタ間でプールすることはできません。

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。値は、サーバ、
ESX 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。

ディスク シェアは、指定された ESX/ESXi ホスト内でのみ有効です。あるホストの仮想マシンに割り当てられたシェア
は、別のホストの仮想マシンでは無効です。

仮想マシンに割り当てられるストレージ リソースの上限を設定する、IOP 制限を選択できます。IOPs は、1 秒あたりの
I/O 処理数です。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [リソース]  タブをクリックし、 [ディスク]  を選択します。

3 リソース割り当てパネルで、変更する仮想ハード ディスクを選択します。

4 [シェア]  列をクリックして、仮想マシンに割り当てるディスク バンド幅シェアの値を変更します。

n 低 （500）

n 標準 （1000）

n 高 （2000）

n カスタム

シェアの記号値を選択すると、 [シェア値]  列に数値が表示されます。 [カスタム]  を選択するとユーザー定義のシェ
ア値を入力できます。

5 [制限 - IOPS]  列をクリックし、仮想マシンに割り当てるストレージ リソースの上限を入力します。

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。
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SCSI コントローラの構成

仮想マシンは仮想 SCSI コントローラを使用して仮想ディスクにアクセスします。こうした仮想コントローラは、BusLogic
パラレル、LSI Logic パラレル、LSI Logic SAS、および VMware 準仮想化など、さまざまなコントローラとして仮想マ
シンに認識されます。SCSI コントローラのタイプの変更、仮想マシンのバスの共有の割り当て、準仮想化 SCSI コント
ローラの追加、および VMI 準仮想化の有効化または無効化が可能です。

SCSI バスの共有にかかわる構成の変更

仮想マシンの SCSI バスの共有タイプを設定し、SCSI バスを共有するかどうかを指定できます。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。

変更できるのは、ESX/ESXi ホスト上の仮想マシンの SCSI コントローラ構成のみです。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、ハードウェア リストで  [SCSI コントローラ]  を選択します。

3 [SCSI バスの共有]  リストで、次の共有タイプのいずれかを選択します。

オプション 説明

なし ほかの仮想マシンと仮想ディスクを共有できません。

仮想 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 仮想ディスクは、あらゆるサーバ上の仮想マシンと共有できます。

 

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。

SCSI コントローラ タイプの変更

仮想マシンの仮想 SCSI コントローラを構成し、仮想ディスクおよび RDM を接続できます。

どの SCSI コントローラを選択しても、仮想ディスクが IDE ディスクであるか SCSI ディスクであるかには影響しません。IDE
アダプタは常に ATAPI です。ゲスト OS のデフォルトは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 仮想マシンを作成し、BusLogic アダプタを使用する仮想ディスクを追加した場合、仮想マシンは BusLogic ア
ダプタ ディスクから起動します。LSI Logic SAS は、ハードウェア バージョン 7 の仮想マシンでのみ使用できます。ス
ナップショットがあるディスクは、LSI Logic SAS、VMware 準仮想化、および LSI Logic パラレル アダプタでパフォー
マンスが向上しないことがあります。

変更できるのは、ESX/ESXi ホスト上の仮想マシンの SCSI コントローラ構成のみです。

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。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、SCSI コントローラを選択して  [タイプの変更]  をクリックします。
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3 SCSI コントローラ タイプを選択し、 [OK]  をクリックします。

n BusLogic パラレル

n LSI Logic SAS

n LSI Logic パラレル

n VMware 準仮想化

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。

VMware 準仮想化 SCSI アダプタについて

準仮想化 SCSI （PVSCSI） アダプタは、スループットが高く CPU 使用率が低い、高パフォーマンスのストレージ アダプ
タです。PVSCSI アダプタは、高いパフォーマンスが必要なストレージ環境に最適です。

PVSCSI アダプタは、バージョン 7 以降のハードウェアを実行する仮想マシンで利用できます。次のゲスト OS でサポー
トされています。

n Windows Server 2008 R2 （64 ビット）

n Windows Server 2008 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Server 2003 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows XP （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Vista （32 ビットおよび 64 ビット）

n Wndows 7 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Red Hat Linux 5 （32 ビットおよび 64 ビット）

PVSCSI アダプタには、次の制限事項があります。

n PVSCSI アダプタ上のディスクにスナップショットがある場合、または ESX ホストのメモリがオーバー コミットさ
れている場合、PVSCSI アダプタ上のディスクでパフォーマンスが向上しないことがあります。

n RHEL 5 からサポート対象外のカーネルにアップグレードした場合、PVSCSI アダプタに接続されているディスクの
データにアクセスできないことがあります。このようなディスクに再度アクセスできるようにするには、次のように

します。

a ゲスト カーネルをアップグレードし、ゲストを再起動しない。

b VMware Tools 構成をカーネル バージョン パラメータ付きで実行し、ゲスト内でカーネルのバージョンを渡し
ます。

vmware-config-tools.pk --kernel-version <カーネル バージョン>

実行中のカーネルのバージョンを判別するには、name -r を実行します。

c ゲストを再起動します。

n MSCS クラスタはサポートされていません。

n PVSCSI アダプタは、Red Hat Linux 5 仮想マシン上の起動ディスク （システム ソフトウェアを含むディスク） を
サポートしません。別のサポート対象のアダプタ タイプを使用して、起動ディスクを仮想マシンに接続します。
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VMI 準仮想化の有効化と無効化

VMI は準仮想化の標準であり、VMI を使用する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 準仮想化に対応したバージョンの Linux ゲスト OS のみです。

準仮想化を有効にするためには、仮想マシンに 6 つある仮想 PCI スロットの 1 つが使用されます。準仮想化を有効にする
と、仮想マシンを移行する方法と場所が制限されることがあります。この機能を有効にするときは、次の点を検討してく

ださい。

n VMI 準仮想化をサポートしているホストは、ESX/ESXi 3.5 以降および Workstation 6.0 以降です。ESX 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 Workstation
ホストに移行できます。

n 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。ただしこの結果、パフォーマンスが低下する可能性があります。

n 準仮想化に対応し、パワーオンされているか電源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。

n vCenter Server DRS による、準仮想化をサポートしていないホストへの準仮想化対応の仮想マシンの自動移行は行
えません。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [準仮想化]  を選択します。

3 [VMI 準仮想化サポート]  を選択して VMI 準仮想化を有効にします。

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。

準仮想化 SCSI アダプタの追加

高パフォーマンスの準仮想化 SCSI （PVSCSI） ストレージ アダプタを追加し、スループットの向上と CPU 使用率の低減
を実現できます。

PVSCSI アダプタは、大量の I/O が発生するアプリケーションを実行する環境 （特に SAN 環境） に最適です。

Windows 2003 および 2008 ゲスト OS は、PVSCSI アダプタに接続されている起動ディスク デバイスをサポートします。

PVSCSI アダプタは、Red Hat Linux 5 仮想マシン上の起動可能ディスクをサポートしません。システム ソフトウェアが
インストールされているディスクをサポートするように、PVSCSI 以外のプライマリ SCSI アダプタを使用する仮想マシン
を構成する必要があります。

開始する前に

ゲスト OS および VMware Tools がインストールされている既存の仮想マシンが必要です。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  をクリックします。

3 [SCSI デバイス]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 接続パネルで SCSI デバイスを選択します。

5 未使用の仮想デバイス ノードを選択し、 [次へ]  をクリックします。

SCSI （0:2） というデバイス ノードの場合、0 はコントローラ番号、2 はコントローラに接続されたデバイスの番号
です。デバイスがすでに存在しているノード （たとえば SCSI 0:3） を選択する場合は、SCSI デバイスを既存のアダ
プタに追加します。新しいアダプタを追加するには、未使用のデバイス ノード （たとえば 1:0） を選択する必要が
あります。
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6 選択内容を確認し、 [終了]  をクリックします。

ハードウェア リストに、 [新規 SCSI コントローラ （追加中）]  と  [新規 SCSI デバイス （追加中）]  が表示されます。

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。

8 仮想マシンのプロパティ エディタを再度開きます。

9 新しい SCSI コントローラを選択し、 [タイプの変更]  をクリックします。

10 [VMware 準仮想化]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

11 [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。

仮想マシンのネットワーク構成

ESX/ESXi のネットワーク機能では、同一ホスト上の仮想マシン間、異なるホスト上の仮想マシン間、ほかの仮想および
物理マシン間の通信が提供されます。このネットワーク機能では、ESX/ESXi ホストの管理も可能で、VMkernel サービ
ス （NFS、iSCSI、または VMware vMotion） と物理ネットワーク間の通信も提供されます。仮想マシンのネットワー
クを構成するときは、アダプタ タイプ、ネットワーク接続、および仮想マシンをパワーオンしたときにネットワークに接
続するかどうかを選択、または変更します。

ネットワーク アダプタ タイプ

仮想マシンを構成するときに、ネットワーク アダプタ （NIC） を追加し、アダプタ タイプを指定できます。

ネットワーク アダプタのタイプは、次の要因を条件として利用可能になります。

n 仮想マシンのバージョン。これは、仮想マシンを作成したホスト、または最近仮想マシンを更新したホストに依存し

ます。

n 仮想マシンが、現在のホストの最新バージョンに更新されているかどうか。

n ゲスト OS。
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次の NIC タイプがサポートされています。

E1000 Intel 82545EM ギガビット イーサネット NIC のエミュレート バージョンです。
Windows XP 以降および Linux バージョン 2.4.19 以降を含む、ほとんどの新しいゲ
スト OS で利用可能なドライバを備えています。

Flexible 仮想マシンの起動時には Vlance アダプタとして認識されますが、初期化され、Vlance
アダプタまたは VMXNET アダプタとして機能します （初期化するドライバによる）。
VMware Tools がインストールされていると、VMXNET ドライバは Vlance アダプタ
を高パフォーマンスの VMXNET アダプタに変更します。

Vlance AMD 79C970 PCnet32 LANCE NIC のエミュレート バージョンです。ほとんどの 32
ビット ゲスト OS （Windows Vista 以降は除く） で利用可能なドライバを備えた旧
型の 10 Mbps NIC です。このネットワーク アダプタで構成された仮想マシンは、す
ぐにそのネットワークを使用できます。

VMXNET 仮想マシンのパフォーマンス向けに最適化されています。物理的にこれに対応するもの

はありません。オペレーティング システム ベンダーはこのカード用の組み込みドライ
バを提供していないため、VMware Tools をインストールして、VMXNET ネットワー
ク アダプタを利用するためのドライバを取得する必要があります。

VMXNET 2 （拡張） VMXNET アダプタを基盤としていますが、最近のネットワークで一般的に使用される
高パフォーマンス機能 （ジャンボ フレームやハードウェア オフロードなど） を提供
します。VMXNET 2 （拡張） は、ESX/ESXi 3.5 以降にある一部のゲスト OS でのみ
使用可能です。

VMXNET 3 パフォーマンス向上のために設計された、次世代の準仮想化 NIC です。VMXNET 3
は VMXNET 2 で使用可能なすべての機能を提供し、さらに、マルチキュー サポート
（Windows では Receive Side Scaling とも呼ばれる）、IPv6 オフロード、および
MSI/MSI-X 割り込み配信などのいくつかの新機能も提供します。VMXNET 3 は
VMXNET または VMXNET 2 を基盤にしていません。

ネットワーク アダプタの互換性に関する考慮事項については、『VMware 互換性ガイド』 を参照してください。

ネットワーク アダプタおよびレガシー仮想マシン

レガシー仮想マシンは、使用中の製品でサポートされる仮想マシンですが、その製品にとって最新の仮想マシンではあり

ません。すべてのレガシー仮想マシンのデフォルトのネットワーク アダプタ タイプは、アダプタの使用可否、ゲスト OS
との互換性、および仮想マシンが作成された仮想ハードウェアのバージョンに応じて変わります。

仮想マシンをアップグレードして ESX/ESXi ホストの新しいアップグレード バージョンと対応させなければ、アダプタ設
定は変わりません。最新の仮想ハードウェアを活用できるよう仮想マシンをアップグレードすると、デフォルトのアダプ

タ設定が変更されてゲスト OS およびアップグレードされたホスト ハードウェアと互換性を持つようになる場合がありま
す。

サポートされているゲスト OS で使用可能な、vSphere ESX/ESXi の特定のバージョン向けのネットワーク アダプタを確
認するには、『VMware 互換性ガイド』 を参照してください。

仮想ネットワーク アダプタ （NIC） 構成の変更

仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタ構成で、パワーオン接続設定、MAC アドレス、およびネットワーク接続を変更
できます。

ESX/ESXi ホスト上の仮想マシンに対して手動で割り当てられた MAC アドレスは、先頭が OUI 00:50:56 でなければなり
ません。このアドレスの形式は、「00:50:56:XX:YY:ZZ」 にする必要があります。ここで、XX は 00 から 3F までの 16 進
数で、YY と ZZ は 00 から FF までの 16 進数です。
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手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、ハードウェア リストで該当する NIC を選択します。

3 仮想マシンのパワーオンの状態で仮想 NIC を接続する場合は、 [パワーオン時に接続]  を選択します。

4 MAC アドレス構成のオプションを選択します。

n MAC アドレスを自動的に割り当てるには、 [自動]  を選択します。

n [手動]  を選択して MAC を入力し、手動による MAC アドレス割り当てを行ないます。

5 ネットワーク接続のドロップダウン 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。

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。

仮想マシンへのネットワーク アダプタの追加

ネットワーク アダプタ （NIC） を仮想マシンに追加する場合、アダプタ タイプやネットワーク接続を選択し、仮想マシ
ンのパワーオン時にデバイスを接続するかどうかを選択します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  をクリックします。

3 [イーサネット アダプタ]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 ドロップダウン メニューからアダプタ タイプを選択します。

5 ネットワーク接続パネルで、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。

6 仮想マシンのパワーオンの状態で仮想 NIC を接続する場合は、 [パワーオン時に接続]  を選択します。

7 [次へ]  をクリックします。

8 選択内容を確認し、 [終了]  をクリックします。

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。

パラレルおよびシリアル ポートの構成

パラレル ポートおよびシリアル ポートは、周辺機器を仮想マシンに接続するためのインターフェイスです。仮想シリア
ル ポートは、物理シリアル ポートまたはホスト コンピュータ上のファイルに接続できます。また、2 台の仮想マシンを
直接接続したり、仮想マシンとホスト コンピュータ上のアプリケーションを接続する際にも使用できます。仮想マシンに
対して、パラレルおよびシリアル ポートの追加、シリアル ポートの構成の変更、ファイバ チャネル NPIV 設定の構成を
行うことができます。

シリアル ポート構成の変更

仮想マシンは、最大で 4 つの仮想シリアル ポートを使用できます。仮想シリアル ポートは、物理シリアル ポートまたは
ホスト コンピュータ上のファイルに接続できます。また、仮想シリアル ポートを使用して、ホスト側の名前付きパイプ
を使用することで、2 台の仮想マシンを直接接続するか、仮想マシンとホスト コンピュータ上のアプリケーションを接続
することもできます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、ハードウェア リストで  [シリアル ポート]  を選択します。
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3 (オプション)  [デバイスのステータス]  の設定を変更します。

オプション 説明

接続中 仮想マシンの実行中にデバイスを接続または切断します。

パワーオン時に接続 仮想マシンのパワーオン時に毎回デバイスを接続します。この設定は、仮想マシンが

オンのときでもオフのときでも変更できます。

 

4 接続タイプを選択します。

オプション アクション

物理シリアル ポートを使用 [物理シリアル ポートを使用]  を選択すると、仮想マシンはホスト コンピュータの物
理シリアル ポートを使用します。

出力ファイルを使用 [出力ファイルの使用]  を選択すると、仮想シリアル ポートからの出力をホスト上の
ファイルに送信します。ドロップダウン メニューから、使用するシリアル ポートを
選択します。

名前付きパイプを使用 a [名前付きパイプを使用]  を選択すると、2 台の仮想マシンを直接接続するか、仮
想マシンとホスト コンピュータ上のアプリケーションを接続します。

b デフォルトのパイプ名を使用するか、 [パイプ名]  リストにあるほかのパイプ名
を入力します。

ESX/ESXi ホスト上の仮想マシンのシリアル パイプについては、/tmp/<ソケッ

ト> と入力するか、別の UNIX ソケット名を入力します。
c パイプの  [近端]  と  [遠端]  をドロップダウン メニューから選択します。

ネットワーク経由での接続 a リモート ネットワーク経由で接続するには、 [ネットワークの使用]  を選択します。
b [ポート URI]  を入力するか、 [仮想シリアル ポート コンセントレータの使用]
（vSPC） を選択して vSPC URI の場所を入力します。

1 つの IP アドレスですべての仮想マシンにアクセスするための手段として vSPC
が使用されている場合は、vSPC オプションを選択します。URI は、仮想マシン
のシリアルポートの接続先となるシリアル ポートのリモート エンドになります。

 

5 I/O モードを選択します。

n 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]  を
選択して  [次へ]  をクリックします。

このオプションにより、影響を受ける仮想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。

n 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このシリアル ポートを構成するため、 [ポーリン
グ時に CPU を放棄]  の選択を解除し、 [次へ]  をクリックします。

