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本『ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド』では、VMware® VirtualCenter およ
び ESX Server 3i の新しい構成をインストールおよびセットアップする方法について説
明します。 説明しているのは ESX Server 3i についてのみです。 ESX Server 3.5 について
は、http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html を参照してください。

わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次の製品名を使用します。

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

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

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

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

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

対象読者
本書は、ESX Server 3i Embedded をセットアップ、または修復する方を対象としてい
ます。 本書に記載されている情報は、Windows または Linux のシステム管理者として
の経験があり、仮想マシン テクノロジーおよびデータ センター操作に詳しい方を対
象としています。

本書について

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

docfeedback@vmware.com

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

図で使用される略語
本書の図では、表1の略語を使用しています。

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

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

表1  略語

略語  説明

データベース VirtualCenter データベース

データストア 管理対象ホスト用のストレージ

dsk# 管理対象ホスト用のストレージ ディスク

ホスト n VirtualCenter 管理対象ホスト

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

tmplt テンプレート

ユーザー # アクセス権限を持つユーザー

VC VirtualCenter

VM# 管理対象ホスト上の仮想マシン

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


VMware, Inc. 9

本書について

  

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

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。 詳細は次のURL をご覧くださ
い。http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html

サポート サービス

お客様のビジネス ニーズに適した各種サポートの詳細については、次のURL をご覧
ください。http://www.vmware.com/jp/support/services

ヴイエムウェア教育サービス

当社が提供する有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボや事例の紹介をいた
します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供していま
す。 詳細はヴイエムウェアWeb サイトにある教育サービスのページをご覧ください。 
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm

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


ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド

10 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 11

1

本書では、VMware ESX Server 3i および VMware VirtualCenter について説明していま
す。 本章では、コンポーネントを個別に説明し、インストールするコンポーネントを
決定する手助けをします。 次のセクションで、VMware ESX Server 3i および
VirtualCenter について説明します。

VMware Infrastructure の概要 （P.11）

ESX Server 3i について （P.14）

VMware Infrastructure の概要
図1-1 に、VMware Infrastructure の 6 つの基本コンポーネントを示します。 この図
では、ライセンス サーバはほかのマシンとは別のマシンとしています。 ライセンス 
サーバは、VirtualCenter をホストしているマシンにインストールすることができ
ます。

VMware Infrastructure の
概要 1
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図1-1  VMware Infrastructure のコンポーネント

1 つの VirtualCenter Server が複数の ESX Server 3i ホストを管理します。 

影付きの各ブロックは、個別のインストーラまたはプロシージャを表しています。 複
数のワークステーションで VI Client（VMware Infrastructure Client）を実行できるこ
とから、VI Client は 2 台示されています。

VMware Infrastructure には、次の主要コンポーネントがあります。

VMware ESX Server 3i　物理ホストのプロセッサ、メモリ、ストレージ、および
ネットワーク リソースを複数の仮想マシン内で抽象化するための仮想化レイ
ヤーを備えています。 ESX Server 3i は、ハードウェア ベンダーから購入するサー
バ プラットフォームにファームウェアとして組み込まれているため、インス
トールの必要はありません。

VMware VirtualCenter サーバ（VirtualCenter）　このサーバはWindows の物理マ
シンまたは仮想マシンにインストールされ、VMware ESX Server 3i ホストおよび
VMware Server ホストを一元管理します。 VirtualCenter では、VMware DRS、
VMwareHA、VMware VMotion™などの、VMware Infrastructure の高度な機能を
使用できます。
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第 1章 VMware Infrastructure の概要

VMware SDK Web サービスは、VirtualCenter にインストールされます。 
「VirtualCenter コンポーネント間での通信の構成 （P.108）」を参照してください。

VirtualCenterプラグイン　VirtualCenterに追加機能を提供するアプリケーション
（任意で使用）。 一般に、プラグインは VirtualCenter の上にインストールされま
す。また、別々にリリースされるため、個別にアップグレードできます。 
VirtualCenter Server の格納先と同じコンピュータ、または別のコンピュータ上に
プラグインのサーバ コンポーネントをインストールできます。 プラグインのサー
バ コンポーネントのインストール後に、適切なUI オプションで VI Client を拡張
する、プラグインのクライアント コンポーネントをアクティベイトできます。

各プラグインに付属のドキュメントは、プラグインのサーバ コンポーネントの
インストール方法を説明しています。

クライアント コンポーネントをインストールしたり、すでにインストールされて
いるプラグインを確認したり、使用していないプラグインを無効化またはアンイン
ストールしたりする方法については、『基本システム管理』を参照してください。

次のプラグインを使用できます。

VMware Converter　物理マシンまたは仮想マシンをESX Server 3i仮想マシン
に変換します。 仮想マシンへの変換後に、VirtualCenter インベントリに仮想
マシンを追加できます。

VMware Update Manager　ESX Server 3i ホストおよび仮想マシンに、セキュ
リティ監視とパッチ サポートを提供します。 

サーバ コンポーネントの個別のインストールに加えて、このリリースでは、
VirtualCenterサーバとUpdateManager の統合インストールもサポートしてい
ます。 VirtualCenter とともにVMware Update Manager サーバ コンポーネントを
インストールする詳細については、「VirtualCenter コンポーネント間での通信
の構成 （P.108）」を参照してください。 アップグレードを行う場合は、『アッ
プグレード ガイド』を参照してください。 Update Managerについての一般的
な情報は、『Update Manager Administration Guide』を参照してください。

VI Client　Windows マシンにインストールされ、VMware Infrastructure との通信
手段として主に使用されます。 VI Client では次の機能を実行します。

仮想マシンを操作するコンソールとしての機能

VirtualCenter ホストおよび ESX Server ホストの管理インターフェイスとして
の機能

ライセンス サーバ　Windows システムにインストールされ、ライセンス契約に
応じて、VirtualCenter ホストおよび ESX Server 3i ホストに適切な権限を付与しま
す。 システム管理者は、VI Client を使用してソフトウェア ライセンスを変更しま
す。 「一元管理型ライセンスの設定 （P.77）」を参照してください。
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データベース　VirtualCenter は、データベースを使用してVMware Infrastrucutre 環
境のすべての構成データを整理します。 小規模の導入の場合、バンドルされている
Microsoft SQL Server 2005 Express データベースを使用して、ホストおよび仮想マシ
ンを上限数（5台のホストと50の仮想マシン）まで設定できます。 大規模な導入
の場合、VirtualCenter ではほかのデータベース製品をいくつかサポートしていま
す。 「VirtualCenter サーバ データベースの準備 （P.97）」を参照してください。

ESX Server 3i について
ESX Server 3i ホストは、工場出荷時にファームウェアとしてあらかじめ組み込まれた
ESX Server イメージを含む物理サーバです。

ESX Server 3i ホストをはじめて起動するときは、初期構成および ESX Server ソフト
ウェアのトラブルシューティングにはダイレクト コンソール ユーザー インターフェ
イスを使用します。 ダイレクト コンソールは、ホストにモニタを接続すると表示され
ます。 VMware Infrastructure Management ソフトウェアをインストールすると、ホス
トの管理に VMware Infrastructure クライアント アプリケーションを使用することも
できます。

ESX Server 3i ホストをはじめて起動すると（または構成をデフォルトにリセットした
あとにホストを起動すると）、ホストは起動段階に切り替わりますが、このタイミン
グでシステム ネットワークおよびストレージ デバイスはデフォルトで構成されます。

ネットワークのデフォルト動作では、IP の構成にDHCP（Dynamic Host 
Configuration Protocol）を使用します。 またストレージのデフォルト動作では、仮想
マシンをディスクに格納できるよう、すべての空の仮想内臓ディスクを VMFS（仮想
マシン ファイル システム）でフォーマットします。 

ホストの起動段階が完了すると、接続されているモニタにダイレクト コンソールが
表示されます。 ホストに接続されているキーボードとモニタを使用して、起動段階で
適用されたデフォルトのネットワーク構成を確認し、ネットワーク環境に適応しない
設定をすべて変更できます。 

ダイレクト コンソールでは、キーを使用して次の処理を行えます。

ESX Server 3i ホストのデフォルト構成

管理用アクセスの設定

ESX Server 3i のトラブルシューティング

ESX Server 3i ホストの設定およびダイレクト コンソールの使用方法については、
「ESX Server 3i の設定 （P.15）」を参照してください。
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本章では、ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスの使用法および
ESX Server 3i のデフォルト構成についての情報を提供します。 本章の内容は、次のと
おりです。

ESX Server 3i ホストへのネットワーク アクセス （P.16）

ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスの設定 （P.17）

ESX Server 3i 起動設定の構成 （P.18）

ネットワーク設定の構成 （P.21）

ストレージ動作の構成 （P.26）

ESX Server 3i のセキュリティの構成 （P.28）

デフォルト構成にリセット （P.31）

ESX Server 3i のリモート管理 （P.32）

管理エージェントの再起動 （P.33）

システム ログの表示 （P.34）

ESX Server 3i の設定 2
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ESX Server 3i ホストへのネットワーク アクセス
デフォルトでは、ネットワーク設定において、IP の構成にDHCP を使用します。 デ
フォルトの動作を受け入れる、起動段階でのこのデフォルトの動作を行わないように
する、または有効になったあとでこの動作を無効にすることが可能です。 使用してい
るネットワーク環境に適応しない設定は、すべて変更することができます。表2-1
に、ESX Server 3i がサポートしているネットワーク構成の使用例とアプローチ方法を
示します。 

表2-1  ネットワーク構成の使用例とアプローチ方法

使用例 アプローチ方法

DHCP 構成の IP 設定を受け
入れる。

DHCP によって割り当てられた IP アドレスを記録し、ESX Server 3i ホス
トへの接続に VI Client または別のデスクトップ クライアント インター
フェイスを使用しします。

次のいずれかに当てはまる
場合
DHCP サーバがない。
ESX Server 3i ホストが
DHCP サーバに接続さ
れていない。
接続している DHCP
サーバが正常に機能し
ていない。

初期の起動処理中に、ソフトウェアによってデフォルトの IP アドレス
「169.254.0.1/16」が割り当てられます。
VI Client または別のデスクトップ クライアント インターフェイスを通じ
て ESX Server 3i ホストにリモート接続している場合は、初期接続後に、
このデフォルトの IP アドレスを使用して初期接続を行えます。 そのあと
で、固定 IP アドレスを構成できます。
ESX Server 3i ホストで操作する場合は、ダイレクト コンソールを使用し
て固定 IP アドレスを構成し、デフォルトの IP アドレスをオーバーライ
ドできます。