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。

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。

仮想マシンへのシリアル ポートの追加

シリアル ポートを仮想マシンに追加すると、ホスト、出力ファイル、または名前付きパイプで物理シリアル ポートが使
用できます。

仮想シリアル ポートを構成する方法はいくつかあります。

ホストの物理シリアル ポート

を使用

仮想マシンで外部モデムまたは携帯デバイスを使用します。

ファイルに出力 仮想マシンで実行中のプログラムが仮想シリアル ポートに送信するデータを取得します。
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名前付きパイプに接続 シリアル ケーブルで接続された物理マシンのように、2 台の仮想マシン間、または 1
台の仮想マシンとホスト上のプロセスとの間で通信できるようにします。たとえば、仮

想マシンでの 「リモート」 デバッグで使用します。

リモート ネットワーク経由の

接続

ネットワーク経由で、仮想マシンのシリアル ポートとのシリアル接続を有効にします。

仮想シリアル ポート コンセントレータ （vSPC） は、複数のシリアル ポートのトラ
フィックを 1 つの管理コンソールに集約します。これは、物理シリアル ポート コンセ
ントレータと同じように機能します。vMotion を使用して仮想マシンを移行するとき
に、vSPC を使用すると、仮想マシンのシリアル ポートへのネットワーク接続が可能
になり、シームレスに移行できます。

開始する前に

仮想マシンがパワーオフされていることを確認します。

必要な権限： 仮想マシン.構成.デバイスの追加または削除

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  を選択します。

3 [シリアル ポート]  を選択して、 [次へ]  をクリックします。

4 シリアル ポート タイプ ページで、アクセスするポートのメディアのタイプを選択します。

オプション アクション

ホストの物理シリアル ポートを使用 [次へ]  をクリックして、このシリアル接続に使用するホスト コンピュータのポート
をドロップダウン メニューから選択します。

ファイルに出力 [次へ]  をクリックして、仮想シリアル ポートの出力を保存するホスト上のファイル
の場所を参照します。

名前付きパイプに接続 a [次へ]  をクリックし、パイプ名および属性パネルで、デフォルトのパイプ名を使
用するか、別のパイプ名を入力します。

b パイプの  [近端]  および  [遠端]  をドロップダウン メニューから選択します。

ネットワーク経由での接続 a [次へ]  をクリックし、 [サーバ]  または  [クライアント]  を選択します。
b [ポート URI]  を入力するか、 [仮想シリアル ポート コンセントレータの使用]
（vSPC） を選択し、vSPC URI の場所を入力します。

vSPC が、1 つの IP アドレスですべての仮想マシンにアクセスする手段として使
用されている場合は、vSPC オプションを選択します。URI は、仮想マシンのシ
リアルポートの接続先となるシリアル ポートのリモート エンドになります。

 

5 (オプション)  [デバイスのステータス]  の設定を変更します。

オプション 説明

接続中 仮想マシンの実行中にデバイスを接続または切断します。

パワーオン時に接続 仮想マシンのパワーオン時に毎回デバイスを接続します。この設定は、仮想マシンが

オンのときでもオフのときでも変更できます。
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6 I/O モードを選択します。

n 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]  を
選択して  [次へ]  をクリックします。

このオプションにより、影響を受ける仮想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。

n 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このシリアル ポートを構成するため、 [ポーリン
グ時に CPU を放棄]  の選択を解除し、 [次へ]  をクリックします。

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。

7 終了準備の完了ページで情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

パラレル ポート構成の変更

物理パラレル ポートまたは出力ファイルを使用して、仮想マシンのパラレル ポートを構成します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、ハードウェア リストで該当するパラレル ポートを選択します。

3 (オプション) 仮想マシンの起動時にパラレル ポート デバイスを接続しない場合は、 [パワーオン時に接続]  を選択解
除します。

4 パラレル ポートがアクセスするメディアのタイプを選択します。

n [ホストの物理パラレル ポートを使用]  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。

n [ファイルに出力]  を選択した場合、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。

仮想マシンへのパラレル ポートの追加

パラレル ポートを仮想マシンに追加すると、ホストまたは出力ファイルでパラレル ポートが使用できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  を選択します。

3 [パラレル ポート]  を選択して、 [次へ]  をクリックします。

4 パラレル ポートがアクセスするメディアのタイプを選択します。

オプション アクション

ホストの物理パラレル ポートの使用 a [次へ]  をクリックします。
b ドロップダウン メニューからポートを選択します。

ファイルに出力 a [次へ]  をクリックします。
b ファイルの場所を参照します。

 

5 (オプション) 仮想マシンのパワーオン時にパラレル ポート デバイスを接続しない場合は、 [デバイスのステータス]
パネルの  [パワーオン時に接続]  を選択解除します。

6 [次へ]  をクリックします。

第 7 章 仮想マシンの構成

VMware, Inc.  99



7 [終了準備の完了]ページで情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

8 [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。

ファイバ チャネル NPIV 設定の構成

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するこ
とが可能で、それぞれに一意の識別子を付けることができます。この機能により、仮想マシンの LUN へのアクセスを、
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） のセットである、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、vCenter Server によって割り当てられます。

仮想マシン用に NPIV を構成する方法については、『ファイバ チャネル SAN 構成ガイド』 を参照してください。

NPIV のサポートには、次の制限事項があります。

n 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 ベンダーにお問い合わせください。

n 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 を継続して使用する必要があります。

n ESX 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。

n ESX 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。

n 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 のた
めに最大 4 つの物理 HBA を利用できます。

仮想マシンの WWN は、 [オプション]  タブで表示または編集できます。

開始する前に

n 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。

n 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。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [詳細]  で  [ファイバ チャネル NPIV]  を選択します。

3 (オプション)  [この仮想マシンの NPIV を一時的に無効にする]  チェック ボックスを選択します。

4 割り当てられている WWN が、WWN の割り当てパネルに表示されます。

n WWN を変更しない場合は、 [変更しない]  を選択します。

n vCenter Server または ESX ホストで新しい WWN を生成する場合は、 [新しい WWN を生成する]  を選択し
ます。

n 現在の WWN 割り当てを削除する場合は、 [WWN 割り当てを削除する]  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。

6 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、この割り当てが必要です。
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その他の仮想マシン デバイスの構成

仮想マシンの CPU とメモリの構成、ハード ディスクと仮想 NIC の追加のほかに、DVD/CD-ROM ドライブ、フロッ
ピー ドライブ、SCSI デバイスなどの仮想ハードウェアを追加および構成できます。すべてのデバイスを追加および構成
できるわけではありません。たとえば、ビデオ デバイスは追加できませんが、利用可能なビデオ デバイス、ビデオ カー
ド、PCI デバイスを構成することはできます。

DVD/CD-ROM ドライブ構成の変更

DVD/CD-ROM デバイスを、クライアント デバイス、ホスト デバイス、またはデータストア ISO ファイルに接続するよ
うに構成できます。

DVD/CD-ROM ドライブのクライアント デバイス タイプの構成

vSphere Client を実行しているシステムで DVD/CD-ROM デバイスを物理 DVD/CD-ROM デバイスに接続できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、DVD/CD-ROM ドライブを選択します。

3 [接続中]  チェック ボックスを選択または選択解除し、デバイスを接続したり切断したりします。

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]  の選択を解除します。

5 [デバイス タイプ]  で  [クライアント デバイス]  を選択します。

6 接続に使用するモードを選択します。

n [IDE パススルー]  （Raw）。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するモードです。

n [IDE のエミュレート] 。ホストの CD-ROM デバイスへのアクセスに使用します。

ホストの CD-ROM デバイスには、エミューレーション 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 アクセスの場合にのみ可能です。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 CD-ROM を読み込むことだけが可能です。

7 [仮想デバイス ノード]  にあるドロップダウン メニューで、仮想マシンでドライブが使用するノードを選択します。

8 [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。

次に進む前に

このデバイスを接続するには、仮想マシンをパワーオンしてから、ツールバーで  [CD/DVD に接続]  ボタンをクリックす
る必要があります。

DVD/CD-ROM ドライブのホスト デバイス タイプの構成

DVD/CD-ROM デバイスをホスト上にある物理 DVD/CD-ROM デバイスに接続できます。

USB CD/DVD ドライブでバッキングされている CD/DVD-ROM ドライブをホストに追加するとき、そのドライブを SCSI
デバイスとして追加する必要があります。SCSI デバイスのホット アドまたはホット リムーブはサポートされていません。

vMotion を使用して、ホスト上の物理 CD ドライブでバッキングされている CD ドライブを持つ仮想マシンを移行する
ことはできません。これらのデバイスは、仮想マシンを移行する前に切断しておく必要があります。

開始する前に

USB CD/DVD-ROM デバイスを追加する前に、ホストがパワーオフ状態であることを確認します。
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手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、DVD/CD-ROM ドライブを選択します。

3 [接続中]  チェック ボックスを選択または選択解除し、デバイスを接続したり切断したりします。

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]  の選択を解除します。

5 [デバイス タイプ]  で  [ホスト デバイス]  を選択し、ドロップダウン メニューからデバイスを選択します。

6 [仮想デバイス ノード]  にあるドロップダウン メニューで、仮想マシンでドライブが使用するノードを選択します。

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。

DVD/CD-ROM ドライブのデータストア ISO ファイルの構成

ホストからアクセス可能なデータストアに格納された ISO ファイルに、DVD/CD-ROM デバイスを接続できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、DVD/CD-ROM ドライブを選択します。

3 [接続中]  チェック ボックスを選択または選択解除し、デバイスを接続したり切断したりします。

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]  の選択を解除します。

5 [デバイス タイプ]  の  [データストア ISO ファイル]  を選択し、 [参照]  をクリックしてファイルの場所に移動します。

6 [仮想デバイス ノード]  にあるドロップダウン メニューで、仮想マシンでドライブが使用するノードを選択します。

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。

仮想マシンへの DVD または CD-ROM ドライブの追加

クライアントまたはホスト上で物理ドライブを使用することも、DVD/CD-ROM ドライブを仮想マシンに追加して ISO
イメージを使用することもできます。

ホスト上の USB CD/DVD ドライブをベースとする CD/DVD-ROM ドライブを追加する場合は、そのドライブを SCSI デ
バイスとして追加する必要があります。SCSI デバイスのホット アドまたはホット リムーブはサポートされていません。

vMotion を使用して、ホスト上の物理 CD ドライブでバッキングされている CD ドライブを持つ仮想マシンを移行する
ことはできません。これらのデバイスは、仮想マシンを移行する前に切断しておく必要があります。

開始する前に

USB CD/DVD-ROM デバイスを追加する前に、ホストがパワーオフ状態であることを確認します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブを選択して、 [追加]  をクリックします。

3 [CD/DVD ドライブ]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。
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4 オプションを 1 つ選択します。

オプション 説明

物理ドライブの使用 a 場所として  [クライアント]  または  [ホスト]  を選択します。
b 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。
c [パス スルー （推奨）]  または  [ATAPI エミュレーション]  のどちらかの接続タ

イプを選択します。

ISO イメージの使用 イメージ ファイルのパスとファイル名を入力するか、 [参照]  をクリックしてファイ
ルの場所に移動します。

 

5 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]  の選択を解除します。

6 [次へ]  をクリックします。

7 ドライブが仮想マシンで使用する仮想デバイス ノードを選択し、 [次へ]  をクリックします。

8 [終了準備の完了]  ウィンドウで情報を確認し、 [終了]  をクリックします。設定を変更する場合は、 [戻る]  をクリッ
クします。

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。

フロッピー ドライブ構成の変更

仮想マシンのプロパティ ダイアログ ボックスにある  [ハードウェア]  タブを使用して、仮想マシンのフロッピー ドライ
ブを構成します。

vMotion を使用して、ホスト上の物理フロッピー ドライブでバッキングされているフロッピー ドライブを持つ仮想マシ
ンを移行することはできません。これらのデバイスは、仮想マシンを移行する前に切断しておく必要があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、フロッピー ドライブを選択します。

3 デバイスのステータスで  [パワーオン時に接続]  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 この仮想デバイスで使用するデバイス タイプを選択します。

オプション 説明

クライアント デバイス vSphere Client を実行しているシステムでフロッピー デバイスを物理フロッピー デ
バイスに接続するには、このオプションを選択します。

デバイスを接続するには、仮想マシンのパワーオン時にツールバーの  [接続フロッ
ピー]  ボタンをクリックする必要があります。

ホスト デバイス a フロッピー デバイスをホスト上の物理フロッピー デバイスに接続するにはこの
オプションを選択します。

b ドロップダウン リストからデバイスを選択します。

データストアの既存のフロッピー イメージ

の使用

a ホストからアクセス可能なデータストア上にある既存のフロッピー イメージに仮
想デバイスを接続するには、このオプションを選択します。

b [参照]  をクリックし、フロッピー イメージを選択します。

データストアへの新規フロッピー イメージ

の作成

a ホストからアクセス可能なデータストア上に新規のフロッピー イメージを作成す
るには、このオプションを選択します。

b [参照]  をクリックし、フロッピー イメージの場所を参照します。
c フロッピー イメージの名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

 

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。
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仮想マシンへのフロッピー ドライブの追加

物理フロッピー ドライブまたはフロッピー イメージを使用してフロッピー ドライブを仮想マシンに追加できます。

vMotion を使用して、ホスト上の物理フロッピー ドライブでバッキングされているフロッピー ドライブを持つ仮想マシ
ンを移行することはできません。これらのデバイスは、仮想マシンを移行する前に切断しておく必要があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブを選択して、 [追加]  をクリックします。

3 [フロッピー ドライブ]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 使用するフロッピー メディアのタイプを選択します。

n [物理フロッピー ドライブの使用]  を選択すると、ゲストがホスト上のフロッピー ドライブにアクセスします。

n [フロッピー イメージの使用]  選択すると、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が保存され
た、ホスト上のファイルを使用します。

n [空のフロッピー イメージの作成]  を選択すると、空のフロッピー イメージを使用します。

5 [次へ]  をクリックします。

6 フロッピー ドライブまたはイメージの場所を選択します。

n [物理フロッピー ドライブの使用] 。デバイスの場所としてクライアントまたはホストを選択し、ドロップダウ
ン メニューからドライブを選択します。

n [フロッピー イメージの使用] 。フロッピー イメージを参照します。

n [空のフロッピー イメージの作成] 。フロッピー イメージを参照します。

7 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には、 [パワーオン時に接続]  を選択します。

8 [次へ]  をクリックします。

9 終了準備の完了ページで情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

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。

仮想マシンへの SCSI デバイスの追加

ハードウェアの追加ウィザードを使用すると、仮想マシンに SCSI デバイスを追加できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  を選択します。

3 [SCSI デバイス]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 [接続]  のドロップダウン メニューから物理デバイスを選択します。

5 この仮想マシンの起動時に、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]  を選択し
ます。

6 仮想デバイスノードで、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。

7 終了準備の完了ページで情報を確認し、 [終了]  をクリックします。

8 [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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SCSI デバイス構成の変更

SCSI デバイス接続の物理デバイスおよび仮想デバイス ノードを変更できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、ハードウェア リストで  [SCSI デバイス]  を選択します。

3 [接続]  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。

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。

PCI デバイスの追加

VMDirectPath I/O によって、仮想マシンのゲスト OS から、ホストに接続されている PCI または PCIe の物理デバイス
に直接アクセスできます。各仮想マシンに最大 6 つの PCI デバイスを接続できます。

ホストに接続されている PCI デバイスでパススルーを使用可能にするには、ホストの  [構成]  タブにあるハードウェアの
詳細設定を使用します。

開始する前に

n VMDirectPath を使用するには、ホストの BIOS で Intel® Virtualization Technology for Directed I/O （VT-d）
または AMD I/O Virtualization Technology （IOMMU） が有効になっていることを確認します。

n PCI デバイスがホストに接続され、パススルーが使用可能になっていることを確認します。

n 仮想マシンがハードウェア バージョン 7 を使用していることを確認します。

手順

1 インベントリ パネルで仮想マシンを選択し、 [仮想マシン]  -  [設定の編集]  をクリックします。

2 [ハードウェア]  タブで  [追加]  をクリックします。

3 [ハードウェアの追加]ウィザードで  [PCI デバイス]  を選択して、 [次へ]  をクリックします。

4 仮想マシンに接続するパススルー デバイスをドロップダウン リストから選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 [終了]  をクリックします。

仮想マシン通信インターフェイスの構成

仮想マシン通信インターフェイス （VMCI） は、仮想マシンと仮想マシンを実行する ESX/ESXi ホストとの間に高速通信
チャネルを提供します。同じホスト上の仮想マシン間での通信に VMCI を有効にすることもできます。

開始する前に

仮想マシンが使用するハードウェア バージョンが 7 であることを確認します。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブで  [VMCI デバイス]  を選択します。

3 [仮想マシン間で VMCI を有効化]  チェック ボックスを選択します。

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。

仮想マシンの通信が、仮想マシンを実行するホストに制限されることはなくなりました。同じホスト上で実行されるほか

の仮想マシンは、どの仮想マシンとも通信できるようになりました。
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ビデオ カードの構成

仮想ビデオ カードのメモリの割り当ては、変更できます。ビデオ カードの追加や削除、またはディスプレイの数の変更
はできません。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックして、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして  [ビデオ カード]  を選択します。

3 仮想マシンのディスプレイに必要なメモリを選択します。

オプション 説明

ビデオ設定の自動判別 共通のビデオ設定をゲスト OS に適用します。

メモリの予約 n 画面の解像度

n 色深度

全ビデオ RAM を入力 ビデオ RAM 合計のデフォルト設定は 4MB で、これは画面解像度を最大にした場合
（1176 x 885） でも十分です。これより高い画面解像度の場合、このオプションを
16MB に設定します。