ESX Server 3i ホストは作動
中の DHCP サーバに接続さ
れているが、DHCP 構成の
IP アドレスを使用したく
ない。

初期の起動処理中に、ソフトウェアによって DHCP 構成の IP アドレスが
割り当てられます。
VI Client または別のデスクトップ クライアント インターフェイスを通じ
て ESX Server 3i ホストに接続している場合は、この DHCP 構成の IP アド
レスを使用して初期接続を行えます。 そのあとで、固定 IP アドレスを構
成できます。
ESX Server 3i ホストで操作する場合は、ダイレクト コンソールを使用し
て固定 IP アドレスを構成し、DHCP 構成の IP アドレスをオーバーライド
できます。

導入しているセキュリティ 
ポリシーによって、ネット
ワーク上で構成されていな
いホストの起動が許可され
ない。

セットアップ手順：
1 ホストにネットワーク ケーブルが接続されていないことを確認し
ます。 

2 ホストを起動します。
3 ダイレクト コンソールを使用して、システム管理者のパスワードを
構成します。

4 ダイレクト コンソールを使用して、固定 IP アドレスを構成します。
5 ホストにネットワーク ケーブルを接続します。
6 VI Client を使用して、VirtualCenter に接続します。
7 ホストを VirtualCenter インベントリに追加します。
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ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスの設定
ダイレクト コンソールは、ユーザー インターフェイスがキーボードしかないコン
ピュータの BIOS と類似しています。表2-2 には、ダイレクト コンソールでの操作や
アクションの実行で使用できるキーを一覧表示しています。

キーボードの配列の確認 
ダイレクト コンソールで使用するキーボードの配列を構成できます。 

キーボードの配列を構成するには

1 ダイレクト コンソールから、[キーボードの構成（Configure Keyboard）] を選択
して <Enter> キーを押します。 

2 使用する配列を選択します。 

3 スペースバーを押して、オンやオフの選択を切り替えます。

4 <Enter> キーを押します。

表2-2  ダイレクト コンソールでの操作

アクション キー

構成の表示と変更 F2

ホストのシャット ダウンまたは再
起動

F12

選択フィールド間でのハイライトの
移動

矢印キー

メニュー項目の選択 Enter

値の切り替え スペースバー

構成をデフォルトにリセットするな
どの、注意を払う必要があるコマン
ドの確認

F11

保存して終了 Enter

保存せずに終了 Esc

システム ログを終了 q
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ダイレクト コンソール用のセキュリティ バナーの構成 
セキュリティ バナーは、ダイレクト コンソールの [ ようこそ（Welcome）] 画面に表
示されるメッセージです。

ダイレクト コンソールにセキュリティ バナーを追加するには

1 VI Client からホストにログインします。

2 [構成（Configuration）]タブで、[詳細設定（Advanced Settings）]を選択します。

3 [ 詳細設定（Advanced Settings）] ウィンドウで [ 注釈（Annotations）] を選択し
ます。

4 セキュリティ メッセージを入力します。

このメッセージが、ダイレクト コンソールの [ ようこそ（Welcome）] 画面に表示さ
れます。

ESX Server 3i 起動設定の構成
ESX Server 3i ホストをはじめて起動したとき、または構成をデフォルトにリセットし
たあとにホストを起動したとき、ホストは起動段階に切り替わりますが、このタイミ
ングでユーザーは起動デバイスを選択できます。 ESX Server 3i モード、またはほかの
モードで、常に起動できます。 起動段階で、システム ネットワークおよびストレージ 
デバイスはデフォルト設定で構成されます。 

ホストの起動段階が完了すると、接続されているモニタにダイレクト コンソールの
ユーザー インターフェイスが表示されます。 ホストに接続されたキーボードやモニタ
を使用して、ダイレクト コンソールで ESX Server ホストを構成したり、起動段階で
適用されたデフォルトのネットワーク構成をテストしたり、ESX Server ソフトウェア
をトラブルシューティングしたりできます。 

起動デバイスの選択
基本的な入出力システム（BIOS）の起動構成によって、どのモードでサーバを起動
するかが決定されます。 一般的に、ESX Server 3i がインストールされているマシン
（ホスト マシン）では、BIOS の起動設定において、USB フラッシュ デバイスが最初
にリスト表示されます。 起動設定を変更する機能は、ホストにほかのサポート対象オ
ペレーティング システムがある場合に役立ちます。 起動時に BIOS で起動順序を構成
したり、[起動オプション（Boot Options）] メニューから起動デバイスを選択したり
することで、起動設定を変更できます。 
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BIOS で起動順序を変更すると、その新しい設定が、今回の起動および次回以降のす
べての再起動時に影響します。 [ 起動オプション（Boot Options）] メニューから起動
デバイスを選択すると、その選択は現在の起動のみに影響します。 デフォルトの BIOS
設定を変更しない場合、[起動オプション（Boot Options）] メニューは、1回の起動
時に限定して変更するときに役立ちます。 

一部のサーバでは、[起動オプション（Boot Options）] メニューがありません。この
場合、1回の起動時に限定して変更する場合でも BIOS で起動順序を変更する必要が
あります。その後、次の起動時に起動順序を元に戻します。

ESX Server 3i の起動設定の構成
ESX Server 3i モードで起動するよう BIOS を構成する必要がある場合は、この手順に
従ってください。 

ESX Server 3i モード用に起動設定を構成するには

1 ESX Server 3i ホストの起動時に、ホストの BIOS セットアップ ページに切り替え
るために必要なキーを押します。

サーバのハードウェアによって、キーは<F1>、<F2>、<F10>、<F11>、<F12>、
または<Del>である場合があります。BIOS セットアップ ページを開くオプショ
ンは、サーバによって異なります。 

2 USB フラッシュ デバイスを選択し、リストの先頭に移動します。

ESX Server 3i モードでホストの電源を入れます。 ESX Server 3i モードでホストを
起動しないと、「ESX Server 3i Embedded ソフトウェアのリカバリ （P.39）」に説
明されているようにUSB フラッシュのイメージを再作成する必要があります。

注意   このセクションに記述されている [起動オプション（Boot Options）] メニュー
は、VI Client にログインしてホストを選択し、[ 構成（Configuration）] - [ プロセッサ
（Processors）] - [ 起動オプション（Boot Options）] をクリックして構成できるシステ
ム起動オプションとは異なります。 

このセクションでは、システムの BIOS の [ 起動オプション（Boot Options）] メ
ニューについて説明します。 VI Client の起動オプションでは、フロッピー、CD-ROM、
およびハード ディスク（C: ドライブ）の起動順序のみを構成できます。 一部のサーバ
では、システム BIOS には 2つのオプションがあります。 1 つは起動順序（フロッ
ピー、CD-ROM、ハード ディスク）で、もう 1つはハード ディスクの起動順序（USB
キー、ローカル ハード ディスク）です。 VI Client を使用する場合、起動オプションは
BIOS の起動順序（フロッピー、CD-ROM、ハード ディスク）に相当します。
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ほかのモード用の起動設定の構成 
複数の用途でサーバを使用する場合、起動構成を適切に変更できます。 

サーバに起動オプション メニューがあり、デフォルトの起動順序を変更しない場合
は、1回の起動時に限定して変更する手順に従います。 次の手順は、仮想メディアな
どから起動する場合に役立ちます。

サーバに起動オプション メニューがない場合、またはデフォルトの起動順序を変更
する場合、起動順序を変更する手順に従ってください。 

1 回の起動時に限定して変更するオプションを選択するには

1 サーバを再起動します。 

2 サーバの起動中に、起動オプション メニューを開きます。

たとえば、一部のサーバでは、<F11> キーを押して起動オプション メニューを
開きます。

3 この起動オプション メニューから、指示に従って起動元となるデバイスを選択
します。 

サーバは構成されたモードで一度起動し、次回の再起動時には、デフォルトの起
動順序に戻ります。 

起動順序を変更するには

1 サーバを再起動します。 

2 サーバの起動時に、ホストの BIOS セットアップ ページに切り替えるために必要
なキーを押します。

サーバのハードウェアによって、キーは <F1>、<F2>、<F10>、<F11>、
<F12>、または <Del> である場合があります。BIOS セットアップ ページを開く
オプションは、サーバによって異なります。 

3 デバイスを選択し、それをリストの先頭に移動して起動順序を変更します。 

ホストは、今回の起動および次回以降のすべての起動において、構成されたモー
ドで起動します。 



VMware, Inc. 21

第 2章 ESX Server 3i の設定

仮想メディア用の起動設定の構成 
仮想メディアは、ネットワーク上のすべてのマシンが使用できるように作成された、
アクセス可能なストレージ メディア（フラッシュ メモリ、外付けドライブ、USB、
フロッピー、CD-ROMなど）です。

仮想メディアから起動するには

1 メディアを仮想デバイスに接続します。 

たとえばDell サーバを使用している場合、DRAC（Dell Remote Access 
Controller）（または類似のリモート管理インターフェイス）にログインして、物
理フロッピーまたは CD-ROMドライブを選択するか、またはフロッピー イメー
ジや CD-ROMイメージへのパスを指定します。 [ 接続（Connect）] をクリックし
て、選択したメディアを仮想デバイスに接続します。

2 サーバを再起動します。 

サーバの起動中に起動設定を構成して、仮想メディア デバイスから起動します。 
「ほかのモード用の起動設定の構成 （P.20）」を参照してください。

ネットワーク設定の構成
ESX Server 3i ホストを操作する前に、IP アドレスを設定する必要があります。 基本的
なネットワーク設定を構成するには、ダイレクト コンソールまたは VI Client を使用
します。 

管理ネットワーク用NIC の選択 
ESX Server 3i ホストとほかの外部管理ソフトウェア間のトラフィックは、ホストの
イーサネットNIC（ネットワーク インターフェイス カード）を通して送受信されま
す。 外部管理ソフトウェアには、VI Client、VirtualCenter、および SNMP クライアント 
ソフトウェアなどがあります。 ホストのNIC には、vmnic<N> という名前が付いてい
ます。このNは、NIC の番号のことです（vmnic0、vmnic1 など）。 

起動段階では、ESX Server 3i ホストは、管理トラフィック用に vmnic0 を選択しま
す。 ホストの管理トラフィックを送受信するNIC を手動で選択して、デフォルトの選
択をオーバーライドすることができます。 場合によっては、可用性を最大限に引き出
すために、管理トラフィック用にギガビット イーサネットNIC を使用するかもしれ
ません。 可用性の確保に役立つもうひとつの方法は、管理トラフィック用に複数の
NIC を選択することです。 複数の NIC を選択すると、ロード バランシング機能とフェ
イルオーバー機能が有効になります。 
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NIC を選択するには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークの構成（Configure 
Management Network）] を選択して<Enter> キーを押します。

2 [ネットワーク アダプタ（Network Adapters）]を選択して<Enter>キーを押します。

3 NIC を選択します。

4 スペースバーを押して、NIC 選択のオンとオフを切り替えます。

5 <Enter> キーを押します。

ネットワークが機能するようになると、VI Client を使用して ESX Server 3i ホストに接
続できます。

VLAN ID の設定 
オプションで、ESX Server 3i ホストの仮想 LAN（VLAN）ID の番号を設定できます。

VLAN ID を設定するには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークの構成（Configure 
Management Network）] を選択して<Enter> キーを押します。

2 [VLAN（任意）（VLAN（optional））] を選択して <Enter> キーを押します。

3 VLAN ID の番号を入力します。

VLANの ID 番号の範囲は 1～ 4094 です。 

IP 設定の構成 
ESX Server 3i ホストの IP の構成は、手動または自動から選択できます。 デフォルトで
は、IP の構成は自動です。 自動設定の場合、DHCP を有効にして、IP アドレス、サブ
ネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを設定できます。 ダイレクト コン
ソールは、DHCP がホストに割り当てる IP アドレスを表示します。 今後の参考のため
に、この IP アドレスを書き留めておくことをお勧めします。

DHCP が機能するためには、ネットワーク環境にDHCP サーバを置く必要がありま
す。 DHCP を使用できないまたは使用しない場合、固有のデフォルト IP アドレス
（169.254.0.1/16）をホストに割り当てる必要があります。最初にこのデフォルト アド
レスを使用して接続し、そのあと固定ネットワーク アドレスを構成できます。 デフォ
ルトのサブネット マスクは 255.255.0.0 です。 デフォルトのゲートウェイは空です。 
DHCP サービスを使用せずに 2つのホストの電源を入れると、両方のホストにデフォ
ルトの IP アドレス（169.254.0.1）が割り当てられます。 この IP アドレスを経由して、
トラフィックを送信することはできません。 このため、DHCP の代わりに、デフォル
ト IP アドレスを長期間使用することはできません。 固定 IP 設定を構成できるように、
ホストに一時的に接続する方法が提供されています。
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ホスト以外のマシンで操作する場合、ホストと同じ物理サブネット上にいて、VI 
Client の IP を 169.254.0.x ネットワーク上に構成しておくと、VI Client を使用して固
定 IP 設定を構成できます。

ホスト マシンで操作する場合、ダイレクト コンソールを使用して固定 IP 設定（IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなど）を構成できます。 

ダイレクト コンソールから固定 IP 設定を構成するには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークの構成（Configure 
Management Network）] を選択して<Enter> キーを押します。

2 [IP 構成（IP Configuration）] を選択して <Enter> キーを押します。

3 [ 固定 IP アドレスとネットワーク構成を設定（Set static IP address and network 
configuration）] に移動します。

4 スペースバーを押して、ハイライト表示された項目を選択します。

5 現在の IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを選択
して削除します。

6 固定 IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを入力し
ます。

7 <Enter> キーを押します。

VI Client から固定 IP 設定を構成するには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブを選択し、[ ネットワーク（Networking）] をク
リックします。

3 [ 仮想スイッチ：vSwitch0（Virtual Switch: vSwitch0）] の隣の [ プロパティ
（Properties）] をクリックします。

4 [ 管理ネットワーク（Management Network）] を選択し、[ 編集（Edit）] をク
リックします。

5 [ 全般（General）] タブで、[ 次の IP 設定を使用（Use the following IP settings）]
をクリックします。

6 固定 IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを入力し
ます。

7 [OK] をクリックします。 
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DNS の構成 
ESX Server 3i ホストの DNS（Domain Name System）の構成は、手動または自動から
選択できます。 デフォルトでは、DNS の構成は自動です。 自動設定の場合、DHCP
サーバを有効にして、DNS 情報を取得できます。 自動DNS が機能するためには、
ネットワーク環境にDHCP サーバとDNS サーバを置く必要があります。

自動DNS を使用できないまたは使用しないネットワーク環境では、ホスト名、プラ
イマリ ネーム サーバ、セカンダリ ネーム サーバ、およびDNS サフィックスなどの
固定DNS 情報を構成できます。 

ホスト以外のマシンから操作する場合、VI Client を使用してDNS 情報を構成でき
ます。

ホスト マシンで操作する場合、ダイレクト コンソールを使用してDNS情報を構成で
きます。 

ダイレクト コンソールからDNS 設定を構成するには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークの構成（Configure 
Management Network）] を選択して<Enter> キーを押します。

2 [DNS 構成（DNS Configuration）] を選択して <Enter> キーを押します。

3 [ 次の DNS サーバ アドレスとホスト名を使用（Use the following DNS server 
addresses and hostname）] に移動します。

4 スペースバーを押して、ハイライト表示された項目を選択します。

5 現在のプライマリ サーバ、代替サーバ、およびホスト名を選択して削除します。

6 固定プライマリ サーバ、代替サーバ、およびホスト名を入力します。

7 <Enter> キーを押します。

VI Client から DNS 設定を構成するには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブを選択し、[ ネットワーク（Networking）] をク
リックします。

3 [ 仮想スイッチ：vSwitch0（Virtual Switch: vSwitch0）] の隣の [ プロパティ
（Properties）] をクリックします。

4 [ 管理ネットワーク（Management Network）] を選択し、[ 編集（Edit）] をク
リックします。

5 [ 全般（General）] タブで、[ 次の IP 設定を使用（Use the following IP settings）]
をクリックします。
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6 [VMkernel デフォルト ゲートウェイ（VMkernel Default Gateway）] の隣の [ 編集
（Edit）] をクリックします。

7 [DNS 構成（DNS Configuration）] タブで、固定プライマリ サーバ、代替サーバ、
ホスト名、およびDNS サフィックスを入力します。

8 [OK] をクリックします。 

DNS サフィックスの構成 
デフォルトで、DHCP は DNS サフィックスを取得します。 

DNS サフィックスを構成するには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークの構成（Configure 
Management Network）] を選択します。 

2 [ カスタム DNS サフィックス（Custom DNS Suffixes）] を選択して <Enter> キー
を押します。

3 バックスペース キーを押して、現在のDNS サフィックスを削除します。 

4 新しい DNS サフィックスを入力します。

5 <Enter> キーを押します。

ネットワーク接続のテスト 
ダイレクト コンソールを使用して、簡単なネットワーク接続テストをいくつか実行
できます。 デフォルトでは、ダイレクト コンソールは次のテストを実行します。

デフォルト ゲートウェイの接続の確認

プライマリDNS ネームサーバの接続の確認

セカンダリDNS ネームサーバの接続の確認

DNS ホスト名の特定

管理ネットワークをテストするには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークのテスト（Test Management 
Network）] を選択して <Enter> キーを押します。 

2 <Enter> キーを押してテストを開始します。

ESX Server 3i ホストがネットワーク構成をテストします。
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ほかのデバイスまたはネットワークへの接続をテストするには 

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理ネットワークのテスト（Test Management 
Network）] を選択して <Enter> キーを押します。 

2 1 つ以上のデフォルト アドレスまたはデフォルト ホスト名を選択または削除し
ます。

3 ほかのアドレスを入力して接続を確認するか、ほかのDNS ホスト名を入力して
特定します。

4 <Enter> キーを押してテストを開始します。

ストレージ動作の構成 
ESX Server 3i の起動時に、ホストは最初の起動段階に切り替わりますが、このときシ
ステム ストレージ デバイスはデフォルトで構成されます。 ストレージのデフォルト
の動作では、ソフトウェアがすべての認識可能な空の内部ディスクを VMFS でフォー
マットして、ユーザーがそのディスクに仮想マシンを格納できるようにします。

ESX Server 3i ホストの起動元となるハード ドライブで、ディスク フォーマット ソフ
トウェアは、ハードウェア ベンダーが作成した既存の診断パーティションをそのま
ま保持します。 残りの領域で、ソフトウェアは次のものを作成します。

システム スワップ用の 4 GB VFAT スクラッチ パーティションを 1つ（このパー
ティションがほかのディスクにない場合）。 「スクラッチ パーティションの構成 
（P.27）」を参照してください。 

コア ダンプ用の110 MB診断パーティションを1つ（このパーティションがほかの
ディスクにない場合）。

残りの空き領域に VMFS3 パーティションを 1つ。

VFAT スクラッチ パーティションと診断パーティションは、ESX Server 3i ホストの起
動元となるディスクでのみ作成されます。 ほかのディスクでは、ソフトウェアは空の
ディスク 1つに対して、そのディスクをすべて使用して 1つの VMFS3 パーティショ
ンを作成します。 ソフトウェアは空きディスクのみをフォーマットします。

たとえば、ローカル ストレージではなく共有ストレージ デバイスを使用するように
ポリシーが設定されている場合に、このデフォルト動作をオーバーライドする必要が
生じる場合があります。
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自動ディスク フォーマットが実行されないようにするには、最初にホストを起動す
る前（またはホストをデフォルト構成にリセットしたあとで起動する前）に、ローカ
ル ストレージ デバイスをホストから切り離します。 自動ディスク フォーマットは、
最初にホストを起動した場合、およびホストをデフォルト構成にリセットしたあとで
起動した場合に実行されます。 次回の再起動時には、ローカル ストレージ デバイス
を切り離す必要はありません。 すでにディスクの自動フォーマットが実行している場
合に、VMFS フォーマットをオーバーライドするには、データストアを削除します。 
『サーバ構成ガイド』を参照してください。

スクラッチ パーティションの構成 
ESX Server 3i ホストで最初に起動したとき（およびホストをデフォルト構成にリセッ
トしたあとで起動したとき）に、ソフトウェアはシステム スワップ用に 4GB VFAT ス
クラッチ パーティションを作成して有効にします（このパーティションがほかの
ディスクにない場合）。 ホストはホスト自身の操作用にシステム スワップを使用しま
す。 システム スワップは仮想マシンのスワップとは異なります。

ホストにスクラッチ パーティションがない場合、スクラッチ パーティションがある
場合と比べると、ホストは 512 MB 以上多くのメモリを使用します。 ホストがこの余
分なメモリを使用しないようにする場合は、このスクラッチ パーティションを有効
にしておいてください。 スクラッチ パーティションが無効な場合、有効にできます。 

スクラッチ パーティションを有効にするには、リモート CLI（コマンドライン イン
ターフェイス）を実行可能なマシンにアクセスする必要があります。 リモートCLI の
インポートおよびインストールについては、『ESX Server 3i 構成ガイド』の付録の
「リモート コマンドライン インターフェイス」を参照してください。 

スクラッチ パーティションを有効にするには

1 リモート CLI を起動してログインします。

コマンド ラインでパスワードを入力する必要はありません。 パスワードが指定さ
れない場合、ツールは端末にエコー出力を行わず、パスワードの入力を求めま
す。 つまり、入力するパスワードがコマンドを実行するときにウィンドウに表示
されません。

リモート CLI の IP アドレスを使用して、リモート CLI へのセキュリティ保護され
た接続を作成できます。 VI Client を使用している場合は、リモート CLI を右ク
リックして [コンソールを開く（Open Console）] を選択します。 