 

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。

ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの USB デバイス パススルーの構成

デバイスが物理的に接続された ESX/ESXi ホストで実行される仮想マシンに対して、セキュリティ ドングルやマス スト
レージ デバイスなどの複数の USB デバイスを追加できます。デバイス コンポーネントとその動作、仮想マシンの要件、
機能サポート、およびデータ損失の防止方法を知っていると、ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの USB デバイス パスス
ルーを正常に終了させることができます。

USB デバイス パススルー テクノロジーの機能

物理ホストに USB デバイスを接続すると、そのホストで実行されている仮想マシンだけがそのデバイスを利用できます。
デバイスは、データ センター内のほかのホストで実行されている仮想マシンには接続できません。

USB デバイスは、一度に 1 台の仮想マシンでのみ利用できます。デバイスがパワーオン状態の仮想マシンに接続されてい
る場合、デバイスはそのホストで実行されるほかの仮想マシンには接続できません。アクティブな状態で接続されている

USB デバイスを仮想マシンから取り外すと、その USB デバイスは、そのホスト上で実行されている別の仮想マシンに接
続できるようになります。
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USB パススルー デバイスが物理的に接続されている ESX/ESXi ホスト上で仮想マシンを実行している場合、そのデバイス
を仮想マシンに物理的に接続するには、アービトレータ、コントローラ、および物理 USB デバイスまたはデバイス ハブ
が必要です。

USB アービトレータ 接続要求を管理し、USB デバイス トラフィックの経路を設定します。アービトレータ
はデフォルトで ESX/ESXi ホストにインストールされ、有効になっています。アービト
レータは、ホストで USB デバイスをスキャンし、ホストで実行されている仮想マシン
間のデバイス接続を管理します。また、正しい仮想マシン インスタンスへのデバイス
のトラフィック経路を設定し、ゲスト OS に配信します。アービトレータは USB デバ
イスを監視し、接続された仮想マシンからそのデバイスが解放されるまで、ほかの仮想

マシンが使用しないようにします。

vCenter Server のポーリングが遅延している場合は、ある仮想マシンに接続されたデ
バイスが、ほかの仮想マシンに追加可能と表示されている可能性があります。その場

合、アービトレータによって 2 台目の仮想マシンはその USB デバイスにアクセスでき
ないようになります。

USB コントローラ 自分が管理している USB ポートに USB 機能を提供する USB ハードウェア チップで
す。仮想 USB コントローラとは、仮想マシン内の USB ホスト コントローラ機能をソ
フトウェア レベルで仮想化したものです。

USB 2.0 および USB 1.1 デバイスをサポートする USB コントローラ ハードウェアお
よびモジュールは、ホスト上にある必要があります。各仮想マシンで使用できる仮想

USB コントローラは 1 つだけです。このコントローラは仮想コンピュータ内で複数の
USB 2.0 および USB 1.1 USB デバイスをサポートします。USB デバイスを仮想マシン
に追加する前に、コントローラを準備しておく必要があります。

USB アービトレータは最大で 15 個の USB コントローラを監視できます。16 個目以
降のコントローラに接続されたデバイスは、仮想マシンで使用できません。

USB デバイス 仮想マシンには、最大 20 個の USB デバイスを追加できます。これは 1 台の仮想マシ
ンへの同時接続がサポートされている最大デバイス数です。単一の ESX/ESXi ホスト上
で、1 台以上の仮想マシンに同時に接続できる USB デバイスの最大数も 20 です。
VMware は複数の USB デバイスをサポートしています。

ESX/ESXiホストから仮想マシンへのパススルーがサポートされている USB デバイス
のリストについては、 http://kb.vmware.com/kb/1021345 にある VMware のナ
レッジ ベースの記事を参照してください。

USB パススルー デバイスの自動接続機能

USB デバイスを仮想マシンに接続すると、このデバイス接続で自動接続機能が有効になります。仮想マシンからデバイス
接続を削除しないかぎり、無効になりません。

自動接続が有効になっていると、次のような場合にデバイスは自動的に再接続されます。

n 仮想マシンでパワーオフ/パワーオン、リセット、一時停止/レジュームなどの電力サイクル状態が切り替わる場合。

n デバイスがホストから取り外されたあと、再び同じ USB ポートに戻された場合。

n デバイスは電力サイクルで管理されているものの、物理接続パスに変更がない場合。

n 別の使用段階でデバイスが ID を変更する場合。

USB パススルーの自動接続機能では、ホスト上のデバイスの USB パスを使用してデバイスを識別します。つまり、デバ
イスの ID ではなく、物理トポロジとポートの位置で判断します。自動接続機能ではデバイス ID によって接続対象を一致
させていると想像していた場合、この特徴は混乱の原因になることがあります。

同じデバイスが異なる USB パス （すなわち異なるポート） でホストに再接続された場合、仮想マシンとは自動的に再接
続されません。ホストからデバイスを取り外し、別のデバイスを同じ USB パスに接続した場合、前のデバイス接続で有
効になっている自動接続機能により、その新しいデバイスが表示されて仮想マシンに接続されます。

第 7 章 仮想マシンの構成

VMware, Inc.  107

http://kb.vmware.com/kb/1021345


自動接続は、使用中にデバイスが変わるような場合に便利です。たとえば iPhone のようなデバイスでは、ソフトウェア
やファームウェアのアップグレードに伴い、デバイスの VID:PID が変わります。アップグレード中にデバイスが USB ポー
トから切断され、再接続されます。

USB ポートは速度が決まっています。自動接続機能では、デバイスが USB 1.1 （Low Speed/Full Speed） と USB 2.0
（High Speed） 間で遷移されることを想定していません。USB 2.0 High Speed のデバイスを USB 1.1 のデバイスとは
交換できません。たとえば、あるポートに USB 2.0 High Speed デバイスを接続したあと、そのデバイスを仮想マシンに
接続しようとしているとします。そのデバイスをホストから抜き取り、USB 1.1 のデバイスを同じポートに差し込むと、
このデバイスは仮想マシンに接続されません。

ESX/ESXi ホストから仮想マシンへのパススルーがサポートされている USB デバイスのリストについて
は、 http://kb.vmware.com/kb/1021345 にある VMware のナレッジ ベースの記事を参照してください。

USB デバイス パススルーで使用可能な VMware の機能

ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの vMotion および DRS による移行は、USB デバイス パススルーでサポートされて
います。

表 7-6 でリストされている機能は、USB デバイス パススルーで使用可能です。

表 7-6.  ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの USB パススルーで使用可能な VMware 機能

機能 USB デバイス パススルーでのサポート

Distributed Power Management なし

DRS あり

フォールト トレランス なし

vMotion あり

仮想マシンに接続されたすべての USB デバイスで vMotion サポートが有効になっている場合、その仮想マシンは接続さ
れた USB デバイスとともに移行できます。詳細については、「vMotion 用の USB パススルー デバイスの構成 (P. 111)」
を参照してください。

USB デバイスが接続されたホストが、Distributed Power Management （DPM） が有効になった DRS クラスタ内に
ある場合は、そのホストの DPM を無効にする必要があります。そうしないと、DPM によってデバイスとホストがオフ
になるため、そのデバイスを使用している仮想マシンでデバイスが切断されます。

USB デバイスでデータ損失を招く可能性がある仮想マシンの機能

仮想マシンの機能が USB デバイスの動作に影響を与えることがあります。次のタスクを始める前に、操作が USB デバイ
ス接続に与える影響について注意してください。

n メモリ、CPU、または PCI デバイスをホット アドする前に、USB デバイスがあれば取り外す必要があります。この
ようなリソースをホット アドすると USB デバイスが切断されるため、データ損失につながる可能性があります。

n 仮想マシンをサスペンドする前に、データ転送が進行中ではないことを確認してください。サスペンド/レジューム
処理の間、USB デバイスは切断されたような状態になり、そのあとで再接続状態になります。vMotion での移行後
のサスペンドおよびレジュームの動作の詳細については、「vMotion 用の USB パススルー デバイスの構成 (P. 111)」
を参照してください。

n アービトレータの状態を変更する前に、ホスト上の USB デバイスが仮想マシンに接続されていないことを確認して
ください。USB デバイスが仮想マシンで利用できなくなった場合、ホストの管理者がアービトレータを無効にした
可能性があります。トラブルシューティングなどの目的でホストの管理者がアービトレータを停止または切断した場

合、仮想マシンはそのホストに接続されている USB デバイスを利用できなくなります。このときにデータ転送が行
われていると、データが失われることがあります。アービトレータと再接続するには、管理者がホストを再起動する

必要があります。
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ESX/ESXi ホスト上での物理 USB 接続の設定

1 つの ESX/ESXi ホストに対し、複数の USB ハブおよびデバイスをつなげたり、チェーン接続したりすることができま
す。慎重な計画と、ハブの動作や制約に関する知識があると、デバイスを最適に動作させることができます。

USB 物理バスのトポロジは、USB デバイスからホストへの接続方法を決定します。仮想マシンへの USB デバイス パスス
ルーは、デバイスの物理バス トポロジがホスト上で 7 階層を超えないかぎり、サポートされます。1 階層目は USB ホス
ト コントローラとルート ハブです。最後の階層は対象となる USB デバイスです。そのため外部 （または内部） ハブは、
ルート ハブと対象 USB デバイスの間で、最大で 5 階層までカスケードできます。ルート ハブに接続されているか、複合
デバイスに組み込まれている内部 USB ハブは、1 階層と数えます。

物理ケーブルの質、ハブ、デバイス、および電源状態が USB デバイスのパフォーマンスに影響することがあります。最
良の結果を得るためには、対象の USB デバイスまでのホストの USB バス トポロジをできるだけシンプルにします。ま
た、注意して新しいハブやケーブルをトポロジに配置します。次のような状況が USB の動作に影響を与えることがあり
ます。

n カスケードするハブの数が増えるにつれ、ホストと仮想マシン間で通信遅延が増大します。

n 複数の外部 USB ハブをつなげたりチェーン接続したりすると、デバイスの列挙および応答にかかる時間が増加する
ため、接続されている USB デバイスへの電力供給が不安定になることがあります。

n ハブ同士をチェーン接続すると、ポートとハブのエラーの可能性も高まるため、デバイスから仮想マシンへの接続が

切断されることがあります。

n ハブによっては USB デバイスの接続が不安定になるため、既存の接続構成に新しいハブを追加する場合には注意し
てください。一部の USB デバイスは、ハブや延長ケーブルではなくホストに直接接続すると、接続やパフォーマン
ス上の問題が解決することがあります。

注意   将来的な問題を防止するため、長期的にマシン ルームに設置する場合は物理的な制約に注意してください。小型の
デバイスは踏んだり軽い衝撃があったりしただけで故障することがあります。

場合によっては、デバイスやハブを強制リセットし、デバイスを正常に動作する状態に戻す必要があります。

ESX/ESXi ホストから仮想マシンへのパススルーがサポートされている USB デバイスのリストについて
は、 http://kb.vmware.com/kb/1021345 にある VMware のナレッジ ベースの記事を参照してください。

USB 複合デバイス

複合デバイスの場合、仮想化のプロセスで USB ハブがフィルタリングされるため、仮想マシンからは見えません。複合
デバイス内の残りの USB デバイスは、仮想マシンが別々のデバイスとして認識します。同じホスト上で実行されている
場合は、各デバイスは同一の仮想マシンに追加することも異なる仮想マシンに追加することもできます。

たとえば、Aladdin HASP HL Drive USB ドングル パッケージには 3 つのデバイス （0529:0001 HASP ドングル、13fe:
1a00 Hub、13fe:1d00 Kingston Drive） が含まれています。仮想化のプロセスにより、USB ハブが除外されます。仮
想マシンは残りの Aladdin HASP HL Drive USB ドングル デバイス （Aladdin HASP ドングル 1 つと Kingston Drive
1 つ） を別々のデバイスとして認識します。仮想マシンから利用できるようにするには、各デバイスを個別に追加する必
要があります。

USB CD/DVD-ROM デバイス

ホストは USB CD/DVD-ROM デバイスを SCSI デバイスとして扱います。これらのデバイスのホット アドまたはホット
リムーブはサポートされていません。
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ESX/ESXi ホストへの USB デバイスの追加

ESX/ESXi ホストに複数の USB デバイスを追加すると、ホストで実行される仮想マシンがそのデバイスにアクセスできる
ようになります。追加できるデバイスの数は、デバイスとハブをつなぐ （チェーン接続） 方法やデバイス タイプなど、
いくつかの要因によって異なります。

各 ESX/ESXi ホストには、複数の USB ポートがあります。各ホストのポート数は、ホストの物理構成によります。ハブの
チェーン接続の深さを計算する場合、通常のサーバでは前面のポートは内部のハブに接続されている点に注意してください。

USB アービトレータは最大 15 個の USB コントローラを監視できます。上限である 15 個を超えるコントローラがシステ
ムに存在し、それに USB デバイスを接続した場合、デバイスは仮想マシンで使用できません。

ホストは USB CD/DVD-ROM デバイスを SCSI デバイスとして扱います。これらのデバイスのホット アドまたはホット
リムーブはサポートされていません。

開始する前に

n ホストに USB デバイスが接続され、そのホストで DPM が有効な状態で DRS クラスタ内に配置されている場合、ホ
ストの DPM を無効にしてください。ホストごとにデフォルトの DPM 設定をオーバーライド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。

n USB デバイスに対する仮想マシンの要件を確認します。「ESX/ESXi ホスト上での物理 USB 接続の設定 (P. 109)」
を参照してください。

n USB CD/DVD-ROM デバイスを追加する前に、ホストがパワーオフ状態であることを確認します。

手順

u ESX/ESXi ホストに USB デバイスを追加するには、利用可能なポートまたはハブにデバイスを接続します。

vCenter Server が USB デバイスの状態を取得するまで数分かかります。vCenter Server のポーリングが遅延して
いる場合は、物理 USB デバイスがホストに接続されてから、仮想マシンの[ハードウェアの追加]ウィザードに表示さ
れるまでに時間差が生じる場合があります。

仮想マシンの[ハードウェアの追加]ウィザードのデバイス リストに、USB デバイスが表示されます。

次に進む前に

これで、仮想マシンにデバイスを追加できます。

仮想マシンへの USB コントローラの追加

ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの USB パススルーをホストがサポートしている場合、仮想マシンではデフォルトで
USB コントローラを使用できます。各仮想マシンに追加できる仮想 USB コントローラは 1 つだけです。

USB アービトレータは最大で 15 個の USB コントローラを監視できます。上限である 15 個を超えるコントローラがシス
テムに存在し、それに USB デバイスを接続した場合、デバイスは仮想マシンで使用できません。

開始する前に

n コントローラが必要になります。必要に応じて USB コントローラを追加してください。

n ESX/ESXi ホストには、USB 2.0 および USB 1.1 デバイスをサポートする USB コントローラのハードウェアおよび
モジュールが必要です。

必要な権限： 仮想マシン.構成.デバイスの追加または削除

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  をクリックします。

3 [USB コントローラ]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。
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4 デバイス情報を確認し、 [次へ]  をクリックします。

5 [終了]  をクリックします。

ハードウェア リスト内で、 [新規 USB コントローラ （追加中）]  が  [あり]  と表示されます。

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。

プロパティ エディタを再度開くと、そのコントローラが  [ハードウェア]  タブに表示されます。

次に進む前に

仮想マシンに 1 つ以上の USB デバイスを追加します。

vMotion 用の USB パススルー デバイスの構成

同じデータ センター内の別の ESX/ESXi ホストに仮想マシンを移行し、元のホストへの USB パススルー デバイスの接続
を維持できます。

ESX/ESXi ホストへのパス スルーに接続された USB デバイスが仮想マシンにある場合、この接続されたデバイスと一緒に
仮想マシンを移行できます。

移行を正常に実行するには、次の条件を確認してください。

n 仮想マシンに接続されたすべての USB パススルー デバイスを、vMotion ができるよう構成する必要があります。
vMotion に 1 つ以上のデバイスが構成されていない場合、移行は続行できません。トラブルシューティングの詳細
については、「USB デバイスが接続された仮想マシンの移行時のエラー メッセージ (P. 113)」 を参照してください。

n USB デバイスが接続されたホストから、接続中の USB デバイスと一緒に仮想マシンを移行すると、デバイスは仮想
マシンに接続されたままになります。ただし、仮想マシンをサスペンドまたはパワーオフした場合、USB デバイス
は切断され、仮想マシンをレジュームしても再接続できません。デバイスが接続されているホストに仮想マシンを戻

した場合のみ、デバイスの接続をリストアできます。

n Linux ゲスト OS を実行するサスペンド状態の仮想マシンをレジュームした場合、レジューム プロセスの中で、そ
の USB デバイスがファイル システム上の別の場所にマウントされることがあります。

n USB デバイスが接続されているホストが、DPM （Distributed Power Management） が有効な DRS クラスタ内
にある場合、このホストで DPM を無効にします。無効にしないと、DPM によって、デバイスが接続されたホスト
がオフになり、デバイスは仮想マシンから切断されます。

その他の vMotion の構成パラメータおよび仮想マシンの移行時の制限事項については、『データ センター管理ガイド』
を参照してください。

仮想マシンへの USB パススルー デバイスの追加

1 つ以上の USB パススルー デバイスを仮想マシンに追加できます。物理デバイスは、仮想マシンを実行する ESX/ESXi
ホストに接続する必要があります。

開始する前に

n 仮想マシンがハードウェア バージョン 7 を使用していることを確認します。

n USB デバイスがほかの仮想マシンに接続されている場合、デバイスがその仮想マシンから解放されるまで追加でき
ません。

n USB コントローラが必要です。必要に応じて、USB コントローラを追加します。「仮想マシンへの USB コントロー
ラの追加 (P. 110)」 を参照してください。

n USB デバイスに関する仮想マシンの要件は確実に把握しておいてください。「ESX/ESXi ホストから仮想マシンへの
USB デバイス パススルーの構成 (P. 106)」 を参照してください。

vMotion を使用して、複数の USB デバイスを備えた仮想マシンを移行するには、接続されているすべての USB デバイ
スで vMotion を有効にする必要があります。USB デバイスを個別に移行することはできません。vMotion の制限事項に
ついては、「vMotion 用の USB パススルー デバイスの構成 (P. 111)」 を参照してください。
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USB デバイスを接続した仮想マシンの移行を計画しない場合は、USB デバイスを追加するときに、 [vMotion をサポー
ト]  オプションを選択解除します。これによって移行に伴う複雑性が軽減され、パフォーマンスと安定性が向上します。

必要な権限： 仮想マシン.構成.ホスト USB デバイス

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [追加]  をクリックします。

3 [USB デバイス]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 (オプション)  [デバイスが接続されているときに vMotion をサポートします]  を選択します。

5 追加するデバイスを選択します。

複数の USB デバイスを追加できますが、一度に追加できるデバイスは 1 つだけです。

6 [終了]  をクリックします。

[新規 USB デバイス （追加中）]  がハードウェア リスト内に  [あり]  と表示されます。

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。

プロパティ エディタを再度開くと、USB デバイスがプロパティ エディタの  [ハードウェア]  タブに表示されます。右側
のペインに、デバイス タイプおよび ID が表示されます。

仮想マシンからの USB デバイスの削除

USB デバイスを仮想マシンから削除すると、ホストに所有が戻り、そのホストで実行されるほかの仮想マシンが使用でき
るようになります。

データ損失のリスクを最小限に抑えるには、オペレーティング システムのハードウェアを手順に従って安全にアンマウン
トまたは取り出してください。安全にハードウェアを取り外せば、蓄積されたデータはファイルに転送されます。Windows
オペレーティング システムでは通常、システム トレイに 「ハードウェアの安全な取り外し」 アイコンがあります。Linux
オペレーティング システムでは umount コマンドを使用します。

注意   Linux やその他の UNIX オペレーティング システムでは、たとえば dd コマンドのあとに、umount コマンドの代
わりにまたは追加で sync コマンドを使用しなければならない場合があります。

手順

1 ゲスト OS から USB デバイスをアンマウントまたは取り出します。

2 仮想マシンを右クリックして  [設定の編集]  を選択します。

3 [ハードウェア]  タブをクリックして、USB デバイスを選択します。

4 [削除]  をクリックし、 [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。

仮想マシンからの USB コントローラの削除

ESX/ESXi ホストにある USB パススルー デバイスに接続しない場合、仮想マシンから USB コントローラを削除できます。

開始する前に

すべての USB デバイスが仮想マシンから取り外されていることを確認してください。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックして、 [USB コントローラ]  を選択します。
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3 [削除]  をクリックします。

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。

コントローラは仮想マシンから切断されますが、あとで追加できます。

ESX/ESXi ホストからの USB デバイスの取り外し

メンテナンスでホストをシャット ダウンしたり、そのホストで実行されている仮想マシンでデバイスを使用不可能にした
りする必要がある場合は、USB デバイスをホストから取り外すことができます。ホストから USB デバイスを取り外すと
きは、そのデバイスを仮想マシンから切断します。

ホストでメンテナンスを計画する場合など、ホストから USB デバイスを取り外す場合は、注意が必要です。別のホスト
に移行された仮想マシンに、そのデバイスがまだ接続されている可能性があります。データを転送している場合は、デー

タが失われる可能性があります。また、USB アービトレータを停止または切断する場合も注意が必要です。アービトレー
タを無効にすると、仮想マシンに接続されているデバイスは使用できなくなります。

開始する前に

USB デバイスが使用中ではないことを確認してください。

手順

u デバイスを安全に取り外すには、デバイス メーカーの指示に従ってください。

ホストからデバイスを取り外すと、ホストで実行されている仮想マシンではそのデバイスを使用できなくなります。

USB パススルー デバイスのトラブルシューティング

特徴的な動作に関する情報は、USB デバイスが仮想マシンに接続されているときのトラブルシューティングや、潜在的な
問題の防止に役立ちます。

USB デバイスが接続された仮想マシンの移行時のエラー メッセージ

仮想マシンに複数の USB パススルー デバイスが接続されており、1 つ以上のデバイスで vMotion が有効になっていない
場合、vMotion での移行が続行されず、誤解を招くエラー メッセージが表示されます。

問題

仮想マシン ネットワークの移行ウィザードが、移行処理の開始前に互換性のチェックを実行します。サポートされていな
い USB デバイスが検出されると、互換性チェックは失敗し、次のようなエラー メッセージが表示されます： 現在接続し

ているデバイス 「USB 1」 が、アクセスできないバッキング 「path:1/7/1」 を使用しています。

原因

vMotion に成功するためには、仮想マシン上のすべての USB デバイスを移行用に選択する必要があります。vMotion が
有効になっていないデバイスが 1 つ以上ある場合は、移行に失敗します。

解決方法

1 デバイスを取り外すときは、そのデバイスがデータ転送処理中でないことを確認してください。

2 該当する USB デバイスをそれぞれ再接続し、vMotion を有効にします。

USB パススルー デバイスから応答がない場合

データ転送が強制的に中断されたり、ゲスト OS のドライバがサポートされないコマンドをデバイスに送信した場合など、
いくつかの理由で USB デバイスが応答しなくなる場合があります。

問題

USB デバイスから応答がありません。
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原因

データ転送が中断されたか、サポート対象外のデバイスが使用されています。たとえば、一部のサポート対象外の USB
フラッシュ ドライブに、ゲストのドライバが SCSI REPORT LUNS コマンドを送信した場合、そのデバイスはすべての
コマンドに応答しなくなります。

解決方法

1 USB デバイスを ESX/ESXi ホストから物理的に取り外し、再接続します。

2 ホストをリセットではなく完全にシャットダウンし 、少なくとも 30 秒間はパワーオフしたままにして、ホストの
USB バス パワーの電源を完全に落とします。

仮想マシンの電力管理設定の管理

電源オプションを設定すると、ゲスト OS をスタンバイ状態にしたときに、仮想マシンをサスペンドするか、パワーオン
状態のままにするかを選択できます。

[電力管理]  オプションは、ゲスト OS では使用できません。 [Wake on LAN]  機能をサポートしているのは Windows
ゲスト OS のみで、Vlance NIC や、フレキシブル NIC を Vlance モードで使用する場合にはサポートされません （つま
り、このゲスト OS には最新の VMware Tools はインストールされていません）。

[Wake on LAN]  は、S1 スリープ状態の仮想マシンのみをレジュームできます。サスペンド状態、休止状態、またはパ
ワーオフ状態の仮想マシンをレジュームすることはできません。

次の NIC が  [Wake on LAN]  をサポートしています。

n フレキシブル （VMware Tools が必要）

n vmxnet

n 拡張 vmxnet

n vmxnet 3

開始する前に

仮想マシンをパワーオフする必要があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [電力管理]  を選択します。

3 [ゲスト電力管理]  パネルで電源オプションを選択します。

n [仮想マシンのサスペンド]

n [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]

4 (オプション) この動作を起動するには、 [次の仮想マシン トラフィックの Wake-On-LAN]  を選択し、仮想 NIC を
選択します。

サポートされない NIC が表示されることがありますが、それらには接続できません。

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。
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仮想マシンの電源状態の構成

ホストでメンテナンスを行なっている場合、仮想マシンの電源状態を変更することは有益です。ツールバーの電源制御の

システム デフォルト設定を使用することも、ゲスト OS を操作する制御を構成することもできます。たとえば、ツール
バーの停止ボタンは、仮想マシンをパワーオフするように構成することも、ゲスト OS をシャットダウンするように構成
することもできます。

仮想マシンの実行中でも、仮想マシンの複数の構成を変更することはできますが、一部の構成については、仮想マシンの

電源状態を変更することが必要な場合があります。

表 7-7 は、使用可能な電源ボタンのリストと、その動作の説明です。

表 7-7.  仮想マシンの電源ボタンの設定

電源ボタン 説明

ゲスト OS をシャットダウンするか、仮想マシンをパワーオフします。パワーオフ動作で
は、ゲスト OS が正常にシャットダウンされないことを示す確認ダイアログ ボックスが表
示されます。このパワーオフ オプションは、必要な場合にのみ使用してください。

VMware Tools がインストールされていない場合は、スクリプトを実行することなく仮想
マシンをサスペンドします。VMware Tools がインストールされて利用可能な場合は、サ
スペンド動作によってスクリプトが実行され、仮想マシンがサスペンドされます。

仮想マシンが停止状態のときにパワーオンします。仮想マシンがサスペンド状態で、VMware
Tools がインストールされて利用可能な場合は、仮想マシンをレジュームしてスクリプト
を実行します。VMware Tools がインストールされていない場合は、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。

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利用可能な場合は、ゲスト OS を再起動します。リ
セット操作では、ゲスト OS が正常にシャットダウンされないことを示す確認ダイアログ
ボックスが表示されます。

開始する前に

n vSphere Client が vCenter Server にログインしていることを確認します。

n インベントリの少なくとも 1 台の仮想マシンにアクセスできることを確認します。

n 仮想マシンで目的の電源操作を行う権限があることを確認します。

n オプションの電源機能を設定するには、仮想マシンに VMWare Tools をインストールする必要があります。

n VMware Tools オプションを編集する前に、仮想マシンをパワーオフしておく必要があります。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [VMware Tools]  を選択します。

3 右のパネルで、仮想マシンの  [電源制御]  を選択します。

4 [パワーオフ]  ボタンのオプションを選択します。

オプション 説明

ゲストのシャットダウン VMware Tools を使用して、仮想マシンのシステム シャットダウンを順次開始しま
す。このタイプのパワーオフは 「ソフト」 電源操作として知られています。ソフト
電源操作は、VMware Tools がゲスト OS にインストールされている場合のみ可能で
す。

パワーオフ 仮想マシンをただちに停止します。このタイプのパワーオフは 「ハード」 電源操作
として知られています。

システムのデフォルト システムの設定に従います。システム設定の現在の値が括弧に示されます。

 

第 7 章 仮想マシンの構成

VMware, Inc.  115



5 [サスペンド]  ボタンのオプションを選択します。

オプション 説明

サスペンド すべての仮想マシンのアクティビティを一時停止します。

システムのデフォルト システムの設定に従います。システム設定の現在の値が括弧に示されます。

 

6 [リセット]  ボタンのオプションを選択します。

オプション 説明

ゲストの再起動 VMware Tools を使用して、再起動を順次開始します。このタイプのリセットは 「ソ
フト」 電源操作として知られています。ソフト電源操作は、VMware Tools がゲス
ト OS にインストールされている場合のみ可能です。

リセット 仮想マシンをパワーオフすることなく、ゲスト OS をシャットダウンして再起動しま
す。このタイプのリセットは 「ハード」 電源操作として知られています。

システムのデフォルト システムの設定に従います。システム設定の現在の値が括弧に示されます。

 

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。

次に進む前に

電源操作の前後に実行する VMware Tools スクリプトを構成します。

トラブルシューティング オプションの構成

アクセラレーション、ログ、デバッグと統計情報のオプションを構成し、仮想マシンのトラブルシューティングに役立て

ることができます。

起動オプションの構成

仮想マシンをパワーオンしてから、BIOS を終了してゲスト OS ソフトウェアが起動されるまでの時間が短いことがあり
ます。起動遅延オプションを編集すると、その時間を変更したり、パワーオン後に仮想マシンを強制的に BIOS 設定画面
に移動させたりすることができます。

起動動作の遅延は、起動順序などの BIOS 設定を変更する際に有用です。たとえば、仮想マシンが強制的に CD-ROM か
ら起動するように BIOS 設定を変更できます。

開始する前に

n vSphere Client が vCenter Server にログインしている

n インベントリ内の少なくとも 1 台の仮想マシンにアクセスできる

n 仮想マシンの起動オプションの編集権限がある

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブを選択し、 [詳細]  で  [起動オプション]  を選択します。

3 [パワーオン時起動遅延]  パネルで、起動動作を遅延する時間をミリ秒単位で選択します。

4 (オプション) 次回仮想マシンを起動したときに、強制的に BIOS 設定画面にするかどうかを選択します。

5 (オプション) 起動失敗時に再起動を試みるかどうかを選択します。

再起動までの時間は秒単位で選択できます。

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。
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ログの有効化

ログを有効にしてログ ファイルを収集すると、仮想マシンの問題のトラブルシューティングに役立てることができます。

必要な権限： 仮想マシン.構成.設定

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  を選択します。

2 [オプション]  タブをクリックして、 [詳細]  -  [全般]  をクリックします。

3 [設定]  ペインで、 [ログの有効化]  を選択します。

4 [OK]  をクリックします。

アクセラレーション機能の無効化

仮想マシンでソフトウェアを正常に実行またはインストールするため、一時的にアクセラレーションを無効にすることが

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または実行しようとすると、仮想マシンが応答しない状態になるこ

とがあります。通常、この問題はプログラムの実行の早い段階で発生します。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に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パフォーマンスは低下します。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の無効化]  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用してプログラムを実行できます。

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。

手順

1 [オプション]  タブをクリックします。

2 [設定]  リストで  [詳細]  -  [全般]  を選択します。

3 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の無効化]  チェック ボックスを選択します。

デバッグと統計情報の構成

仮想マシンは、デバッグ情報と統計情報を収集しながら実行するように設定できます。収集された情報は、当社のテクニ

カル サポートの問題解決に役立ちます。

手順

1 [オプション]  タブをクリックして、 [詳細]  -  [全般]  をクリックします。

2 デバッグ モードを有効にするには、 [デバッグと統計]  セクションでオプションを選択します。

オプション 説明

正常に実行 デバッグ情報を収集します。

デバッグ情報を記録 デバッグ情報およびパフォーマンス情報を収集します。このオプションを使用すると、

ゲスト OS がクラッシュしたり、正常に動作しない場合のトラブルシューティングに
役立ちます。
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VMware Tools のインストールとアップグ
レード 8

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向上させるための一連
のユーティリティです。

この章では次のトピックについて説明します。

n VMware Tools のコンポーネント (P. 119)

n Windows ゲストでの VMware Tools のインストール (P. 120)

n X Window システムからの Linux ゲストへの VMware Tools のインストール (P. 121)

n tar インストーラによる Linux ゲストでの VMware Tools のインストール (P. 122)

n Solaris ゲストでの VMware Tools のインストール (P. 123)

n NetWare ゲストでの VMware Tools のインストール (P. 124)

n VMware Tools のプロパティ ダイアログ ボックスの起動 (P. 125)

n VMware Tools のアップグレード (P. 126)

n VMware Tools の手動アップグレード (P. 126)

n VMware Tools を自動的にアップグレードするための仮想マシンの構成 (P. 127)

n VMware Tools のカスタム インストール (P. 127)

n 仮想マシン用の VMware Tools オプションの変更 (P. 128)

n WYSE マルチメディア サポート (P. 128)

VMware Tools のコンポーネント

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、次のコンポーネントがインストールされます。

n VMware Tools サービス （Windows ゲストでは vmtoolsd.exe、Linux および Solaris ゲストでは vmtoolsd）。
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
ルの獲得と解放も制御します。

n SVGA ディスプレイ ドライバ、一部のゲスト OS 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。
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n 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 の VMware Tools 構成ユーティリティのコマンドライン インターフェイスを使用して、これらのタスク
を実行することもできます。『VMware Tools Configuration Utility User's Guide』 を参照してください。

n 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、仮想マシンの電源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）。

n 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 カーソルの獲得と解放が制御されます。

NetWare オペレーティング システムには VMware Tools ユーザー プロセスは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 カーソルの獲得と解放が制御され
ます。また、テキストのコピー アンド ペーストも可能になります。

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。

Windows、Linux、Solaris、および 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/ESXi 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 エクスプローラでは 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、vCenter Server 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。

制限事項

VMware Tools には、次の制限があります。

n 縮小ディスクはサポートされません。

n Microsoft Windows NT では、サスペンドおよび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。

n 4.2.0 より前の X Window 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。

注意   仮想マシンに VMware Tools をインストールしていない場合、シャットダウンまたは再起動のオプションを使用で
きません。使用できるのは、電源の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。

Windows ゲストでの VMware Tools のインストール

VMware Tools の最新バージョンをインストールすると、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
ンの管理機能を向上できます。

VMware Tools のステータスを判別するには、仮想マシンを選択して  [サマリ]  タブをクリックします。VMware Tools
ラベルに、VMware Tools がインストールされていて最新の状態になっているか、インストールされているが最新の状態
ではないか、インストールされていないかが表示されます。

Windows 2000 以降の場合は、VMware Tools によってネットワーク構成をリストアするための VmUpgradeHelper
ツールがインストールされます。