使用しているWindows または Linux システムにリモート CLI がインストールさ
れている場合は、インストール済みのアプリケーションを使用できます。この場
合ログインの必要はありません。
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2 現在の状態を取得するには、次の読み取り専用コマンドを実行します。

vicfg-advcfg.pl --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> -s /ScratchConfig/CurrentScratchLocation

vicfg-advcfg.pl --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> -s /ScratchConfig/ConfiguredSwapState

3 次のコマンドを実行して、システム スワップを有効または無効にします。

スワップを有効にする場合：

vicfg-advcfg --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> -s true ScratchConfig.ConfiguredSwapState 

スワップを無効にする場合：

vicfg-advcfg --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> -s false ScratchConfig.ConfiguredSwapState

4 システム スワップを有効にした場合は、次のコマンドを実行して、システム ス
ワップ パーティションを作成して有効にするデータストアの場所に切り替え
ます。

vicfg-advcfg --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> 
-s "/vmfs/volumes/<NameOfDatastore>/<DirectorySpecificToHost>" 
ScratchConfig.ConfiguredScratchLocation

構成されたディレクトリは、複数のホストを通じて固有のものである必要があり
ます。

スワップ状態を取得する場合

vicfg-advcfg --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> -g ScratchConfig.ConfiguredSwapState

スクラッチの場所を取得する場合

vicfg-advcfg --server <ip-address> --username root 
--password <root_password> -g ScratchConfig.ConfiguredScratchLocation

5 変更を有効にするには、ホストを再起動します。

ESX Server 3i のセキュリティの構成
このセクションの手順では、rootのユーザー名とパスワードを設定して ESX Server
ホストをセキュリティ保護し、ホストをロックダウン モードに構成する方法につい
て説明します。このようにすると、リモート ユーザーが root ログイン名を使用して
ESX Server 3i ホストにログインすることを防止できます。 また、ESX Server 3i のシリ
アル番号を特定する方法についても説明します。シリアル番号はリカバリ操作で必要
になります。 
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ESX Server 3i のシリアル番号の記録
ESX Server 3i ホストに Standalone エディションを使用するライセンスが供与されて
いる場合、シリアル番号はホストに割り当てられています。 シリアル番号を書き留め
て、可能であればサーバにテープで貼るか、または安全で容易に入手できる場所にシ
リアル番号を置いておくことをお勧めします。 コンソールまたは VI Client から直接シ
リアル番号にアクセスできます。 

構成のバックアップを行うと、構成とともにシリアル番号がバックアップされ、構成
をリストアするときにそのシリアル番号はリストアされます。

ダイレクト コンソールから ESX Server 3i のシリアル番号にアクセスするには

ダイレクト コンソールから、[ サポート情報の表示（View Support Information）] を
選択します。 

ライセンス シリアル番号は、XXXX-XXXX-XXXX-XXXX の形式で表示されます。 

物理マシンのシリアル番号も表示されます。 ライセンス シリアル番号と物理マシンの
シリアル番号を間違えないように気をつけてください。 

VI Client から ESX Server 3i のシリアル番号にアクセスするには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブを選択し、[ ライセンス機能（Licensed Features）]
をクリックします。

シリアル番号が [ライセンス ソース（License Source）] の下に一覧表示されま
す。 シリアル番号が一覧表示されない場合、別のホスト ライセンス ソースが構
成されます。 

システム管理者のパスワードの設定 
ESX Server 3i ホストのシステム管理者のユーザー名は rootです。 デフォルトでは、
システム管理者のパスワードは空です。つまり、システム管理者のパスワードはあり
ません。 

システム管理者パスワードの構成を行うには

1 ダイレクト コンソールから、[root パスワードの構成（Configure Root Password）]
を選択します。 

2 古いパスワードを入力するように促されたら、<Enter> キーを押します。 

はじめてパスワードを設定した場合は、古いパスワードは要求されません。

3 新しいパスワードを入力します。

4 新しいパスワードを再度入力して <Enter> キーを押し、パスワードの構成を保
存します。
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ロックダウン モードの構成 
ロックダウン モードにすると、リモート ユーザーが rootログイン名を使用して
ESX Server 3i ホストにログインすることを防止できます。 ロックダウン モードに構成
して、ローカル ホストのほかのユーザー アカウントを構成しないと、ホストへの直
接アクセスが制限されます。 これは root ユーザーが、VI Client、VI API、およびリモー
ト CLI（コマンドライン インターフェイス）を経由してスタンドアロン ホストへアク
セスできないことを意味しています。 

ロックダウン モードを有効にしても、ダイレクト コンソールや、VirtualCenter など
の認定された一元型管理アプリケーションを経由して、ユーザーはアクセスできま
す。 デフォルトでは、ロックダウン モードは無効です。 

ロックダウン モードが有効な場合、システム管理者権限を持つ root以外のユーザー
を作成してスタンドアロン ホストに接続できます。 多数のホストがある環境では、各
ホストで個別のユーザー パスワード データベースを保守するのは管理が難しいため、
この方法は使用しないでください。

ホストを VirtualCenter インベントリに追加してはじめて、ロックダウン モードを有
効にできます。 VirtualCenter にホストを追加する前に、ロックダウン モードを有効に
しようとすると、この操作は失敗します。 VirtualCenter では、ホストを VirtualCenter
インベントリに追加したときにロックダウン モードを有効にするかどうか選択でき
ます。 有効にすると、ダイレクト コンソールでロックダウン モードを有効にする必
要はありません。 

ロックダウン モードを構成するには

1 VirtualCenter インベントリに ESX Server 3i ホストを追加します。

2 ダイレクト コンソールから、[ ロックダウン モードの構成（Configure 
Lockdown Mode）] を選択して<Enter> キーを押します。 

3 スペースバーを押して [ロックダウン モードの有効化（Enable Lockdown Mode）]
を選択し、<Enter> キーを押します。 

4 <Enter> キーを押します。
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デフォルト構成にリセット 
構成をデフォルトにリセットすると、ソフトウェアは構成に加えたすべての変更を
オーバーライドし、システム管理者のパスワードを削除したあと、ホストを再起動し
ます。 構成をデフォルトにリセットしたときに、ハードウェア ベンダーが工場で変更
した一部の構成も削除されます。 これらの変更には、IP アドレスの設定やライセンス
構成が含まれます。

構成をデフォルトにリセットする前に、最初に ESX Server の構成をバックアップし
ておいてください。 構成をデフォルトにリセットしたあと、バックアップ ファイルを
使用して構成をリストアできます。 

構成をデフォルトにリセットしても、ESX Server 3i ホスト上の仮想マシンが削除され
ることはありません。 仮想マシンはUSB フラッシュではなく、データストアに格納さ
れています。 構成をデフォルトにリセットしたあと仮想マシンを認識できなくなりま
すが、ストレージを再構成し（再起動中にホストがストレージを認識、構成しない場
合）、仮想マシンを再登録することで回復できます。 

構成をデフォルトにリセットするには

1 （推奨）リモート CLI の vicfg-cfgbackupコマンドを実行して、構成をバック
アップします。

2 ダイレクト コンソールから、[ カスタマイズした設定をリセット（Reset 
Customized Settings）] を選択して<Enter> キーを押します。 

3 <F11> キーを押して確認します。

システム プロセッサは、すべての設定をリセットしたあとサーバを再起動します。 

4 （オプション）オーバーライドされた構成データをリストアするには、リモート
CLI を使用して vicfg-cfgbackupコマンドを実行します。

「ESX Server 3i 構成のバック アップとリストアについて （P.36）」を参照してください。

注意   構成をデフォルトにリセットすると、VI Client または VirtualCenter からこのホ
ストへアクセスしているユーザーの接続は失われます。



ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド

32 VMware, Inc.

ESX Server 3i のリモート管理
ESX Server 3i ホストをダイレクト コンソールで起動したあと、VI Client および
VirtualCenter を使用してホストを管理できます。 このためには、ESX Server 3i ホスト
にネットワーク接続している管理ステーションとして機能するコンピュータに、2つ
のアプリケーションをインストールします。 ライセンス モードまたは評価モードで
VirtualCenter をインストールできます。

VirtualCenter は、www.vmware.com/jpから、または VMware Infrastructure 
Management Installer CD を使用して、ダウンロードできます。 VI Client は、ESX 
Server 3i ホストから直接、または VMware Infrastructure Management Installer CD を
使用してダウンロードできます。

VI Client および VirtualCenter のインストールに関する簡単な説明に従います。

VI Client　VI Client を使用して、1台の ESX Server 3i ホストまたは VirtualCenter に
接続します。 

VI Client をインストールするには、ブラウザを使用して ESX Server 3i ホストの IP
アドレス（http://ESX-host-IP-address）を参照します。 [ ようこそ（Welcome）]
ページで、[VI Client のダウンロード（Download the VI Client）] をクリックしま
す。 または、ESX Server 3i に同梱されている VMware Infrastructure Management 
Installer CD を使用することもできます。 

VI Client をインストールしたあと、ESX Server 3i ホストの IP アドレスと root
ユーザー名および空のパスワードを使用して、ESX Server 3i ホストに接続できま
す。 「システム管理者のパスワードの設定 （P.29）」の説明のように、システム
管理者のパスワードを構成している場合は、その構成したパスワードを使用しま
す。 VI Client のインストールについては、「VMware Infrastructure Management の
インストール （P.97）」を参照してください。

VirtualCenter　ESX Server ホストが複数ある場合は、VirtualCenter を使用するこ
とを検討してください。1つのインターフェイスですべてのホストを管理した
り、VMware HA、DRS、および VMotion などの高度な機能を使用できます。 

VirtualCenter をインストールするには、http://www.vmware.com/download/vi/
から最新バージョンをダウンロードしてください。 または、ESX Server 3i に同梱
されている VMware Infrastructure Management Installer CD を使用することもで
きます。 

VirtualCenter をインストールしたあと、1つのインターフェイスからすべての
ESX Server ホスト（ESX Server 3i を含む）を管理できます。 VirtualCenter にアク
セスするには、VI Client を使用して、Windows のログイン ユーザー名とパス
ワードで VirtualCenter の IP アドレスに接続します。 特に、VirtualCenter がイン
ストールされているWindows マシンに適したログイン認証情報を使用します。 

http://www.vmware.com/jp
http://www.vmware.com/download/vi/


VMware, Inc. 33

第 2章 ESX Server 3i の設定

VirtualCenter のユーザー名とパスワードは、ESX Server 3i で使用するユーザー名
とパスワードとは異なる可能性があります。

VirtualCenter のインストールについては、「VMware Infrastructure Management
のインストール （P.97）」を参照してください。

VI Client と VirtualCenter をインストールしたあと、物理マシンを仮想マシンに変換で
きます。 または、http://www.vmware.com/appliances/ で仮想マシンのサンプルをダ
ウンロードできます。 仮想マシンのインポートについては、『基本システム管理』を
参照してください。