注意   VMware Tools のインストール中に、Windows ゲスト OS が、パッケージに署名がないというメッセージを表示
することがあります。このメッセージが表示された場合は、 [インストールする]  をクリックして、インストールを続けま
す。
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開始する前に

n サポート対象のゲスト OS が仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n ESX/ESXi ライセンスを持っているか、評価モードで使用していることを確認します。

手順

1 vSphere Client インベントリで仮想マシンを右クリックし、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

2 [コンソール]  タブをクリックしてゲスト OS が正常に起動することを確認し、必要な場合はログインします。

3 仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [VMware Tools のインストール/アップグレード]  を選択します。

4 [対話形式の Tools インストール]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

この手順で VMware Tools のバンドルがゲスト OS にマウントされ、インストール プロセスが開始されます。

5 [新しいハードウェア] ウィザードが表示された場合は、ウィザードを進め、デフォルトを受け入れます。

6 仮想マシンのコンソールで、次のいずれかの操作を行います。

n 自動実行が有効になっている場合は、 [OK]  をクリックして VMware Tools をインストールすることを確認し、
[InstallShield] ウィザードを起動します。

n 自動実行が有効になっていない場合は、VMware Tools のインストーラを手動で起動します。インストーラを
起動するには、 [スタート]  -  [ファイル名を指定して実行]  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）。

7 画面に表示される指示に従います。

8 再起動して変更を有効にします。

次に進む前に

仮想マシンの  [サマリ]  タブの  [VMware Tools]  ラベルをチェックして、VMware Tools のステータスを確認します。
[VMware Tools]  ラベルには  [OK]  と表示されているはずです。

X Window システムからの Linux ゲストへの VMware Tools のインストール

VMware Tools の最新バージョンをインストールすると、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
ンの管理機能を向上できます。

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードする前に、VMware Tools のステータスを確認しま
す。確認するには、仮想マシンを選択して  [サマリ]  タブをクリックします。 [VMware Tools]  ラベルに、VMware Tools
がインストールされていて最新の状態になっているか、インストールされているが最新の状態ではないか、インストール

されていないかが表示されます。

開始する前に

n サポート対象のゲスト OS が仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n ESX/ESXi ライセンスを持っているか、評価モードで使用していることを確認します。

手順

1 vSphere Client インベントリで仮想マシンを右クリックし、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

2 [コンソール]  タブをクリックしてゲスト OS が正常に起動することを確認し、必要な場合はログインします。

3 仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [VMware Tools のインストール/アップグレード]  を選択します。

4 [対話形式の Tools インストール]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

この手順で VMware Tools のバンドルがゲスト OS にマウントされ、インストール プロセスが開始されます。
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5 次のいずれかの手順を実行してください。

n デスクトップで  [VMware Tools CD]  アイコンまたはファイル マネージャのウィンドウをダブルクリックし、RPM
インストーラをダブルクリックします。

n VMware Tools CD のアイコンまたはファイル マネージャのウィンドウが表示されない場合は、コマンド ライ
ンから VMware Tools をインストールします。

6 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。

7 [システム準備の完了]  メッセージが表示されたら、 [続行]  をクリックします。

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。

8 ターミナル ウィンドウで、root （su -） ユーザーで vmware-config-tools.pl コマンドを実行し、
VMware Tools を構成します。

画面に表示される質問に回答します。デフォルト値が使用している構成に適切である場合は  [Enter]  を押します。

9 exit コマンドを実行して root アカウントを終了します。

次に進む前に

仮想マシンの  [サマリ]  タブの  [VMware Tools]  ラベルをチェックして、VMware Tools のステータスを確認します。
[VMware Tools]  ラベルには  [OK]  と表示されているはずです。

tar インストーラによる Linux ゲストでの VMware Tools のインストール

VMware Tools の最新バージョンをインストールすると、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
ンの管理機能を向上できます。

開始する前に

n サポート対象のゲスト OS が仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n ESX/ESXi ライセンスを持っているか、評価モードで使用していることを確認します。

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードする前に、VMware Tools のステータスを確認しま
す。仮想マシンを選択し、 [サマリ]  タブをクリックします。 [VMware Tools]  ラベルに、VMware Tools がインストー
ルされていて最新の状態になっているか、インストールされているが最新の状態ではないか、インストールされていない

かが表示されます。

手順

1 vSphere Client インベントリで仮想マシンを右クリックし、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

2 [コンソール]  タブをクリックしてゲスト OS が正常に起動することを確認し、必要な場合はログインします。

3 仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [VMware Tools のインストール/アップグレード]  を選択します。

4 [対話形式の Tools インストール]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

この手順で VMware Tools のバンドルがゲスト OS にマウントされ、インストール プロセスが開始されます。

5 仮想マシンのコンソールで root （su -） としてログインし、必要に応じて /mnt/cdrom ディレクトリを作成しま
す。

mkdir /mnt/cdrom

vSphere 仮想マシン管理ガイド

122  VMware, Inc.



6 VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージをマウントします。

一部の Linux ディストリビューションでは、CD-ROM が自動的にマウントされます。ディストリビューションで自
動マウントを使用している場合、この処理に mount および umount コマンドは使用しないでください。

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
たりする場合があります。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

7 作業ディレクトリに移動します （たとえば /tmp）。

cd /tmp

8 旧バージョンがインストールされている場合は、以前使用していた vmware-tools-distrib ディレクトリを削除
します。

rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib

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

9 /mnt/cdrom/ ディレクトリの内容を一覧表示し、VMware Tools の tar インストーラのファイル名を書き留めます。

ls /mnt/cdrom

10 tar インストーラを解凍します。

tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-4.0.0-<xxxxxx>.tar.gz

xxxxxx は ESX/ESXi のリリースのビルドまたはリビジョン番号です。

rpm がインストールされている状態で tar をインストールする場合、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。

11 CD-ROM イメージをアンマウントします。

umount /dev/cdrom

12 VMware Tools の tar インストーラを実行します。

cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

構成に関する各質問に対して、 [Enter]  を押してデフォルト値を使用します。

13 root アカウントをログオフします。

exit

次に進む前に

仮想マシンの  [サマリ]  タブの  [VMware Tools]  ラベルをチェックして、VMware Tools のステータスを確認します。
[VMware Tools]  ラベルには  [OK]  と表示されているはずです。

Solaris ゲストでの VMware Tools のインストール

VMware Tools の最新バージョンをインストールすると、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
ンの管理機能を向上できます。

仮想マシンで VMware Tools をインストールまたはアップグレードする前に、VMware Tools のステータスを確認しま
す。確認するには、仮想マシンを選択して  [サマリ]  タブをクリックします。 [VMware Tools]  ラベルに、VMware Tools
がインストールされていて最新の状態になっているか、インストールされているが最新の状態ではないか、インストール

されていないかが表示されます。
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開始する前に

n サポート対象のゲスト OS が仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n ESX/ESXi ライセンスを持っているか、評価モードで使用していることを確認します。

手順

1 vSphere Client インベントリで仮想マシンを右クリックし、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

2 [コンソール]  タブをクリックしてゲスト OS が正常に起動することを確認し、必要な場合はログインします。

3 仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [VMware Tools のインストール/アップグレード]  を選択します。

4 [対話形式の Tools インストール]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

この手順で VMware Tools のバンドルがゲスト OS にマウントされ、インストール プロセスが開始されます。

5 仮想マシンのコンソールで root （su -） としてログインし、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。

通常は、Solaris のボリューム マネージャによって、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

6 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 -

7 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にする場合は  [Enter]  を押します。

8 root アカウントからログオフします。

exit

次に進む前に

仮想マシンの  [サマリ]  タブの  [VMware Tools]  ラベルをチェックして、VMware Tools のステータスを確認します。
[VMware Tools]  ラベルには  [OK]  と表示されているはずです。

NetWare ゲストでの VMware Tools のインストール

VMware Tools の最新バージョンをインストールまたはアップグレードすると、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向上できます。

仮想マシンで VMware Tools をアップグレードする前に、VMware Tools のステータスを確認します。確認するには、
仮想マシンを選択して  [サマリ]  タブをクリックします。 [VMware Tools]  ラベルに、VMware Tools がインストール
されていて最新の状態になっているか、インストールされているが最新の状態ではないか、インストールされていないか

が表示されます。

開始する前に

n サポート対象のゲスト OS が仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n ESX/ESXi ライセンスを持っているか、評価モードで使用していることを確認します。
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手順

1 vSphere Client インベントリで仮想マシンを右クリックし、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

2 [コンソール]  タブをクリックしてゲスト OS が正常に起動することを確認し、必要な場合はログインします。

3 仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [VMware Tools のインストール/アップグレード]  を選択します。

4 [対話形式の Tools インストール]  を選択し、 [OK]  をクリックします。

この手順で VMware Tools のバンドルがゲスト OS にマウントされ、インストール プロセスが開始されます。

5 仮想マシンのコンソールで CD-ROM ドライバをロードすると、CD-ROM デバイスによって ISO イメージがボリュー
ムとしてマウントされます。NetWare のサーバ コンソールを開くには、 [Novell]  -  [ユーティリティ]  -  [サーバ コ
ンソール]  を選択します。

6 次のいずれかの手順を実行してください。

n NetWare 6.5 のサーバ コンソールの場合： LOAD CDDVD と入力する。

n NetWare 6.0 または NetWare 5.1 のサーバ コンソールの場合： LOAD CD9660.NSS と入力する。

7 サーバ 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 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。

次に進む前に

仮想マシンの  [サマリ]  タブの  [VMware Tools]  ラベルをチェックして、VMware Tools のステータスを確認します。
[VMware Tools]  ラベルには  [OK]  と表示されているはずです。

VMware Tools のプロパティ ダイアログ ボックスの起動

VMware Tools のプロパティ ダイアログ ボックスを使用して、仮想マシンで VMware Tools を構成します。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電源状態が変化したときに実行するスクリプトの指定を構成できます。

手順

u ゲスト OS のオプションを選択します。

オプション アクション

Windows a 仮想マシンのコンソールを開きます。

b 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 または Solaris 仮想マシンのコンソールを開いてからターミナル 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 [Novell]  -  [設定]  -  [NetWare 用 VMware Tools]  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、新しいバージョンの VMware Tools を確認してインストールす
るように仮想マシンを構成することもできます。

自動でアップグレードするには、次の条件があります。

n 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必要があ
ります。

n 仮想マシンが ESX Server 3.0.1 以降のホストに配置され、vCenter Server のバージョンが 2.0.1 以降である必要が
あります。

n ESX Server 3.0.1 以降および vCenter Server 2.0.1 以降でサポートされている Linux または Windows のゲスト
OS が、仮想マシンで稼働中である必要があります。

n 仮想マシンがパワーオンされている必要があります。

VMware Tools の手動アップグレード

メニュー項目またはコマンドライン インターフェイスを使用して、複数の仮想マシンの VMware Tools をアップグレー
ドできます。

開始する前に

コマンドライン インターフェイスを使用して VMware Tools をアップグレードする場合は、オペレーティング システム
のコマンドライン オプションをすぐに使用できることを確認します。Linux のコマンドライン オプションについては、
Linux Tools の Linux インストーラを参照してください。Windows のコマンドライン オプションについては、次の
Wikipedeia のエントリにある Windows Tools の MSI を参照してください： 
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Installer

注意   VMware Tools は、仮想マシンのオペレーティング システムから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 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]
タブで  [アップグレード]  をクリックするとアップグレードできます。

手順

1 vSphere Client を起動し、vCenter Server にログインします。

2 [インベントリ]  -  [ホストおよびクラスタ]  ビューを選択します。

3 アップグレードする仮想マシンが配置されているホストまたはクラスタを選択します。

4 [仮想マシン]  タブをクリックします。

5 アップグレードする仮想マシンを選択し、パワーオンします。

6 アップグレード オプションを選択します。

オプション 説明

メニュー項目を使用 アップグレードする仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [Tools のインストー
ル/アップグレード]  を選択します。

コマンドライン インターフェイスを使用 [詳細オプション]  フィールドにオペレーティング システムのコマンドライン オプショ
ンを入力します。

 

7 [OK]  をクリックし、インストーラをマウントします。

次に進む前に

アップグレードの進行状況は、 [タスクおよびイベント]  タブで追跡できます。
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VMware Tools を自動的にアップグレードするための仮想マシンの構成

VMware Tools を自動的に更新するように仮想マシンを構成できます。

注意   ゲスト OS が Solaris または NetWare の仮想マシンでは、VMware Tools の自動アップグレードはサポートされ
ていません。

開始する前に

n 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を確
認します。

n ESX Server 3.0.1 以降および vCenter Server 2.0.1 以降のホストに仮想マシンが配置されていることを確認します。

n ESX Server 3.0.1 以降および vCenter Server 2.0.1 以降でサポートされている Linux または Windows のゲスト
OS が、仮想マシンで実行中であることを確認します。

n 仮想マシンがパワーオン状態であることを確認します。

手順

1 仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  をクリックします。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [VMware Tools]  を選択します。

3 [詳細]  ペインで  [電源サイクル時に Tools をチェックしてアップグレード]  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。

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 の有無が ESX/ESXi ホストで確認されま
す。新しいバージョンがある場合は、それがインストールされ、ゲスト OS が再起動されます （必要な場合）。

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。

手順

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]  を選択します。

4 仮想マシン内で  [OK]  をクリックして VMware Tools をインストールすることを確認し、[InstallShield] ウィザー
ドを開きます。

n 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。

n 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]  -  [ファイル名を指定
して実行]  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]  をクリックします。

6 [カスタム]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

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]  を選択します。

8 [次へ]  をクリックします。

9 [終了]  をクリックします。
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仮想マシン用の VMware Tools オプションの変更

仮想マシンの VMware Tools 設定を利用して、電源制御、VMware Tools スクリプトの実行タイミング、アップグレー
ドの確認オプション、および時刻同期オプションを変更できます。

開始する前に

仮想マシンがパワーオフされていることを確認します。

手順

1 仮想マシンを右クリックし、 [設定の編集]  をクリックします。

2 [オプション]  タブをクリックし、 [VMware Tools]  を選択します。

3 希望する動作を、 [電源制御]  のドロップダウン メニューから選択します。

ツールバー ボタンについて、システム デフォルトを受け入れるか、または次のように構成できます。

n ツールバーの停止ボタンは、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ように構成でき
ます。

n ツールバーの一時停止ボタンは、仮想マシンをサスペンドするように構成できます。

n ツールバーのリセット ボタンは、仮想マシンをリセットするか、ゲスト OS を再起動するように構成できます。

4 (オプション)  [VMware Tools スクリプトの実行]  でオプションを選択すると、仮想マシンの電源状態を変更したと
きに、VMware Tools スクリプトを実行するように構成できます。

注意   ESX ホストの仮想マシンには、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。

5 (オプション)  [VMware Tools の自動アップグレード]  で  [各パワーオンの前に毎回 Tools をチェックしてアップグ
レード]  オプションを選択し、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]  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。

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。

手順

u 「VMware Tools のカスタム インストール (P. 127)」 に記載されているカスタム 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 ページで、 [WYSE マルチメディア リダイレクタ]  をインストール対象として選
択します。
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プログラムの追加と削除を使用した WYSE マルチメディア サポートのインストール

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]  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。

手順

1 vSphere Client インベントリで仮想マシンを右クリックし、 [電源]  -  [パワーオン]  を選択します。

2 [コンソール]  タブをクリックしてゲスト OS が正常に起動することを確認し、必要な場合はログインします。

3 仮想マシン内で、 [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  -  [プログラムの追加と削除]  を選択します。

4 プログラム リストで VMware Tools を選択し、 [変更]  をクリックします。

5 [次へ]  をクリックします。

6 [変更]  を選択して  [次へ]  をクリックします。

7 [WYSE マルチメディア リダイレクタ]  の横の赤い X 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]  を選択します。

8 [次へ]  をクリックします。

9 [変更]  をクリックして、インストールを開始します。

10 [終了]  をクリックします。

VMware Tools アップグレードの一部としての WYSE マルチメディア サポートのインストー

ル

vSphere Client から開始された VMware Tools アップグレードの一部として、WYSE マルチメディア サポートをインス
トールできます。

開始する前に

ESX Server 3.0.1 以降および vCenter Server 2.0.1 以降で仮想マシンが実行されていることを確認します。

手順

1 パワーオン状態の仮想マシンを右クリックし、 [ゲスト]  -  [VMware Tools のアップグレード]  を選択します。

2 [詳細]  フィールドに、setup.exe /s /v”INSTALL_WYSE=1” と入力します。

3 [OK]  をクリックします。
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VMware vApp を使用したマルチティア ア
プリケーションの管理 9

VMware vSphere は、仮想マシン実行用プラットフォームとして使用するほかに、アプリケーション実行用プラット
フォームとしても使用できます。アプリケーションはパッケージ化され、VMware vSphere 上で直接実行できます。ア
プリケーションをパッケージ化して管理するフォーマットは、VMware® vApp と呼ばれます。

vApp は、リソース プールに似たコンテナで、1 台以上の仮想マシンを格納できます。また、vApp は、仮想マシンと一
部の機能を共有します。vApp は、パワーオンおよびパワーオフを行うほか、クローン作成を行うこともできます。

vSphere Client の場合、vApp は、ホストおよびクラスタ ビューと仮想マシンおよびテンプレート ビューの両方に表示
されます。各ビューには特定のサマリ ページがあり、サービスの現在のステータス、関連する概要情報、およびサービス
での処理を表示します。

vApp のディストリビューション フォーマットは OVF です。

注意   vApp のメタデータは vCenter Server のデータベースに配置されているため、複数の ESX/ESXi ホストに vApp
を分散できます。この情報を失う可能性があるのは、vCenter Server のデータベースが消去された場合、または vApp
が格納されたスタンドアロン ESX/ESXi ホストが vCenter Server から削除された場合です。メタデータを失わないよう
に、OVF パッケージに vApp をバックアップしてください。

vApp にある仮想マシンの vApp メタデータは、仮想マシン構成のスナップショットのセマンティックに従っていませ
ん。このため、スナップショット作成後に削除、変更、または定義された vApp プロパティは、仮想マシンがそのスナッ
プショット、またはそれ以前のスナップショットに戻されてもそのまま （削除、変更、または定義されたまま） となり
ます。

VMware Studio を使用して、既存のアプリケーション ソフトウェアとオペレーティング システムを使用して、デプロイ
可能な状態の ｖ App を自動的に作成できます。VMware Studio によってネットワーク エージェントがゲストに追加さ
れるので、最小限の労力で vApp のブートストラップが行われます。vCenter Server デプロイ ウィザードでは、vApp
に対して指定した構成パラメータが OVF プロパティとして表示されます。VMware Studio の説明とそのダウンロードに
ついては、当社の Web サイトにある VMware Studio 開発者向けページを参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n vApp の作成 (P. 132)

n vApp への配置 (P. 133)

n vApp の設定の編集 (P. 134)

n IP プールの構成 (P. 138)

n vApp のクローン作成 (P. 140)

n vApp のパワーオン (P. 140)

n vApp のパワーオフ (P. 140)

n vApp のサスペンド (P. 141)
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n vApp のレジューム (P. 141)

n vApp の注釈の編集 (P. 141)

vApp の作成

データ センターを作成し、DRS が有効になっているクラスタ化されたホストまたはスタンドアロン ホストを vCenter
Server システムに追加したあと、vApp を作成できます。

vApp を作成するには、次の条件を満たす必要があります。

n インベントリで ESX 3.0 以降を実行するスタンドアロン ホストが選択されている必要があります。

n インベントリで DRS が有効になっているクラスタが選択されている必要があります。

vApp は、フォルダ、スタンドアロン ホスト、リソース プール、DRS が有効なクラスタ、ほかの vApp 内に作成できま
す。

手順

1 新規 vApp ウィザードの起動 (P. 132)

[新規 vApp] ウィザードで、vApp を作成できます。

2 vApp の名前の設定 (P. 132)

入力する名前は、インベントリに表示される vApp の表示名です。

3 vApp のターゲットの選択 (P. 133)

ターゲットは、vApp を実行するスタンドアロン ホスト、クラスタ、リソース プール、または別の vApp です。

4 vApp リソースの割り当て (P. 133)

vApp 用の CPU およびメモリの割り当て方法を決定します。

5 vApp の作成の完了 (P. 133)

終了準備の完了ページで、vApp の構成内容を確認できます。

新規 vApp ウィザードの起動

[新規 vApp] ウィザードで、vApp を作成できます。

手順

u [ファイル]  -  [新規]  -  [vApp]  を選択して[新規 vApp] ウィザードを開きます。

vApp の名前の設定

入力する名前は、インベントリに表示される vApp の表示名です。

vApp 名の長さは、最大 80 文字です。この名前は、フォルダ内で一意の名前である必要があります。

手順

1 名前およびフォルダ ページで、vApp の名前を入力します。

2 インベントリで vApp のフォルダの場所を選択します。

ほかの vApp で vApp を作成している場合、vApp インベントリの場所の選択はできません。

3 [次へ]  をクリックします。
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vApp のターゲットの選択

ターゲットは、vApp を実行するスタンドアロン ホスト、クラスタ、リソース プール、または別の vApp です。

注意   インベントリ内のスタンドアロン ホスト、クラスタ、リソース プール、またはほかの vApp から vApp を作成す
る場合、vApp のターゲットを選択するこの手順は表示されません。

手順

1 ターゲット ページで、vApp を実行するスタンドアロン 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。

選択したクラスタの DRS が有効で、さらに DRS 手動モードになっている場合は、vApp のターゲットとしてホスト
を選択します。

互換性パネルのメッセージには、このターゲットの検証に成功したか、あるいは特定の要件を満たしていないかが表

示されます。

2 [次へ]  をクリックします。

vApp リソースの割り当て

vApp 用の CPU およびメモリの割り当て方法を決定します。

手順

1 リソース割り当てページで、目的の vApp に CPU およびメモリのリソースを割り当てます。

2 [次へ]  をクリックします。

vApp の作成の完了

終了準備の完了ページで、vApp の構成内容を確認できます。

手順

1 終了準備の完了ページで新しい vApp の設定を確認します。

2 (オプション) 設定を編集または変更するには、 [戻る]  をクリックします。

3 [終了]  をクリックして vApp を作成します。

vApp への配置

仮想マシンおよび別の vApp は、vApp に追加したり、vApp から削除したりすることができます。

vApp を作成したあと、その vApp に仮想マシンまたはほかの vApp を配置できます。
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vApp 内へのオブジェクトの作成

vApp 内に、仮想マシン、リソース プール、または別の vApp を新規作成できます。

手順

1 インベントリで、オブジェクトを作成する vApp を選択します。

2 特定のオブジェクトを作成するメニュー オプションを選択します。

メニュー オプション 説明

[インベントリ]  -  [vApp]  -  [新規仮想マシン] vApp 内に仮想マシンを新規作成します。新規仮想マシン ウィザードを最後まで実行
します。仮想マシンを新規作成する手順については、第 3 章「仮想マシンの作
成 (P. 19)」 を参照してください。

[インベントリ]  -  [vApp]  -  [新規リソース

プール]
vApp 内にリソース プールを追加します。[リソース プールの作成]ウィンドウに必要
な情報を入力します。

[インベントリ]  -  [vApp]  -  [新規 vApp] 現在選択されている vApp 内に vApp を新規作成します。新規 vApp ウィザードを
最後まで実行します。vApp を新規作成する手順については、「vApp の作
成 (P. 132)」 を参照してください。

 

新しいオブジェクトが vApp の一部としてインベントリに表示されます。

vApp へのオブジェクトの追加

仮想マシンや別の vApp などのオブジェクトを、既存の vApp に追加できます。

vApp 内にまだ格納されていない既存の仮想マシンまたは別の vApp は、現在選択されている vApp に移動できます。

手順

1 インベントリにオブジェクトを表示します。

2 オブジェクトをターゲット オブジェクトにクリックしてドラッグします。

n 移動できる場合、選択されたことを示すボックスがターゲット オブジェクトの周囲に表示されます。

n 移動できない場合、ゼロ記号 （スラッシュ付きゼロ） が表示され、オブジェクトは移動されません。

3 マウス ボタンを離します。

オブジェクトが新しい場所に移動される、またはエラー メッセージで移動できるようにするための要件が表示され
ます。

vApp の設定の編集

起動順序、リソース、およびカスタム プロパティを含むいくつかの vApp 設定を編集および構成できます。

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 [オプション]  タブをクリックし、vApp プロパティを編集または表示します。

注意   一般的に、IP 割り当てポリシーおよびプロパティは、デプロイしたユーザーが編集します。一般的に、その他
のより詳細な設定は、vApp 作成者が編集します。

3 [開始順序]  タブをクリックして、vApp の起動およびシャットダウンのオプションを編集します。

4 [OK]  をクリックします。
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vApp の起動およびシャットダウン オプションの編集

vApp にある仮想マシンおよびネストされた vApp を起動およびシャットダウンする順序を変更できます。また、起動お
よびシャットダウン時に適用する遅延時間とアクションも指定できます。

必要な権限： vApp.vApp アプリケーションの構成

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 [vApp 設定の編集]ウィンドウの  [開始順序]  タブで、仮想マシンを選択し、矢印キーを使用して起動順序を変更し
ます。

同じ開始順序 （または同じグループ内） の仮想マシンと vApp は、同時に起動されます。

シャットダウン時には逆の順序が使用されます。

3 各仮想マシンの起動およびシャットダウン時のアクションを選択します。

4 (オプション) 矢印キーを使用して、各仮想マシンの起動およびシャットダウン時の遅延時間を変更します。

5 [OK]  をクリックします。

vApp リソースの編集

vApp 用の CPU およびメモリのリソース割り当てを編集できます。

必要な権限： vApp.vApp アプリケーションの構成

vApp と、そのすべての子リソース プール、子 vApp、および子仮想マシンの予約が親のリソースに悪影響を及ぼすの
は、それらがパワーオンされているときだけです。

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストの  [リソース]  をクリックします。

3 CPU およびメモリのリソース割り当てを編集します。

4 [OK]  をクリックします。

vApp のプロパティの編集

詳細なプロパティ構成で定義されている vApp プロパティを編集できます。

必要な権限： vApp.vApp アプリケーションの構成

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストの  [プロパティ]  をクリックします。

3 vApp のプロパティを編集します。

4 [OK]  をクリックします。

vApp の使用許諾契約書の表示

編集する vApp の使用許諾契約書を表示できます。

注意   このオプションは、vApp がインポート済みで、使用許諾契約書を含む場合にのみ使用できます。
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手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストの  [使用許諾契約書の表示]  をクリックします。

3 [OK]  をクリックします。

IP 割り当てポリシーの編集

vApp 用の IP アドレスの割り当て方法を編集できます。

必要な権限： vApp.vApp インスタンスの構成

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストの  [IP 割り当てポリシー]  をクリックします。

3 IP の割り当てオプションを選択します。

オプション 説明

固定 IP アドレスを手動で構成します。自動割り当ては実行されません。

一時的 vApp がパワーオンされると、IP アドレスは指定された範囲から、IP プールを使用し
て自動的に割り当てられます。アプライアンスがパワーオフされると、IP アドレスは
解放されます。

DHCP DHCP サーバを使用して IP アドレスが割り当てられます。DHCP サーバによって割
り当てられたアドレスは、vApp で起動された仮想マシンの OVF 環境に表示されます。

 

4 [OK]  をクリックします。

その他の OVF セクションの表示

vCenter Server で認識されない OVF セクションを表示します。

これらの OVF セクションは、この vApp を作成した OVF のデプロイ プロセスによって作成されたものです。デプロイ
中に vCenter Server で認識されなかったほとんどの OVF セクションには、ここからアクセスして参照できます。

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストで  [その他の OVF セクションの表示]  をクリックします。

3 [OK]  をクリックします。

vApp の詳細プロパティの構成

製品およびベンダー情報、カスタム プロパティ、IP 割り当てなどの詳細設定を編集および構成できます。

必要な権限： vApp.vApp アプリケーションの構成

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストの  [詳細]  をクリックします。
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3 仮想マシンのサマリ ページに表示される設定について、設定および構成を行います。

vApp 設定 説明

製品名 製品の名前。

バージョン vApp のバージョン。

フル バージョン vApp のフル バージョン。

製品 URL 製品 URL を入力すると、ユーザーは、仮想マシンのサマリ ページで製品名をクリッ
クして、製品の Web ページに移動できます。

ベンダー URL ベンダー URL を入力すると、ユーザーは、仮想マシンのサマリ ページでベンダー名
をクリックして、ベンダーの Web ページに移動できます。

アプリケーション URL プロパティを使用して仮想マシンの IP アドレスを指定する場合、動的アプリケーショ
ン URL を入力できます。この URL は、実行している仮想マシンによって表示され
る Web ページです。有効なアプリケーション URL を入力した場合、仮想マシンを実
行すると、仮想マシンの状態が  [使用可能]  リンクに変わります。

 
<webserver_ip> と呼ばれるプロパティを使用するように仮想マシンを構成し、さらにその仮想マシンに Web サー
バがある場合、 [アプリケーション URL]  に http://${webserver_ip}/ と入力できます。

4 (オプション)  [製品 URL]  および  [ベンダー URL]  をテストするには、 [表示]  をクリックします。

5 [プロパティ]  をクリックしてカスタム vApp プロパティを編集できます。

6 [IP の割り当て]  をクリックして、この vApp がサポートする IP 割り当て方法を編集します。

7 [OK]  をクリックします。

OVF 環境プロパティの定義

vApp 用に OVF 環境プロパティを表示したり変更したりできます。

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 オプション リストの  [詳細]  をクリックします。

3 [プロパティ]  をクリックします。

4 詳細なプロパティ構成で、次の操作を実行できます。

n [新規]  をクリックして、新しいカスタム プロパティを追加する。

n プロパティを選択して  [編集]  をクリックし、プロパティを編集する。

n [削除]  をクリックしてプロパティを削除する。

5 [OK]  をクリックします。

IP 割り当ての詳細プロパティの編集

vApp の IP の割り当て方法を編集できます。

手順

1 vApp のサマリ ページで、 [設定の編集]  をクリックします。

2 [オプション]  リストの  [詳細]  をクリックします。

3 [IP の割り当て]  をクリックします。
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4 詳細な IP 割り当てダイアログ ボックスで、次の操作を実行できます。

n IP の割り当て方法を選択します。

n vApp がサポートする IP プロトコルを選択します： IPv4、IPv6、またはその両方。

5 [OK]  をクリックします。

IP プールの構成

IP プールは、vApp にネットワーク識別子を提供します。IP プールは、vApp によって使用されるネットワークに割り当
てられたネットワーク構成です。vApp は、vCenter Server を活用して、その仮想マシンに IP 構成を自動的に提供でき
るようにします。

IP アドレスの範囲の指定

ネットワーク内のホスト アドレスの範囲を指定して、IP アドレスの範囲を設定できます。

IP プールの範囲は、IPv4 および IPv6 を使用して構成されます。vApp が一時的に割り当てられる IP を使用するように
設定されている場合、vCenter Server はこれらの範囲を使用して、IP アドレスを仮想マシンに動的に割り当てます。

手順

1 インベントリで、vApp を含むデータ センターを選択します。

2 [IP プール]  タブで、編集する IP プールを右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

IP プールが表示されない場合は、 [追加]  をクリックして新しい IP プールを追加します。

3 プロパティ ダイアログ ボックスで、 [IPv4]  または  [IPv6]  タブ （使用している IP プロトコルに従う） を選択しま
す。

4 [IP サブネット]  および  [ゲートウェイ]  をそれぞれのフィールドに入力します。

5 (オプション)  [IP プールを有効にする]  チェック ボックスを選択します。

IP アドレスの範囲を指定するには、この設定を有効にします。

6 (オプション)  [範囲]  フィールドに、ホスト アドレスの範囲をコンマで区切ってリスト形式で入力します。

範囲は、IP アドレス、ナンバー記号 （#）、および範囲の長さを示す数字で構成されます。

ゲートウェイと範囲はサブネット内である必要がありますが、ゲートウェイ アドレスは除外してください。

たとえば、10.20.60.4#10, 10.20.61.0#2 は、IPv4 アドレスが 10.20.60.4 から 10.209.60.13 まで、および
10.20.61.0 から 10.20.61.1 までの範囲になります。

7 [OK]  をクリックします。

DHCP の選択

IPv4 または IPv6 DHCP サーバをネットワークで使用可能にするかどうかを指定できます。

手順

1 インベントリで、構成する vApp を含むデータ センターを選択します。

2 [IP プール]  タブで、編集する IP プールを右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

IP プールが表示されない場合は、 [追加]  をクリックして新しい IP プールを追加します。

3 プロパティ ダイアログ ボックスで、 [DHCP]  タブを選択します。

4 [IPv4 DHCP を使用]  または  [IPv6 DHCP を使用]  のいずれかのチェック ボックスを選択し、このネットワーク上
で DHCP サーバの 1 つを使用できるようにします。

5 [OK]  をクリックします。
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DNS 設定の指定

vApp 用の DNS 設定を入力します。

手順

1 インベントリで、構成する vApp を含むデータ センターを選択します。

2 [IP プール]  タブで、編集する IP プールを右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

IP プールが表示されない場合は、 [追加]  をクリックして新しい IP プールを追加します。

3 プロパティ ダイアログ ボックスで、 [DNS]  タブを選択します。

4 DNS サーバ情報を入力します。

IP アドレスをコンマ、セミコロン、またはスペースで区切って、サーバを指定します。

次のタイプの DNS 情報を入力できます。

n DNS ドメイン

n ホストのプリフィックス

n DNS 検索パス

n IPv4 DNS サーバ

n IPv6 DNS サーバ

5 [OK]  をクリックします。

プロキシ サーバの指定

vApp 用の HTTP プロキシ サーバを指定します。

手順

1 インベントリで、vApp を含むデータ センターを選択します。

2 [IP プール]  タブで、編集する IP プールを右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

IP プールが表示されない場合は、 [追加]  をクリックして新しい IP プールを追加します。

3 プロパティ ダイアログ ボックスで、 [プロキシ]  タブを選択します。

4 プロキシ サーバのサーバ名とポート番号を入力します。

サーバ名には、任意でコロンおよびポート番号を含めることができます。

たとえば、web-proxy:3912 は有効なプロキシ サーバです。

5 [OK]  をクリックします。

ネットワークとの関連付けの選択

1 つ以上のネットワークを IP プールに関連付けることができます。

手順

1 インベントリで、vApp を含むデータ センターを選択します。

2 [IP プール]  タブで、編集する IP プールを右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