管理エージェントの再起動 
管理エージェントは、VMware コンポーネント間の同期をとり、VI Client または
VirtualCenter を経由して ESX Server 3i ホストへのアクセスを可能にするソフトウェア
です。 これは VMware Infrastructure Management ソフトウェアを使用してインストー
ルされます。 リモート アクセスできない場合は、管理エージェントを再起動する必要
があります。

管理エージェントを再起動すると、ソフトウェアは、ESX Server ホストの
/etc/init.dにインストールおよび実行されているすべての管理エージェントと
サービスを再起動します。 一般的に、これらのエージェントには、hostd、ntpd、
sfcbd、slpd、およびwsmand などがあります。 AAM（Automated Availability 
Manager）がインストールされている場合、ソフトウェアは AAMも再起動します。

管理エージェントを再起動するには

1 ダイレクト コンソールから、[ 管理エージェントの再起動（Restart Management 
Agents）] を選択して<Enter> キーを押します。 

2 <F11> キーを押して確認します。

ESX Server 3i ホストは管理エージェントを再起動します。

注意   管理エージェントを再起動すると、VI Client または VirtualCenter からこのホス
トへアクセスしているユーザーの接続は失われます。

http://www.vmware.com/appliances/
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システム ログの表示
システム ログは、システムの操作イベントに関する詳細情報を提供します。 

システム ログを表示するには

1 ダイレクト コンソールから、[ システム ログの表示（View System Logs）] を選
択します。 

2 次のログ表示に対応する番号のキーを押します。

1　メッセージ

2　構成

3　管理エージェント（hostd）

4　VirtualCenter Agent（vpxa） 

VirtualCenter にホストを追加すると、VirtualCenter Agent（vpxa）ログが表示さ
れます。

3 <Enter> キーまたはスペースバーを押して、メッセージをスクロールします。

4 （オプション）正規表現での検索を実行します。

a スラッシュ キー（/）を押します。

b テキストを入力して検索します。

c <Enter> キーを押します。

検索されたテキストが、スクリーンにハイライト表示されます。

5 <q> キーを押して、ダイレクト コンソールに戻ります。

システム ログ ファイルをリモート ホストにリダイレクトするには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブを選択し、[ 詳細設定（Advanced Settings）] をク
リックします。

3 [Syslog] をクリックします。

4 [Syslog.Remote.Hostname]に、syslogデータの転送先となるホスト名を入力します。
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本章では、ESX Server 3i 構成のバック アップとリストア、および ESX Server 3i の起動
イメージが損傷を受けたときのリカバリに関する情報を提供します。 また、ホストか
ら ESX Server 3i を削除する方法についても説明します。

本章の内容は、次のとおりです。

ESX Server 3i 構成のバック アップとリストアについて （P.36）

ESX Server 3i Embedded ソフトウェアのリカバリ （P.39）

ホストからの ESX Server 3i の削除 （P.41）

VMware Infrastructure Management ソフトウェアのインストールに関する情報につい
ては、「VMware Infrastructure Management のインストール （P.97）」を参照してくだ
さい。 デスクトップ クライアントの使用に関する情報は、VMware Infrastructure 3 の
一連のマニュアルを参照してください。

ESX Server 3i のバック アッ
プとリストア 3
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ESX Server 3i 構成のバック アップとリストアについて
ESX Server 3i ホストの構成データは、準備作業を完了するとバックアップすることが
できます。 構成を変更したあと、または ESX Server イメージをアップグレードしたあ
とには、ホスト構成を必ずバックアップしてください。

構成のバックアップを行うと、構成とともにシリアル番号がバックアップされ、構成
をリストアするときにそのシリアル番号はリストアされます。 ただし、リカバリCD
を実行する場合はシリアル番号は保持されません。 このため、まず構成をバックアッ
プしてから必要に応じてリカバリ CDを実行し、そのあとで構成をリストアするとい
う手順が推奨されます。

vicfg-cfgbackupコマンドを使用してバックアップを実行します。このコマンド
は、リモート コマンドライン インターフェイス（リモートCLI）から実行します。 リ
モート CLI は、次の 2つの形式で使用可能です。

ESX Server、VMware Workstation、または VMware Player にインポートする仮想ア
プライアンス。

Microsoft Windows および Linux マシンにインストールするパッケージ。

vicfg-cfgbackupコマンドは、仮想アプライアンスのサービス コンソール、または
リモート CLI をインストールしたシステムのコマンド プロンプトから実行します。 
CLI コマンドは、リモート接続先の ESX Server 3i ホストで実行します。

リモート CLI のセットアップおよび使用方法については、『ESX Server 3i 構成ガイド』
の付録を参照してください。

リモート CLI 仮想アプライアンスを使用する際の考慮事項
ホスト構成をバックアップする場合は、ターゲット ホスト（バックアップまたはリ
ストアしようとしているホスト）またはリモート ホストで実行されているリモート
CLI 仮想アプライアンスから、vicfg-cfgbackupコマンドを実行できます。 ただし、
ターゲット ホストに構成をリストアするには、リモート CLI 仮想アプライアンスは
リモート ホストから実行する必要があります。 

構成をリストアする場合は、ターゲット ホストをメンテナンス モードにする必要が
あります。つまり、すべての仮想マシン（リモート CLI 仮想アプライアンスを含む）
をパワーオフしなければなりません。 

たとえば、2つの ESX Server 3i ホスト（ホスト 1およびホスト 2）があり、両方のホ
ストに仮想アプライアンスをインポートする場合を考えてみます。 ホスト 1の構成を
バックアップするには、ホスト 1またはホスト 2のいずれかにあるリモート CLI で
vicfg-cfgbackupコマンドを実行し、--serverコマンド ライン オプションを使用
してホスト 1を指定します。 
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同様に、ホスト2の構成をバックアップするには、ホスト1またはホスト2のいずれ
かにあるリモートCLI で vicfg-cfgbackupコマンドを実行し、--serverコマンド ラ
イン オプションを使用してホスト2を指定します。 ホスト 1の構成をリストアするに
は、ホスト2にあるリモートCLI で vicfg-cfgbackupコマンドを実行し、--server

コマンド ライン オプションを使用してホスト1を指定します。 ホスト 2の構成をリス
トアするには、ホスト1にあるリモートCLI で vicfg-cfgbackupコマンドを実行し、
--serverコマンド ライン オプションを使用してホスト2を指定します。

ESX Server 3i 構成データのバック アップ
次の手順は、ESX Server 3i の構成データをバックアップする方法を示しています。

ホストの構成データをバックアップするには

1 リモート CLI を起動してログインします。

コマンド ラインでパスワードを入力する必要はありません。 パスワードが指定さ
れない場合、ツールは端末にエコー出力を行わず、パスワードの入力を求めま
す。 つまり、入力するパスワードがコマンドを実行するときにウィンドウに表示
されません。

リモート CLI の IP アドレスを使用して、リモート CLI へのセキュリティ保護され
た接続を作成できます。 VI Client を使用している場合は、リモート CLI を右ク
リックして [コンソールを開く（Open Console）] を選択します。 使用している
Windows または Linux システムにリモート CLI がインストールされている場合
は、インストール済みのアプリケーションを使用できます。この場合ログインの
必要はありません。

2 vicfg-cfgbackupコマンドに -sフラグをつけて実行し、指定したバックアッ
プ ファイル名にホスト構成を保存します。

vicfg-cfgbackup --server <3i-host-ip> --portnumber <port_number> 
--protocol <protocol_type> --username root 
--password <root_password> -s <backup-filename>

-portnumberオプションおよび -protocolオプションは任意です。 これら指定しな
い場合、デフォルトでポートは 443、プロトコルはHTTPS となります。 

管理パスワードに $、&などの特殊文字が含まれている場合は、それらの文字の前に
それぞれエスケープ文字（バックスラッシュ、￥）を入力してください。

バックアップのファイル名には、バックアップしているホストで現在実行されている
ビルド番号を含めてください。 仮想アプライアンスとしてリモートCLI を実行してい
る場合は、バックアップ ファイルは仮想アプライアンスにローカルに保存されます。 
仮想アプライアンスは、ESX Server 3i イメージおよび構成ファイルとは別の場所であ
る /vmfs/volumes/<datastore>ディレクトリに保存されるため、バックアップ 
ファイル用のローカル ストレージの安全が保たれます。



ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド

38 VMware, Inc.

ESX Server 3i 構成データのリストア
バックアップを作成している場合は、ESX Server 3i ホストの構成データをリストアす
ることができます。 

ホストの構成データをリストアするには

1 リストアを行うホスト上で実行されているすべての仮想マシンをパワーオフにし
ます。

2 （オプション）構成のバックアップを作成したときに実行されていた ESX Server
のビルドに、ホストをリストアします。

構成データをリストアするときは、ホスト上で現在実行されているビルド番号
は、バックアップ ファイルを作成したときに実行されていたビルド番号と同じ
でなければなりません。 vicfg-cfgbackupコマンドに -f（強制実行）フラグを
つけることによって、この要件をオーバーライドできます。

3 リストアしているホスト以外のホスト上で、リモート CLI 仮想アプライアンスを
起動してログインします。 

コマンド ラインでパスワードを入力する必要はありません。 パスワードが指定さ
れない場合、ツールは端末にエコー出力を行わず、パスワードの入力を求めま
す。 つまり、入力するパスワードがコマンドを実行するときにウィンドウに表示
されません。

リモート CLI の IP アドレスを使用して、リモート CLI へのセキュリティ保護され
た接続を作成できます。 VI Client を使用している場合は、リモート CLI を右ク
リックして [コンソールを開く（Open Console）] を選択します。 使用している
Windows または Linux システムにリモート CLI がインストールされている場合
は、ログインする必要がありません。

4 vicfg-cfgbackupコマンドに -lフラグをつけて実行し、指定したバックアッ
プ ファイルからホスト構成をロードします。

vicfg-cfgbackup --server <3i_host_IP> --portnumber <port_number> 
--protocol <protocol_type> --username root 
--password <root_password> -l <backup_filename>

リストアしているホストが再起動し、構成のバックアップがリストアされます。

-portnumberオプションおよび -protocolオプションは任意です。 これら指定しな
い場合、デフォルトでポートは 443、プロトコルはHTTPS となります。 

管理パスワードに $、&などの特殊文字が含まれている場合は、それらの文字の前に
それぞれエスケープ文字（バックスラッシュ、￥）を入力してください。 
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ESX Server 3i Embedded ソフトウェアのリカバリ
BIOS では USB フラッシュからの起動が構成されているにもかかわらず、ホストを
ESX Server 3i モードで起動できない場合は、USB フラッシュのファイル パーティショ
ンが破損している可能性があります。 この問題を解決するため、ESX Server 3i のリカ
バリ CD（ある場合）を実行してソフトウェアをリストアできます。 ハードウェア ベ
ンダーは ESX Server 3i のリカバリに関する手順の説明を提供したり、サーバ プラッ
トフォームとともにリカバリ CDを同梱したりしている場合があります。 リカバリ
CDが手元にない場合は、ハードウェア ベンダーまたは VMware Customer Service に
連絡して適切な ISO ファイルを入手してください。 ISO ファイルを入手したら、その
ファイルを空の CDに記録することができます。