IP プールが表示されない場合は、 [追加]  をクリックして新しい IP プールを追加します。

3 プロパティ ダイアログ ボックスで、 [関連付け]  タブを選択します。

第 9 章 VMware vApp を使用したマルチティア アプリケーションの管理

VMware, Inc.  139



4 この IP プールを使用するネットワークを選択します。

ネットワークを関連付けることができる IP プールは一度に 1 つです。

5 [OK]  をクリックします。

vApp のクローン作成

vApp のクローン作成は、仮想マシンのクローン作成と似ています。

開始する前に

vApp のクローンを作成するには、vSphere Client が vCenter Server システムに接続されている必要があります。

インベントリで、ESX 3.0 以降を実行しているホスト、または DRS が有効なクラスタを選択する必要があります。

手順

1 インベントリで vApp を選択します。

2 [インベントリ]  -  [vApp]  -  [クローン作成]  を選択します。

[vApp のクローン作成]ウィザードの各ページで必要事項を設定します。

3 vApp のターゲットを選択して、 [次へ]  をクリックします。

4 ホストを指定し、 [次へ]  をクリックします。

注意   この手順は、DRS 手動モードのクラスタを選択した場合のみ使用可能です。

5 vApp の名前を入力して、 [次へ]  をクリックします。

6 データストアを選択して、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) ネットワークを選択し、 [次へ]  をクリックします。

8 vApp のクローン作成を完了します。

vApp のパワーオン

vApp にある各仮想マシンは、起動順序の構成に従ってパワーオンされます。

DRS クラスタで vApp を手動モードでパワーオンすると、仮想マシンの配置に関する DRS 推奨が生成されません。仮想
マシンの初期配置について DRS が半自動または自動モードで実行されている場合と同様に、パワーオン操作が実行され
ます。これは、vMotion 推奨には影響を与えません。実行中の vApp 用に、仮想マシンの個別のパワーオンおよびパワー
オフについての推奨も作成されます。

手順

u サービスのサマリ ページで、 [パワーオン]  をクリックします。

起動設定に遅延時間が設定されている場合、vApp は、設定された時間が経過してからその仮想マシンを起動します。

vApp が起動して使用可能になると、 [サマリ]  タブにステータスが表示されます。また、製品およびベンダーの Web サ
イトへのリンクは、全般セクションにも表示されます。

vApp のパワーオフ

vApp 内の各仮想マシンは、構成されている起動方法の逆の順序でパワーオフされます。

手順

u サービスのサマリ ページで、 [パワーオフ]  をクリックします。

停止設定に遅延時間が設定されている場合、vApp は、設定した時間が経過してからその仮想マシンを終了します。
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vApp のサスペンド

vApp をサスペンドすると、vApp をレジュームするまで実行中のすべての仮想マシンが一時停止します。

vApp にある仮想マシンは、停止順序に従ってサスペンドされます。仮想マシンは、停止アクションに関係なくすべてサ
スペンドされます。

手順

1 vSphere Client で、サスペンド状態にする vApp を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [サスペンド]  を選択します。

vApp のレジューム

vApp にあるサスペンド状態の仮想マシンのアクティビティを続行できます。

vApp にあるサスペンド状態の仮想マシンは、サスペンドされた順序とは逆の順序でレジュームされます。

手順

1 vSphere Client で vApp を選択します。

2 vApp を右クリックし、 [パワーオン]  を選択します。

vApp の注釈の編集

特定の vApp の注釈を追加または編集できます。

手順

1 インベントリで vApp を選択します。

2 vApp の  [サマリ]  タブをクリックします。

3 注釈セクションで、 [編集]  をクリックします。

4 [vApp 注釈の編集]ウィンドウで、コメントを入力します。

5 [OK]  をクリックします。

コメントが注釈の下に表示されます。
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仮想マシンの管理 10
仮想マシンを管理するには、vSphere Client を使用します。vSphere Client を使用して、管理対象仮想マシンのデスク
トップのコンソールを開くことができます。このコンソールから、オペレーティング システムの設定の変更、アプリケー
ションの使用、ファイル システムの参照、システム パフォーマンスの監視などを、物理システムを操作する場合と同様
に行うことができます。また、スナップショットを使用して、スナップショットの作成時の仮想マシンの状態をすべて保

存することもできます。

vSphere Client から ESX/ESXi ホストに直接接続し、そのホストで利用可能な仮想マシンと物理リソースのみを操作でき
ます。仮想マシンおよび複数のホスト間でプールされた物理リソースを管理するには、vSphere Client を vCenter Server
に接続します。複数の vCenter Server システムを 1 つの vCenter Server 接続グループに結合して、1 つの vSphere
Client 接続で管理できる。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンの起動およびシャットダウンの設定の編集 (P. 143)

n 仮想マシンのコンソールの起動 (P. 144)

n 仮想マシンの追加と削除 (P. 144)

n スナップショットを使用した仮想マシンの管理 (P. 146)

n 既存のスナップショットの管理 (P. 149)

n スナップショットのリストア (P. 150)

n シンからシックへの仮想ディスクの変換 (P. 151)

仮想マシンの起動およびシャットダウンの設定の編集

ESX/ESXi ホストで実行する仮想マシンは、ホストととも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、
選択した仮想マシンに対して、デフォルト タイミングや起動順序を設定することもできます。この機能を使用すると、ホ
ストがメンテナンス モードになったときや、別の理由でホストがパワーオフされたときに、オペレーティング システム
でデータを保存できます。

注意   仮想マシンの電源設定を変更するスケジュール設定タスクを作成することもできます。タスクのスケジュール設定
については、『データ センター管理ガイド』 を参照してください。

手順

1 vSphere Client インベントリで、仮想マシンが配置されているホストを選択して  [構成]  タブをクリックします。

2 ソフトウェアで、 [仮想マシン起動/シャットダウン]  をクリックして、 [プロパティ]  をクリックします。

仮想マシンの起動およびシャットダウン ダイアログ ボックスが表示されます。

3 [システムに連動した仮想マシンの自動起動および停止を許可する]  を選択します。
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4 (オプション) 起動およびシャットダウンの動作を構成します。

オプション アクション

デフォルトの起動遅延時間 オペレーティング システムの起動を遅延させる時間を選択します。
この遅延時間により、VMware Tools や起動中のシステムがスクリプトを実行できま
す。

VMware Tools が起動したらすぐに続行する VMware Tools の開始直後にオペレーティング システムを起動するように選択します。

デフォルトのシャットダウン遅延時間 各仮想マシンのシャットダウンを遅延させる時間を選択します。

シャットダウン遅延時間は、遅延時間が経過するまで仮想マシンがシャットダウンし

ない場合にのみ適用されます。遅延時間になる前に仮想マシンがシャットダウンした

場合、次の仮想マシンのシャットダウンが開始されます。

シャットダウン アクション ドロップダウン メニューからシャットダウン オプションを選択します。
n パワーオフ

n サスペンド

n ゲスト シャットダウン

上へ移動/下へ移動 [手動での起動]  カテゴリで仮想マシンを選択し、 [上へ移動]  ボタンを使用して、 [自
動起動]  または  [任意の順序]  に移動します。
[自動起動]  カテゴリにある仮想マシンは、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用して並
べ替えて、必要な順序で起動できます。シャットダウン時には、仮想マシンは逆の順

序で停止されます。

編集 [自動起動]  カテゴリまたは  [任意の順序]  カテゴリの仮想マシンに、ユーザー指定の
自動起動とシャットダウンの動作を構成するには、 [編集]  をクリックします。

 

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

仮想マシンのコンソールの起動

vSphere Client では、仮想マシンのコンソールを起動することで、仮想マシンのデスクトップにアクセスできます。こ
のコンソールから、オペレーティング システムの構成、アプリケーションの実行、パフォーマンスの監視などのアクティ
ビティを仮想マシン内で実行できます。

手順

1 vSphere Client のインベントリで仮想マシンを右クリックし、 [コンソールを開く]  を選択します。

2 コンソール ウィンドウ内の任意の場所をクリックすると、マウス、キーボード、およびその他の入力デバイスがコ
ンソール内で機能するようになります。

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 vCenter Server インベントリに追加できます。仮想マシンは、vCenter
Server、管理対象ホストのストレージ、またはその両方から削除できます。

vCenter Server への既存の仮想マシンの追加

vCenter Server にホストを追加する場合、vCenter Server 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 vCenter Server 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、

vSphere 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 を削除し、ノード 4 を追加した場合、
仮想マシンの新しいリストにはノード 4 が追加され、ノード 3 は親なしのノードとして表示されます。
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vCenter Server 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 vCenter Server から登録解除されますが、データストアから
は削除されません。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 ブラウザを使用して仮想マシンを再度
登録できます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 インベントリに仮想マシンを表示します。

2 仮想マシンを右クリックし、 [インベントリから削除]  を選択します。

3 [はい]  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。

vCenter Server 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。

データストアからの仮想マシンの削除

[ディスクからの削除]  オプションを使用して、vCenter Server から仮想マシンを削除し、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仮想マシン ファイルをデータストアから削除します。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 インベントリに仮想マシンを表示します。

2 仮想マシンを右クリックし、 [ディスクから削除]  を選択します。

3 確認のダイアログ ボックスで、 [はい]  をクリックします。

vCenter Server が、データストアから仮想マシンを削除します。ほかの仮想マシンと共有のディスクは削除されません。

仮想マシンまたはテンプレートの vCenter Server への復元

vCenter Server 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、データストア ブラウザを使用して、その仮想マシンまたはテンプレートを vCenter Server に復元できます。

手順

1 インベントリにデータストアを表示します。

2 データストアを右クリックし、 [データストアの参照]  を選択します。

3 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。

4 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]  を選択します。

5 [インベントリに追加]ウィザードを完了して、仮想マシンまたはテンプレートを追加します。
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スナップショットを使用した仮想マシンの管理

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。スナップショットを使用して、線形処理でリストアする位置を作成します。プロセス ツリーで仮想マシン
を分ける前にベースラインを保存することもできます。

線形処理、アップデート パッケージをインストールするような反復処理、または異なるバージョンのプログラムをインス
トールするような分岐処理において、スナップショットをリストア ポイントとして使用できます。スナップショットを作
成すると、同一のベースラインから各インストールが開始します。

スナップショットについて

スナップショットには、スナップショットの作成時の仮想マシンの状態がすべて保存されます。

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。

スナップショットには次の情報が含まれます。

n 仮想マシンのメモリの内容

n 仮想マシンの設定

n 仮想マシンのすべての仮想ディスクの状態

注意   VMware 製品では、Raw ディスク、RDM 物理モード ディスク、独立ディスク、またはバスの共有が構成された仮
想マシンのスナップショットをサポートしていません。

バスの共有が必要な場合は、代替案として、ゲスト OS でバックアップ ソフトウェアを実行することを検討してくださ
い。現在、仮想マシンにスナップショットがあるためにバスの共有が構成できない場合は、スナップショットを削除して

ください。

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みの状態が保存されます。スナップショットに戻ると、これらの項目がスナップショットの作成時

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ディスクの特定の時点のイメージを提供し、バックアップ ソリューションで使用することも可能です
が、スナップショットを仮想マシンのバックアップとして使用しないでください。大量のスナップショットは管理が難し

く、ディスク容量を大量に使用します。また、ハードウェア障害が発生した場合には保護されません。

ダイナミック ディスクではスナップショットまで戻すことができないため、ダイナミック ディスクをバックアップする
際に静止スナップショットは使用されません。

VMware Data Recovery などのバックアップ ソリューションは、スナップショット メカニズムを使用して仮想マシンの
状態をフリーズします。ただし、Data Recovery バックアップ メソッドには、スナップショットの制限を緩和する別の
機能があります。

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。

複数のスナップショットを使用すると、単に仮想マシンが保存されるだけではありません。複数のスナップショットによっ

て、さまざまなワーク プロセスに対応した多くの状態を保存できます。

スナップショットを作成する場合は、スナップショット作成時の仮想ディスクの状態を保存する必要があります。スナッ

プショットが作成されると、ゲストは vmdk ファイルに書き込みを行うことができません。差分ディスクは、ゲストが書
き込みを行うことができる追加の vmdk ファイルです。差分ディスクは、仮想ディスクの現在の状態と、以前スナップ
ショットを作成した時点の状態の違いを示します。複数のスナップショットが存在する場合、差分ディスクは各スナップ

ショット間の違い （差分） を示すことがあります。たとえば、スナップショットが作成されると、ゲストが仮想ディス
クの各単一ブロックに書き込みを行い、差分ディスクが仮想ディスク全体と同じ大きさになることがあります。
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スナップショットが削除されると、スナップショットと以前のディスク状態との間の変更が結合されます。また、削除さ

れたスナップショットに関する情報を含む差分ディスクのすべてのデータが親ディスクに書き込まれて、ベース ディスク
と結合されます （この処理を選択した場合のみ）。これにより、大量のディスクの入出力 （I/O） が発生する可能性があ
ります。このため、統合が完了するまで、仮想マシンのパフォーマンスが低下する可能性があります。

スナップショットのコミットまたは削除にかかる時間は、最後にスナップショットを作成してからゲスト OS が仮想ディ
スクに書き込んだデータの量によって異なります。所要時間は、（コミットまたは削除する） データの容量と仮想マシン
に割り当てられている RAM の容量に正比例します。

スナップショットの動作の詳細については、ナレッジ ベースの記事 （http://kb.vmware.com/kb/1015180） を参照し
てください。

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、最後に作成したスナップショットは親スナップショットのみで
す。

作成したスナップショットはツリー状になります。スナップショットに戻って別のスナップショットを作成するたびに、

分岐 （子スナップショット） が作成されます。

スナップショット ツリーでは、各スナップショットに親スナップショットが 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。

スナップショットは、親または子に戻すことができます。

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作成するときに仮想マシンでほかのアクティビティが実行していると、そのスナップショットに戻す

ときに、そのアクティビティがスナップショット プロセスに影響を与える可能性があります。

仮想マシン内のアプリケーションがほかのコンピュータと通信していないときにスナップショットを作成するのが最適で

す。仮想マシンがほかのコンピュータと通信しているとき、特に本番環境にある場合、問題が起こる可能性が高くなります。

たとえば、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ときにスナップショットを作成す

る場合、仮想マシンはファイルのダウンロードを継続し、サーバに進捗状況を通知します。そのスナップショットに戻す

と、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。

スナップショットの作成

仮想マシンがパワーオン状態、パワーオフ状態、またはサスペンド状態のときにスナップショットを作成できます。仮想

マシンをサスペンドしている場合、サスペンド処理が完了してからスナップショットを作成します。

開始する前に

仮想マシンにディスク モードが異なる複数のディスクがある場合は、スナップショットを作成する前に仮想マシンをパ
ワーオフします。たとえば、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作成する

前に仮想マシンをパワーオフする必要があります。これは、メモリを使用して作成されたスナップショットにのみ適用さ

れます。

手順

1 [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -  [スナップショット]  -  [スナップショットの作成]  を選択します。

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。
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4 (オプション) 仮想マシンのメモリを取得する場合は、 [仮想マシンのメモリのスナップショット]  チェック ボックス
を選択します。

注意   仮想マシンのメモリを取得すると、仮想マシンがパワーオン状態であっても、スナップショットはパワーオフ
状態になります。

5 (オプション)  [静止ゲスト ファイル システム （VMware Tools のインストールが必要）]  チェック ボックスを選択
してゲスト OS 上で実行中のプロセスを停止すると、スナップショットの作成時にファイル システムの内容を既知の
整合性のある状態にすることができます。

この手順は、パワーオン状態の仮想マシンにのみ適用されます。

6 [OK]  をクリックします。

スナップショットを作成すると、vSphere Client の下部にある  [最近のタスク]  フィールドに一覧表示されます。

7 このマシンのタスクおよび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  [タスクおよびイベント]  タブをクリックします。

スナップショットからの仮想ディスクの除外

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記録されます。仮想ディスク
を除外するには、ディスク モードを独立モードに変更します。

開始する前に

ディスク モードの変更を行う前に、仮想マシンをパワーオフし、既存のスナップショットをすべて削除します。

手順

1 [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -  [設定の編集]  を選択します。

2 [ハードウェア]  タブをクリックし、除外するハード ディスクを選択します。

3 [モード]  で、独立型を選択します。

独立ディスクの状態は、スナップショットの影響を受けません。

注意   そのスナップショットに戻した場合、スナップショットの作成後に作成されたディスクは、ディスクのタイプ
にかかわらず表示されません。

独立ディスクには次の保存オプションがあります。

オプション 説明

通常 通常モードのディスクは、物理コンピュータ上の従来のディスクと同様に動作します。

通常モードのディスクに書き込まれたすべてのデータは、永続的にこのディスクに書

き込まれます。

読み取り専用 読み取り専用モードのディスクへの変更は、仮想マシンをパワーオフまたはリセット

したときに破棄されます。読み取り専用モードでは、仮想マシンを再起動するときに

仮想ディスクが常に同じ状態になります。ディスクへの変更は REDO ログ ファイル
に書き込まれ、このファイルから読み取られます。REDO ログ ファイルはパワーオフ
またはリセット時に削除されます。

 

4 [OK]  をクリックします。
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既存のスナップショットの管理