リカバリ CDを実行するとすべての構成データはほとんどシステムのデフォルト値で
上書きされます。 インストールされているハードウェア ベンダーのシリアル番号は、
リカバリ CDを実行したときに消失します。 構成のバックアップを行うと、構成とと
もにシリアル番号がバックアップされ、構成をリストアするときにそのシリアル番号
はリストアされます。 このため、まず構成をバックアップしてから必要に応じてリカ
バリ CDを実行し、そのあとで構成をリストアするという手順が推奨されます。 最低
でも 1回、ホストで ESX Server 3i モードで起動しない限り構成はバックアップでき
ないため、次の推奨手順を常に実行できるとは限りません。 構成のバックアップがな
い場合は、ハードウェア ベンダーにテクニカル サポートを依頼してシリアル番号を
取得してください。 

ESX Server 3i をリストアするには

1 ホストからすべてのUSB デバイスを取り外します。

リカバリ CDは、最初に検出したUSB メモリ デバイスに ESXイメージをインス
トールします。 すべてのUSB デバイスを取り外してから、リカバリ CDを使用し
て内部のUSB デバイスに ESXイメージを再構築します。

2 ESX Server 3i ホストにリカバリ CDを挿入します。

3 システムの BIOS を使用して、起動の順序のリストでCD-ROMドライブが最初に
なるように変更します。 起動シーケンスを変更する方法は次のとおりです。

a ホストを再起動する。 

b ホストの起動中に、<F11> キーまたは<F12> キーを押して [BIOS セット
アップ（BIOS Setup）] ページを開きます。

c CD-ROMドライブを選択し、リストの最初の位置に移動します。

[BIOS セットアップ（BIOS Setup）] ページを開くオプションは、サーバーによっ
て異なる場合があります。 起動設定を変更するために、BIOS 構成用の画面を開く
必要がある場合があります。

ホストの起動中に、リカバリCDの [ようこそ（Welcome）]画面が表示されます。
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4 <Enter> キーを押して画面を先に進めます。

リカバリ処理をキャンセルするには、<Esc> キーを押します。 <Esc> キーを押す
とホストが再起動し、データにはサーバの、組み込まれたUSB フラッシュが以
前のままの状態で含まれています。 

いずれの画面でも、<Enter> を押してリカバリ処理が開始された場合は、リカバ
リをキャンセルしたりやり直したりすることはできません。

5 <Enter> キーを押してホストを再起動します。

6 CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出します。

7 システムの BIOS をふたたび開き、起動の順序のリストでUSB フラッシュが最初
になるように変更します。

8 ホストが ESX Server 3i モードで起動することを確認します。

再起動のあと、新しい ESX Server ソフトウェアのビルドがインストールされ、すべ
ての構成データが失われます。 ESX Server 構成をバックアップしていれば、それをリ
ストアできます。 構成のバックアップを行うと、構成とともにシリアル番号がバック
アップされ、構成をリストアするときにそのシリアル番号はリストアされます。 構成
データをリストアするには、まず、バックアップを作成したときに実行されていた
ESX Server のビルドにアップグレードします。 そのあとで、リモート CLI を使用して
vicfg-cfgbackupコマンドを実行します。 

ホストのファームウェアをリストアしたあと、そのホスト上の仮想マシンがホスト 
インベントリとしてリストに表示されない場合があります。 これは仮想マシンが失わ
れたり破損したりしているためではありません。 ホストに追加した仮想マシンは、い
ずれも明示的に削除しない限り VMFS データストアに残ります。 VirtualCenter インベ
ントリに仮想マシンを戻すことに関する情報は、『基本システム管理ガイド』を参照
してください。 

「ESX Server 3i 構成のバック アップとリストアについて （P.36）」も参照してくだ
さい。

再起動時にディスク ストレージ領域が変更され、仮想マシンが VI Client のインベント
リで表示されなくなることがあります。 ストレージ領域が表示されていても、仮想マ
シンが表示されない場合は、次のいずれかを行ってください。

仮想マシンを VI Client に再登録します。 VI Client のヘルプを参照してください。

ホストの構成データをリストアします。 この方法を使用できるのは、ホストの構
成データをバックアップしてある場合のみです。 「ESX Server 3i 構成データのリ
ストア （P.38）」を参照してください。

ストレージ領域が表示されない場合は、ESX Server 3i の修復操作が正常に完了してい
ません。 データ ストレージ領域を再作成すると、既存のデータが上書きされて仮想マ
シンが破壊される可能性があるため、再作成しないでください。 既存のデータストア
の復元方法について、ヴイエムウェアのサポートに問い合わせてください。 
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ホストからの ESX Server 3i の削除
サーバを ESX Server 3i ホストとして使用しない場合は、ESX Server 3i 設定を無効にで
きます。 その手順は次のとおりです。

1 内部ディスクの VMFS データストアを削除し、仮想マシンをこれ以上内部ディス
クに格納しないように設定します。 「ストレージ動作の構成 （P.26）」を参照し
てください。

2 BIOS の起動設定を変更し、ホストが ESX Server 3i モードで起動しないようにし
ます。 「ほかのモード用の起動設定の構成 （P.20）」を参照してください。
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本章では、ESX Server 3i ホストを、ESX Server ホストや VirtualCenter サーバのような
既存の VMware Infrastructure コンポーネントがあるデータ センターに追加する際の
要件および推奨事項について説明します。

特に、VMware Infrastructure に ESX Server 3i を追加する際の、VirtualCenter、仮想マ
シン、仮想マシン ツール、および ESX アップグレードの関係について説明してい
ます。

以前のバージョンからの VMware Infrastructure コンポーネントのアップグレードに
は複数の処理があり、それらの処理は特定の順序で実行する必要があります。 アップ
グレード手順は、ESX Server およびデータストア構成により異なります。 VMware 
Infrastructure のアップグレードの準備および実行に関する詳細は、ESX Server 3.5 お
よび VirtualCenter 2.5 の『アップグレード ガイド』を参照してください。 

VirtualCenter
VirtualCenter の以前のバージョンを所有していて、ESX Server 3i（または
ESX Server 3）を管理するために VirtualCenter を使用する場合は、VirtualCenter
ソフトウェアをバージョン 2.5 にアップグレードする必要があります。

VirtualCenter で一緒に管理されている ESX Server 3i バージョン 3.5 ホストおよび
ESX Server 3.5 ホストでは、同じ仮想マシンを実行したり、VMotion を使用して
ホスト間で仮想マシンの移行したり、同じデータストアにアクセスしたりするこ
とが可能です。 

ESX Server 3.0 ホストは、ESX Server 3i ホストおよび ESX Server 3.5 ホストと同一の
クラスタで管理できます。 

ESX Server 2.0.xは、VirtualCenter内でスタンドアロン ホストとして管理できます。 
ESX Server 2.0.x ホストをクラスタに追加することはできません。

VMware Infrastructure への
ESX Server 3i の追加 4
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仮想マシン
通常、ESX Server 3i（または ESX Server 3）ホストで作成した仮想マシンは、
ESX Server 3.0.x ホストでサポートされます。 この機能は、ホスト間の仮想マシン
の移行が可能で、VMotion を使用できることを意味します。 準仮想化（VMI）や
高度なネットワーク デバイス（vmxnet）を使用する仮想マシンを作成する場合
は、VMotion はサポートされていません。 この場合、仮想マシンがパワーオフの
状態であれば ESX Server 3.0.x ホストに仮想マシンを移動できます。 

ESX Server 3i（または ESX Server 3.5）ホストで作成した仮想マシンは、
ESX Server 2.x ホストではサポートされません。

仮想マシン ツール 
ESX Server 3i バージョン 3.5 には、仮想ハードウェアのアップグレードおよび
VMware Tools のアップグレードの機能があります。 VMware Tools のアップグ
レードは必須ではありませんが、バージョン 2.x およびバージョン 3.x の仮想マ
シンで使用可能です。 

仮想マシンのVMware ToolsをVMware Toolsバージョン3.5にアップグレードする
場合は、ESX Server 3.0.x ホストでアップグレードされた仮想マシンを使用できま
す。 仮想マシンを ESX Server 3.0.x ホストに移行する場合は、ESX Server 3.5 Tools
をアンインストールして ESX Server 3.0.x Tools をインストールすることを推奨し
ます。

ESX Server のアップグレード
ESX Server 3.0.x から ESX Server 3i へのアップグレードには、インプレース アップ
グレード機能はありませんが、既存の仮想マシンおよびデータストアを移行する
ことができます。

ESX Server 3i バージョン 3.5 を、次のリリースにアップグレードできます。

ESX Server 3i バージョン 3.5 Update 1

ESX Server 3i バージョン 3.5 Update 2

ESX Server 3iバージョン3.5をESX Server 3に置き換えるには、ESX Server 3iを無効
にしてから（「ホストからの ESX Server 3i の削除 （P.41）」で説明）ESX Server 3
をインプレース インストールします。 あるいは、ESX Server 3i ホストから
ESX Server 3 ホストに仮想マシンを移行することができます。 ESX Server 3 ホスト
の仮想マシンを、VI Client に再登録する必要があります。 VI Client のヘルプを参
照してください。
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ESX Server 3を ESX Server 3i Installableに置き換えるには、ESX Server 3をアンイン
ストールしてから、ESX Server 3i Installable をインプレース インストールしま
す。 あるいは、ESX Server 3 ホストから ESX Server 3i ホストに仮想マシンを移行
する方法もあります。 ESX Server 3i ホストの仮想マシンを、VI Client に再登録す
る必要があります。 VI Client のヘルプを参照してください。
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VirtualCenter サーバを使用せずに、スタンドアロンVMware ESX Server を管理できま
す。 ただし、ESX Server ホストが複数あって、それらを一元的に管理する場合は、
VirtualCenter サーバのインストールを検討してください。 このサーバは、Windowsの物
理マシンまたは仮想マシンにインストールします。 VirtualCenter では、VMware DRS、
VMwareHA、VMotionなど、VMware Infrastructure の高度な機能を使用できます。

本章では、VirtualCenter およびほかの VMware Infrastructure コンポーネントを実行す
るホストのハードウェアおよびオペレーティング システム要件について説明します。 
本章に記載されている情報を使用して、使用環境がインストール要件を満たすように
してください。 本章では、次のトピックについて説明します。

VirtualCenter の要件 （P.47）

VI Client のハードウェア要件 （P.50）

VI Client のソフトウェア要件 （P.50）

ライセンス サーバ要件 （P.51）

サポート対象のゲストOS （P.51）

仮想マシンの要件 （P.52）

VirtualCenter の要件 
VirtualCenter は、サーバおよび 3種類のリモート管理クライアントを使用して
ESX Server ホストを管理します。 VirtualCenter サーバは、サポートされているデータ
ベースへのアクセスが構成されている物理マシンまたは仮想マシンです。 

VMware Infrastructure
システム要件 5
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VirtualCenter ハードウェアの要件
VirtualCenter のハードウェアは、次の要件を満たす必要があります。

プロセッサ　2.0 GHz以降のIntelまたはAMD x86プロセッサ 同一のハードウェア
上でデータベースを実行する場合、より大きなプロセッサが必要になる可能性が
あります。

メモリ　2 GB 以上の RAM。 同一のハードウェア上でデータベースを実行する場
合、より大きな RAMが必要になる可能性があります。

ディスク ストレージ　560 MB 以上（2 GB 推奨）。 プログラムのインストール先の
ドライブには、245 MB の空き領域が必要です。%temp%ディレクトリを格納す
るドライブには、315 MB の空き領域が必要です。 

Microsoft SQL Server 2005 Express ディスク要件　バンドルされているデータ
ベースでは、インストール アーカイブの解凍に、最低 2 GB の空きディスク領域
が必要です。 ただし、インストールが完了すると、これらのファイルの約 1.5 GB
が削除されます。

ネットワーク　推奨はギガビットです。

VirtualCenter ソフトウェアの要件
VirtualCenter は、次のオペレーティング システムの 32 ビット版でサポートされてい
ます。

Windows 2000 Server SP4、Update Rollup 1（Update Rollup 1 は
http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/news/bulletins/rollup.mspx
でダウンロード）

Windows XP Pro SP2 

Windows 2003 Server SP1 および SP2

Windows 2003 Server R2

VirtualCenter 2.x インストールは、64 ビット オペレーティング システムでは、サポー
トされません。

VirtualCenter インストーラの実行には、Internet Explorer 5.5 以降が必要です。

注意   VirtualCenter のマシンと同一のハードウェア上でデータベースを実行する
場合、より大きなストレージが必要な場合があります。 データベースのサイズは、
管理するホストおよび仮想マシンの数によって異なります。 25 個のホストで、1
ホストあたり 8～ 16個の仮想マシンにデフォルト設定をして 1年間使用する場
合、データベースの合計サイズが最大で 2.2 GB（SQL の場合）または 1.0 GB
（Oracle の場合）を消費する可能性があります。

http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/news/bulletins/rollup.mspx
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VirtualCenter データベースの要件 
表5-1 に、VirtualCenter でサポートされるデータベースを示します。

各データベースでは、基本インストール以外にも構成を調整する必要があります。 
「VirtualCenter サーバ データベースの準備 （P.97）」を参照してください。

表5-1  サポートされるデータベース フォーマット

データベース タイプ サービス パック、パッチ、およびドライバの要件

Microsoft SQL Server 2000 Standard SP4 
Windows 2000 およびWindows XP の場合、クラ
イアントにMDAC 2.8 SP1 を適用。 
クライアントに SQL Server のドライバを使用。

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise

Microsoft SQL Server 2005 Standard Microsoft SQL Server 2005 の場合、SP1 または
SP2 をインストール。
Windows 2000 およびWindows XP の場合、クラ
イアントにMDAC 2.8 SP1 を適用。 
クライアント用に SQL Native Client のドライバ
を使用。

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise SP1 または SP2 
Windows 2000 およびWindows XP の場合、クラ
イアントにMDAC 2.8 SP1 を適用。 
クライアントに SQL ネイティブ クライアントの
ドライバを使用。

Microsoft SQL Server 2005 Express SP2 Windows 2000 およびWindows XP の場合、クラ
イアントにMDAC 2.8 SP1 を適用。 
クライアントに SQL ネイティブ クライアントの
ドライバを使用。

Oracle 9i release 2 Standard
Oracle 9i release 2 Enterprise

サーバおよびクライアントにパッチ 9.2.0.8.0 を
適用。

Oracle 10g Standard Release 1 (10.1.0.3.0)
Oracle 10g Enterprise Release 1 (10.1.0.3.0)

なし

Oracle 10g Standard Release 2 (10.2.0.1.0)
Oracle 10g Enterprise Release 2 (10.2.0.1.0)

最初にクライアントおよびサーバにパッチ
10.2.0.3.0 を適用。 
そのあとクライアントにパッチ 5699495 を適用。
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Microsoft Access データベースおよびMSDE データベースのサポー
ト期間の終了
Microsoft Access のサポートは、VMware VirtualCenter バージョン 2.0 で終了しまし
た。 MSDE のサポートは、VMware VirtualCenter バージョン 2.5 で終了しました。 
VirtualCenter 2.5 には、小規模の導入（最大 5台のホストと 50 の仮想マシン）で使
用するために、Microsoft SQL Server 2005 Express のバンドル バージョンが付属して
います。

VI Client のハードウェア要件
VI Client のハードウェアは、次の要件を満たす必要があります。

プロセッサ　266 MHz 以上の Intel または AMD x86 プロセッサ（500 MHz 推奨）

メモリ　256 MB以上の RAM（512 MB 推奨）

ディスク ストレージ　基本インストールには 150 MB の空き領域が必要です。 プ
ログラムのインストール先のドライブには、55 MBの空き領域が必要です。
%temp%ディレクトリを格納するドライブには、100 MB の空き領域が必要です。 

ネットワーク　推奨はギガビットです。

VI Client のソフトウェア要件
VI Client は、次のオペレーティング システム用に設計されています。

Windows 2000 Pro SP4

Windows 2000 Server SP4、Update Rollup 1（Update Rollup 1 は
http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/news/bulletins/rollup.mspx
でダウンロード）

Windows XP Pro SP2

Windows 2003 SP1（64ビット以外の全リリース）

Windows 2003 Server R2

Windows Vista Business（64 ビット エディションを含む）

Windows Vista Enterprise（64 ビット エディションを含む）

VI Client には、Microsoft .NET Framework が必要です。 これがシステムにインストール
されていない場合は、VI Client インストーラがインストールします。

http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/news/bulletins/rollup.mspx
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ライセンス サーバ要件
このセクションでは、ライセンス サーバ要件について説明します。

ライセンス サーバ ハードウェアは、次の要件を満たす必要があります。

プロセッサ　266 MHz 以上の Intel または AMD x86 プロセッサ

メモリ　256 MB以上の RAM（512 MB 推奨）

ディスク ストレージ　基本インストールには 25 MB の空き領域が必要です。 

ネットワーク　推奨はギガビットです。

接続性を確保するために、VirtualCenter サーバと同一のマシン上にライセンス サー
バをインストールすることをお勧めします。 VMware Infrastructure Management 
Installation CD を使用すると、VirtualCenter をインストールするときにライセンス 
サーバがインストールされます。

ライセンス サーバのソフトウェアは、次のオペレーティング システムの 32 ビット 
バージョンでサポートされます。

Windows 2000 Server SP4 

Windows XP Pro（すべての SP レベル）

Windows 2003（64 ビット以外の全リリース）

サポート対象のゲスト OS
『ゲストOSインストール ガイド』には、サポート対象のゲストOS についての情報
があります。 このドキュメントは、次のURL から入手できます。

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

ESX Server バージョン 3.5 では、多数の 64 ビットのゲストOS をサポートしていま
す。 完全なリストは、『ゲストOSインストール ガイド』を参照してください。

64 ビットのゲストOS には、特別なハードウェアが必要です。 AMD Opteron ベース
のシステムでは、プロセッサは、Opteron Rev E 以降である必要があります。 Intel 
Xeon ベースのシステムでは、プロセッサに、Intel の Virtualization Technology（VT）
サポートが含まれている必要があります。 VT サポートが搭載された CPUを含む多く
のサーバでは、VT はデフォルトで無効な状態で出荷されるため、VTを手動で有効に
する必要があります。 CPU で VT がサポートされているにもかかわらず、BIOS にこの
オプションが表示されない場合は、ベンダーに問い合わせて、VT サポートを有効に
できる BIOS バージョンを入手してください。

サーバに必要なサポートが搭載されているかどうかを特定するには、
http://www.vmware.com/jp/download/vi/drivers_tools.html の CPU Compatibility Tool
を使用できます。

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
http://www.vmware.com/jp/download/vi/drivers_tools.html
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仮想マシンの要件
各 ESX Server の仮想マシンには、このセクションに指定された要件があります。

仮想プロセッサ
Intel Pentium II 以降（システムのプロセッサによる）

1、2または 4個のプロセッサ（仮想マシンあたり）

2プロセッサの仮想マシンを作成する場合、ESX Server マシンには、少なくとも 2つ
の物理プロセッサが必要です。 4 プロセッサ仮想マシンの場合、ESX Server マシンに
は、少なくとも 4つの物理プロセッサが必要です。

仮想チップ セット
NS338 SIO チップを搭載した Intel 440BX ベースのマザーボード

仮想 BIOS
PhoenixBIOS 4.0 Release 6 
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本章では、ESX Server 3i および VirtualCenter で使用できるライセンス モデルについ
て説明します。

本章の内容は、次のとおりです。

ライセンス用語 （P.54）

ESX Server 3i エディション （P.54）

VirtualCenter サーバ エディション （P.56）

VirtualCenter および ESX Server 3i のライセンス モデル （P.56）

ライセンス キーの機能 （P.59）

ライセンスの有効期限の注意事項 （P.62）

ライセンス サーバ可用性 （P.62）

既存の FLEXnet ライセンス サーバの使用 （P.66）

サポートへの問い合わせ （P.67）

VirtualCenter および
ESX Server 3i のライセンスの
概要 6
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ライセンス用語
ライセンスの取得および構成プロセスで使用される用語を次に示します。

ライセンス アクティベーション コード　ライセンス アクティベーション コード
（LAC）とは、購入した 1つまたは複数のヴイエムウェア製品に関連付けられる
一意のコードです。 注文処理後に、このコード（ヴイエムウェア認定リセラーか
ら製品を購入した場合は、パートナー アクティベーション コード）を受け取り
ます。 

パートナー アクティベーション コード　パートナー アクティベーション コード
とは、ヴイエムウェア パートナーからの発注を識別する一意のコードです。 
VMware Infrastructure 3 を、ヴイエムウェア認定リセラーから、または直接ヴイ
エムウェアから購入したかにかかわらず、このコードを使用して、VMware スト
ア アカウントに購入内容を登録する必要があります。 

ライセンス アクティベーション ポータル　ライセンス アクティベーション ポー
タルとは、VMware Infrastructure 3 のライセンス アクティベーション コードでラ
イセンス ファイルを引き換えてダウンロードするために使用できるセルフサー
ビスのWebポータルです。 

パートナー アクティベーション ポータル　パートナー アクティベーション ポー
タルとは、ヴイエムウェア認定リセラーから購入した内容を VMware ストア ア
カウントに登録するために使用するセルフサービスのWebポータルです。 パー
トナー アクティベーション コードをこのポータルに入力して、ライセンス アク
ティベーション ポータルからライセンス ファイルをダウンロードします。 