スナップショット マネージャを使用して、アクティブな仮想マシンのすべてのスナップショットを参照し、それらを直接
操作できます。

スナップショット マネージャのウィンドウにある領域は、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]  アイコンです。

n スナップショット ツリーには、仮想マシンのすべてのスナップショットが表示されます。

n [現在点]  アイコンは、仮想マシンの現在のアクティブな状態を表します。スナップショット マネージャを開くと、
[現在点]  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]  の状態に移動したり、選択したりすることはできません。

n [移動] 、 [削除] 、および  [すべて削除]  の 3 つのコマンド ボタンによってスナップショット オプションが表示され
ます。

n 詳細領域には、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、

これらのテキスト ボックスは空です。

n ナビゲーション領域には、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があります。

n [閉じる]  ではスナップショット マネージャを閉じます。

n [ヘルプ]  ではヘルプ システムを開きます。

スナップショットのリストア

任意のスナップショットの状態に戻すことができます。

手順

1 [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -  [スナップショット]  -  [スナップショット マネージャ]  を選択します。

2 スナップショット マネージャで、スナップショットをクリックして選択します。

3 [移動]  ボタンをクリックし、仮想マシンを任意のスナップショットの状態にリストアします。

注意   特定のタイプのワークロードを実行している仮想マシンの場合、スナップショットから復帰して操作がレジュー
ムされるまで数分かかる場合があります。この遅延は、ゲスト メモリを増加することで改善される場合があります。

4 確認のダイアログ ボックスで  [はい]  をクリックします。

スナップショットの削除

vCenter Server からスナップショットを完全に削除できます。

手順

1 [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -  [スナップショット]  -  [スナップショット マネージャ]  を選択します。

2 スナップショット マネージャで、スナップショットをクリックして選択します。

3 [削除]  をクリックすると、vCenter Server からスナップショットが永続的に削除されます。

[すべて削除]  をクリックすると、仮想マシンからすべてのスナップショットが永続的に削除されます。

注意    [削除]  によってスナップショットのデータが親に記録され、選択したスナップショットが削除されます。 [す
べて削除]  は現在点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 ディスクに記録し、仮想マシンの既存の
スナップショットをすべて削除します。

4 確認のダイアログ ボックスで  [はい]  をクリックします。
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スナップショットのリストア

仮想マシンを元の状態に戻すには、スナップショットをリストアします。

次のいずれかの手順を実行してください。

手順

n [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -  [スナップショット]  メニューに、 [現在のスナップショットまで戻る]  コマンドが
あります。

n スナップショット マネージャには  [移動]  ボタンがあります。

親スナップショット

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アイコンのすぐ上に表示されるスナップショットで
す。また、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バージョンでもあります。

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。

注意   最近作成したスナップショットが親スナップショットになるとはかぎりません。

スナップショットの復帰

スナップショットを復帰すると、仮想マシンの現在の状態の親スナップショットがただちに起動します。

現在のディスクおよびメモリの状態が廃棄され、このスナップショットを作成したときの状態にリストアされます。仮想

マシンがパワーオフされたときに親スナップショットが作成された場合、 [スナップショット]  -  [現在のスナップショッ
トまで戻る]  を選択すると、パワーオン状態の仮想マシンは、その親の状態、つまりパワーオフ状態に移動します。

仮想マシンがパワーオン状態のときにスナップショットを作成し、パワーオフしたときにスナップショットの状態に戻す

ように仮想マシンが設定されている場合、仮想マシンを親スナップショットに戻すとサスペンド状態になります。メモリ

オプションが設定されていない場合、スナップショットに戻す操作を実行しても仮想マシンはサスペンド状態になります。

ただし、この場合はパワーオフ操作が実行されません。メモリ オプションが設定されている場合、パワーオフ時にスナッ
プショットに戻す操作によって、仮想マシンはサスペンド状態になります。この処理を 図 10-1 に示します。

注意   特定のタイプのワークロードを実行している仮想マシンの場合、スナップショットから復帰して操作がレジューム
されるまで数分かかる場合があります。この遅延は、ゲスト メモリを増加することで改善される場合があります。
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図 10-1.  現在のスナップショットまで戻る

スナップショットを持たない
仮想マシン

スナップショット 
を作成

新規スナップショット （snapshot_a）  
が現在点の状態の親スナップショット 
になる。現在点の状態の親スナップ 
ショットが仮想マシンの親スナップ 
ショットである。

snapshot_a の状態からスナップ 
ショットを作成すると、snapshot_a は 
新規スナップショット （snapshot_b）  
の親スナップショットになる。 
snapshot_bが現在点の状態の 
親スナップショット である。
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 snapshot_b の 
状態を基に作成され、この新規 
スナップショットの親スナップ 
ショットは snapshot_b の状態である。

snapshot_a に行くと、snapshot_a が 
現在点の状態の親スナップショットに 
なる。
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 snapshot_a の 
状態を基に作成される。 

仮想マシンを戻すと、仮想マシンは、その仮想マシンの親スナップショット  
（つまり、現時点での現在点の状態の親） に戻ります。

スナップショット 
を作成

snapshot_a
に移動

VM

   現在点

VM

   snapshot_a

      snapshot_b

      現在点

VM

   snapshot_a

      snapshot_b

      現在点

VM

   snapshot_a

      現在点

[現在のスナップショットまで戻る]  は、 [現在点]  の親スナップショットへのショートカットです。

注意   vApp にある仮想マシンの vApp メタデータは、仮想マシン構成のスナップショットのセマンティックに従ってい
ません。このため、スナップショット作成後に削除、変更、または定義された vApp プロパティは、仮想マシンがそのス
ナップショット、またはそれ以前のスナップショットに戻されてもそのまま （削除、変更、または定義されたまま） と
なります。

親スナップショットまで戻る

任意のスナップショットを親スナップショットの状態に戻すことができます。

手順

u [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -  [スナップショット]  -  [現在のスナップショットまで戻る]  を選択します。

シンからシックへの仮想ディスクの変換

仮想マシンがシン フォーマットかどうか調べることができ、必要に応じてシックに変換することもできます。

シン プロビジョニングとディスク フォーマットの詳細については、『ESX 構成ガイド』 または 『ESXi 構成ガイド』 を参
照してください。
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仮想マシンのディスク フォーマットの判別

仮想ディスクが、シック フォーマットかシン フォーマットかを特定できます。

手順

1 インベントリで仮想マシンを選択します。

2 [設定の編集]  をクリックすると、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。

3 [ハードウェア]  タブをクリックし、ハードウェア リストで該当するハード ディスクを選択します。

右側のディスク プロビジョニング セクションに、仮想ディスクのタイプとして、シンまたはシックのいずれかが表
示されます。

4 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

仮想マシンがシン フォーマットの場合は、フル サイズまで拡張できます。

シンからシックへの仮想ディスクの変換

シン フォーマットで仮想ディスクを作成した場合は、それをシックに変換できます。

シン プロビジョニング ディスクは、最初は小さく、初期処理に必要なストレージ領域のみを使用します。変換後は、仮
想ディスクが最大容量まで拡大し、ディスク作成時にプロビジョニングされたデータストア領域全体を使用するようにな

ります。

手順

1 インベントリで仮想マシンを選択します。

2 [サマリ]  タブをクリックし、リソースで、仮想マシンのデータストアをダブルクリックしてデータストア ブラウザ
ダイアログ ボックスを表示します。

3 仮想マシン フォルダをクリックし、変換する仮想ディスク ファイルを探します。ファイルには .vmdk という拡張子
が付いています。

4 仮想ディスク ファイルを右クリックし、 [拡張]  を選択します。

シック フォーマットの仮想ディスクは、最初にプロビジョニングされたデータストア領域全体を使用します。
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Microsoft Sysprep ツールのインストール A
Microsoft System Preparation ツールを使用して、Windows ゲスト OS をカスタマイズできます。

特に、仮想マシンのクローンを作成するときに、System Preparation ツールを使用すると便利です。vCenter Server
のゲスト OS のカスタマイズ機能は、System Preparation ツールの機能を活用しています。仮想マシンの Windows ゲ
スト OS をカスタマイズする前に、vCenter Server システムが次の要件を満たしていることを確認します。

n Microsoft System Preparation ツールをインストールします。Windows 2000、Windows XP、および Windows
2003 のインストール CD-ROM ディスクには、システム ツール セットが含まれています。System Preparation
ツールは、Windows Vista および Windows 2008 オペレーティング システムに組み込まれています。

n カスタマイズするゲスト OS ごとに、正しいバージョンの System Preparation ツールがインストールされているこ
とを確認します。

n 仮想マシンのローカル管理者アカウントのパスワードが空白スペース （""） に設定されていることを確認します。

注意   正しいバージョンの Sysprep ツールが見つからない場合、カスタマイズ操作は失敗します。

この付録では次のトピックについて説明します。

n Microsoft Web サイトのダウンロードからの Microsoft System Preparation ツールのインストール (P. 155)

n Windows オペレーティング システム CD からの Microsoft Sysprep ツールのインストール (P. 156)

Microsoft Web サイトのダウンロードからの Microsoft System Preparation ツー
ルのインストール

Microsoft Web サイトから Microsoft System Preparation ツールをダウンロードして、インストールできます。

必ず、カスタマイズするゲスト OS に適したバージョンをダウンロードしてください。Microsoft では、Windows のリ
リースおよび Service Pack ごとに Sysprep のバージョンを変えています。デプロイするオペレーティング システムに固
有のバージョンの Sysprep を使用する必要があります。

手順

1 ブラウザ ウィンドウを開き、Microsoft ダウンロード センターに移動します。

2 必要なバージョンのツールのダウンロード リンクがあるページに移動します。

3 [ダウンロード]  をクリックし、ファイルをローカル ディスクに保存します。

4 Winzip.exe などのツールや、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。
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5 提供されたディレクトリにファイルを展開します。

次の System Preparation ツール サポート ディレクトリは、vCenter Server のインストール中に作成されます。

C:¥<All Users のプロファイル>¥Application Data¥Vmware¥VMware VirtualCenter¥sysprep
...¥1.1¥
...¥2k¥
...¥xp¥ 
...¥svr2003¥
...¥xp-64¥
...¥svr2003-64¥

<All Users のプロファイル> は、通常は ¥Documents And Settings¥All Users¥ です。ここには、vpxd.cfg
ファイルもあります。

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。

6 [OK]  をクリックして、ファイルを展開します。

.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 

...¥<ゲスト>¥readme.txt 

...¥<ゲスト>¥setupcl.exe 

...¥<ゲスト>¥setupmgr.exe 

...¥<ゲスト>¥setupmgx.dll 

...¥<ゲスト>¥sysprep.exe 

...¥<ゲスト>¥unattend.doc

<ゲスト> は 2k、xp、svr2003、xp-64、または svr2003-64 です。

次に進む前に

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。

Windows オペレーティング システム CD からの Microsoft Sysprep ツールのイ
ンストール

Microsoft Sysprep ツールを CD からインストールできます。

手順

1 Windows オペレーティング システム CD を CD-ROM ドライブに挿入します （通常 D: ドライブ）。

2 CD ディレクトリの ¥Support¥Tools で DEPLOY.CAB ファイルを検索します。

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。
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4 Sysprep ゲスト OS に適したディレクトリにファイルを展開します。

次の Sysprep サポート ディレクトリは、vCenter Server のインストール中に作成されます。

C:¥<All Users のプロファイル>¥Application Data¥Vmware¥VMware VirtualCenter¥sysprep
...¥1.1¥ 
...¥2k¥ 
...¥xp¥ 
...¥svr2003¥
...¥xp-64¥
...¥svr2003-64¥

<All Users のプロファイル> は、通常は ¥Documents And Settings¥All Users¥ です。ここには、vpxd.cfg
ファイルもあります。

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、ファイルを展開します。

.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 

...¥<ゲスト>¥readme.txt 

...¥<ゲスト>¥setupcl.exe 

...¥<ゲスト>¥setupmgr.exe 

...¥<ゲスト>¥setupmgx.dll 

...¥<ゲスト>¥sysprep.exe 

...¥<ゲスト>¥unattend.doc

<ゲスト> は 2k、xp、svr2003、xp-64、または svr2003-64 です。

6 vCenter Server を使用してカスタマイズする各 Windows ゲスト OS に対し、この手順を繰り返して Sysprep ファ
イルを展開します。

次に進む前に

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。

付録 A Microsoft Sysprep ツールのインストール
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一般的なタスクに必要な権限 B
多くのタスクが、インベントリの複数のオブジェクトでの権限を必要とします。タスクの実行に必要な権限と、該当する

場合には、適切なサンプル ロールを確認できます。

表 B-1 に、複数の権限を必要とする一般的なタスクを一覧表示します。インベントリ オブジェクトの適用可能なロールを
使用して、そのタスクを実行するための権限を付与できます。または、必要な権限と等価な独自のロールを作成できます。

表 B-1.  一般的なタスクに必要な権限

タスク 必要な権限 適用可能なロール

仮想マシンの作成 ターゲットのフォルダまたはデータ センター：
n 仮想マシン.インベントリ.作成
n 仮想マシン.構成.新規ディスクの追加 （新規仮想ディスクを

作成する場合）

n 仮想マシン.構成.既存ディスクの追加 （既存の仮想ディスク
を使用する場合）

n 仮想マシン.構成.Raw デバイス （RDM または SCSI パスス
ルー デバイスを使用する場合）

仮想マシン管理者

ターゲットのホスト、クラスタ、またはリソース プール
リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て

仮想マシン管理者

ターゲットのデータストア、またはデータストアを含むフォルダ

データストア.領域の割り当て
データストア消費者または仮想マ

シン管理者

仮想マシンを割り当てるネットワーク

ネットワーク.ネットワークの割り当て
ネットワーク消費者または仮想マ

シン管理者

テンプレートからの仮想マシンの

デプロイ

ターゲットのフォルダまたはデータ センター
n 仮想マシン.インベントリ.作成
n 仮想マシン.構成.新規ディスクの追加

仮想マシン管理者

テンプレートまたはテンプレートのフォルダ

仮想マシン.プロビジョニング.テンプレートのデプロイ
仮想マシン管理者

ターゲットのホスト、クラスタ、またはリソース プール：
リソース..仮想マシンのリソース プールへの割り当て

仮想マシン管理者

ターゲットのデータストア、またはデータストアのフォルダ

データストア.領域の割り当て
データストア消費者または仮想マ

シン管理者

仮想マシンを割り当てるネットワーク

ネットワーク.ネットワークの割り当て
ネットワーク消費者または仮想マ

シン管理者

仮想マシンのスナップショットの

作成

仮想マシンまたは仮想マシンのフォルダ

仮想マシン.状態.スナップショットの作成
仮想マシン パワー ユーザーまた
は仮想マシン管理者

ターゲットのデータストア、またはデータストアのフォルダ

データストア.領域の割り当て
データストア消費者または仮想マ

シン管理者
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表 B-1.  一般的なタスクに必要な権限 (続き)

タスク 必要な権限 適用可能なロール

リソース プールへの仮想マシンの
移動

仮想マシンまたは仮想マシンのフォルダ

n リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て
n 仮想マシン.インベントリ.移動

仮想マシン管理者

ターゲットのリソース プール
リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て

仮想マシン管理者

仮想マシンへのゲスト OS のイン
ストール

仮想マシンまたは仮想マシンのフォルダ

n 仮想マシン.相互作用.質問への回答
n 仮想マシン.相互作用.コンソールでの相互作用
n 仮想マシン.相互作用.デバイス接続
n 仮想マシン.相互作用.パワーオフ
n 仮想マシン.相互作用.パワーオン
n 仮想マシン.相互作用.リセット
n 仮想マシン.相互作用.CD メディアの構成 （CD からインス

トールする場合）

n 仮想マシン.相互作用.フロッピー メディアの構成 （フロッ
ピー ディスクからインストールする場合）

n 仮想マシン.相互作用.VMware Tools のインストール

仮想マシン パワー ユーザーまた
は仮想マシン管理者

インストール メディアの ISO イメージを含むデータストア
データストア.データストアの参照 （データストアの ISO イメー
ジからインストールする場合）

仮想マシン パワー ユーザーまた
は仮想マシン管理者

vMotion での仮想マシンの移行 仮想マシンまたは仮想マシンのフォルダ

n リソース.移行
n リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て （移行

先が移行元と異なるリソース プールの場合）

データ センター管理者、リソー
ス プール管理者、または仮想マシ
ン管理者

ターゲットのホスト、クラスタ、またはリソース プール （移行元
と異なる場合）

リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て

データ センター管理者、リソー
ス プール管理者、または仮想マシ
ン管理者

仮想マシンのコールド移行 （再配
置）

仮想マシンまたは仮想マシンのフォルダ

n リソース.再配置
n リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て （移行

先が移行元と異なるリソース プールの場合）

データ センター管理者、リソー
ス プール管理者、または仮想マシ
ン管理者

ターゲットのホスト、クラスタ、またはリソース プール （移行元
と異なる場合）：

リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て

データ センター管理者、リソー
ス プール管理者、または仮想マシ
ン管理者

ターゲットのデータストア （移行元と異なる場合）
データストア.領域の割り当て

データストア消費者または仮想マ

シン管理者

Storage vMotion での仮想マシ
ンの移行

仮想マシンまたは仮想マシンのフォルダ

リソース.移行
データ センター管理者、リソー
ス プール管理者、または仮想マシ
ン管理者

ターゲットのデータストア

データストア.領域の割り当て
データストア消費者または仮想マ

シン管理者

ホストのクラスタへの移動 ホスト

ホスト.インベントリ.クラスタへのホストの追加
データ センター管理者または仮想
マシン管理者

移行先クラスタ

ホスト.インベントリ.クラスタへのホストの追加
データ センター管理者または仮想
マシン管理者
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