ESX Server 3i エディション
購入した VMware Infrastructure ソフトウェアのエディションによって、与えられる
ESX Server 3i ライセンス タイプが異なる場合があります。 

いくつかのエディションでは、ESX Server 3i の機能セットへのアクセスが制限されま
す。 特定の標準機能は、オプションのアドオン ライセンスを使用した場合（追加料金
がかかります）にだけ使用できます。 その他のエディションでは、ESX Server 3i の全
機能セットを制限なしで利用できます。 

ESX Server の以前のリリースのライセンスは、ESX Server 3i バージョン 3.5 に対応し
ています。 ただし、ESX Server 3i バージョン 3.5 エディションに追加された機能（た
とえば、VMware Consolidated Backup）へのライセンスは、以前の ESX Server エディ
ションではサポートされません。
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表6-1 に、エディション別の ESX Server 3i の機能を示します。

表6-1  ESX Server 3i マシンのエディションの機能

機能
ESX Server 3i 
Standalone VI Foundation VI Standard VI Enterprise

ライセンス タイプ シリアル番号 FLEX ライセン
ス ファイル
（一元管理型ま
たはシングル ホ
スト型）

FLEX ライセン
ス ファイル
（一元管理型ま
たはシングル ホ
スト型）

FLEX ライセン
ス ファイル
（一元管理型ま
たはシングル ホ
スト型）

VMFS 可 可 可 可

VirtualSMP サポート 可 可 可 可

VCB（VMware 
Consolidated Backup）

不可 可 可 可

VMware Update Manager 不可 可 可 可

VMware HA 不可 アドオン 可 可

Server VMotion および
Storage VMotion 

不可 アドオン アドオン 可

VMware DRS および DPM
（分散型リソース管理およ
び分散型電源管理）

不可 アドオン アドオン 可

VI Client によって管理可能 可 可 可 可

リモート CLI アクセス 制限あり 可 可 可

本番環境モードの
VirtualCenter によって管理
可能

アドオン 可 可 可

評価モードの VirtualCenter
によって管理可能

可 可 可 可

VirtualCenter 管理エージェ
ント

不可 可 可 可
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VirtualCenter サーバ エディション
VI Foundation、VI Standard、および VI Enterprise エディションでは、VirtualCenter ラ
イセンスのインスタンスが少なくとも 1つ必要です。 次の VirtualCenter エディション
が使用できます。

VirtualCenter Foundation　ESX Server ホストを最大 3つ管理できます。 管理す
るホストが 3つより多い場合は、VirtualCenter エディションにアップグレード
します。 

VirtualCenter　エンタープライズ レベルのエディションで、システムの最大数
までホストを管理できます。 システムの最大数については、『VMware 
Infrastructure 3 構成の上限』を参照してください。

VirtualCenter エディションには、柔軟、かつ一元化されたライセンス ファイルが必
要です。 適切なライセンス ファイルを追加してエディションを切り替えることによっ
て、irtualCenter Foundation エディションを VirtualCenter エディションに変換できま
す。 ソフトウェアを再インストールする必要はありません。 エディション間の切り替
えについては、｢ VirtualCenter に一元管理型ライセンスを構成するには （P.78）｣を参
照してください。

適切なライセンス ファイルを追加してエディションを切り替えるだけで、
VirtualCenter Express エディションを VirtualCenter Full エディションに変換できます。 
ソフトウェアを再度インストールする必要はありません。 エディション間の切り替え
については、｢ VirtualCenter に一元管理型ライセンスを構成するには （P.78）｣を参照
してください。

VirtualCenter および ESX Server 3i のライセンス モデル
ESX Server 3i では、Standalone エディションでほとんどの機能を実行できます。 一部
の高度な機能を使用するために、評価モードを使用したり、アップグレードしたライ
センスを購入したりすることもできます。

VirtualCenter の場合、評価モードで使用する場合を除いて、ほとんどの操作
（VirtualCenter インベントリへのホストの追加など）でソフトウェア ライセンスが必
要です。 ただし、VirtualCenter バージョン 2.5 の場合は、ソフトウェア ライセンスが
なくても、インストール、起動、および構成を行うことができます。

シングル ホスト型および一元管理型の 2つのライセンス モードを使用できます。 シ
ングル ホスト型および一元管理型のいずれのライセンスも、FLEXnet メカニズムに基
づいています。 Flex ライセンスは、供給型（一元管理型）または非供給型（シングル 
ホスト型）のいずれかです。
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シングル ホスト型および一元管理型のライセンス タイプ
シングル ホスト型ライセンスの場合、シリアル番号またはライセンス ファイルは各
ESX Server ホストに格納されます。 一元管理型ライセンスは、ライセンス サーバに格
納され、1台または複数のホストでこれらのライセンスが使用できるようになりま
す。 シングル ホスト型ライセンスおよび一元管理型ライセンスの両方を採用している
環境を運用することも可能です。 

VirtualCenter と VirtualCenter を必要とする機能（VMotion など）には、一元管理型
ライセンスを採用する必要があります。 ESX Server の一部の機能は、一元管理型また
はシングル ホスト型ライセンスのいずれでもライセンスを供与できます。

図6-1 に、3種類のライセンス環境を示します。 

図6-1  シングル ホスト型、混在型、一元管理型の各ライセンス環境におけるライセンス ファ
イルの場所
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一元管理型ライセンス
一元管理型ライセンスによって、VMware ライセンス サーバでライセンス管理ができ
るため、大規模で動的な環境でのライセンス管理が容易になります。 一元管理型ライ
センスでは、VirtualCenter サーバおよび ESX Server のすべてのライセンスを 1つのコ
ンソールから管理できます。

一元管理型ライセンスでは、ライセンス サーバがライセンス プール（ライセンス供
与された資格全体を保持する中央レポジトリ）を管理します。 ホストによって、ライ
センス供与された特定の機能が要求された場合、該当する資格のライセンスがライセ
ンス プールからチェックアウトされます。 ライセンス キーは、使用されなくなると
解放されてプールに戻され、再び任意のホストがそのライセンス キーを使用できる
ようになります。 

一元管理型ライセンスのメリットを次に示します。

すべてのライセンスは、1つの場所から管理できます。

新しいライセンスは、ESX Server 構成要素の任意の組み合わせで割り当てまたは
再割り当てを行います。 たとえば、同一の 32 プロセッサ ライセンスを 16 台の 2
プロセッサ ホスト、8台の 4プロセッサ ホスト、4台の 8プロセッサ ホスト、2
台の 16プロセッサ ホストなど、プロセッサの合計が 32になる任意の組み合わ
せで使用できます。

必要に応じてライセンスの割り当てや再割り当てができるため、現行のライセン
ス管理が容易になります。 割り当ては、環境の変化（ホストの追加や削除、
VMotion、DRS、HAなど主要機能のホスト間での移転など）から生じる必要性
に応じて変更します。

ライセンス サーバを使用できない期間中に、新しいライセンスを発行すること
はできませんが、既存の VirtualCenter サーバのライセンス供与された機能は引
き続き無期限に動作し、既存の ESX Server のライセンス供与された機能は 14日
の有効期間内で引き続き動作します。 「ライセンス サーバ可用性 （P.62）」を参
照してください。 

大規模な環境、および変化する環境では、一元管理型ライセンスを採用することをお
勧めします。

シングル ホスト型ライセンス
シングル ホスト型ライセンスには、次の 2つのシナリオがあります。

ホスト ベースのシリアル番号　ESX Server 3i Standalone エディションの場合、各
ホストには、ハードウェア ベンダーから提供されたシリアル番号があります。
このシリアル番号は、通常、あらかじめ組み込まれています。 シリアル番号があ
らかじめ組み込まれている場合、シリアル番号はステッカーやカードに記載され
ています。
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ホスト ベースのライセンス ファイル　その他の ESX Server 3i エディション（VI3 
Foundation、VI3 Standard、および VI3 Enterprise など）の場合、各ホストにはラ
イセンス ファイルがあります。 

ホスト ベースのライセンス ファイルの場合、次のルールが適用されます。

購入した機能のすべての資格が、ESX Server ホストおよび VirtualCenter サーバ上
にある個別のライセンス ファイルに分割されます。

ライセンス供与された機能をアクティベイトする場合、該当する資格がそのホス
トのライセンス ファイルに格納されている必要があります。 

各 ESX Server ホストで、個別のライセンス ファイルを管理します。 未使用のライ
センスは、自動的に配布されません。また、ライセンスは外部接続に依存しま
せん。 

ホスト ベース型のライセンス ファイルのメリットを次に示します。

シングル ホスト型のファイルでは、ESX Server のホスト専用環境用にライセンス 
サーバをインストールする必要はありません。

VirtualCenter とライセンス サーバの環境では、ホスト ベース型のライセンス 
ファイルを使用すると、ライセンス サーバを使用できない期間中でも ESX Server
ホストのライセンスを変更できます。 

ライセンス キーの機能 
ライセンス キーは、VMware ソフトウェアを実行する特定の資格を決定します。 使用
する ESX Server および VirtualCenter の機能によって、次の基準に基づいてライセン
ス キーを購入します。

プロセッサ単位　機能をアクティベイトにするには、ホストには各プロセッサ用
の機能ライセンスが必要です。 

インスタンス単位　機能のシングル インスタンスをアクティベイトするには、
使用されるプロセッサの数にかかわらず 1つのライセンスが必要です。 

ライセンス供与された機能は、ESX Server 機能または VirtualCenter 機能のいずれかに
よって、それぞれ操作も異なります。 シングル ホスト型または一元管理型のいずれか
のライセンスを使用して、ESX Server 機能のライセンスを供与できます。 これには
VirtualCenter またはライセンス サーバは必要ありません。 VirtualCenter 機能には、一
元管理型ライセンスが必要です。 ライセンス サーバが利用できない場合、ESX Server
機能および VirtualCenter 機能の動作も異なります。 「ライセンス サーバ可用性 
（P.62）」を参照してください。 
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表6-2 に、VMware Infrastructure 3 のライセンス機能タイプの概要を示します。

プロセッサ単位のライセンス
ほとんどの VMware Infrastructure 製品では、プロセッサ単位でライセンスを購入し
ます。つまり、製品を実行するプロセッサ（ホストではない）の合計数を指定する必
要があります。 ホストの任意の組合せで、購入したプロセッサ キャパシティ（2プロ
セッサ単位の販売）をデプロイしたり、再デプロイしたりすることができます。

たとえば、10 プロセッサの ESX Server ライセンスおよび 6プロセッサの VMotion ラ
イセンスを購入するとします。 この場合、次のいずれかのサーバの組み合わせに対し
てライセンスをデプロイできます。

5台の2プロセッサ ホストにESX Serverを導入。 3台のホストでVMotionを有効化。

3台の2プロセッサ ホストおよび1台の4プロセッサ ホスト上にESX Serverを導入。 
3 台の 2プロセッサ ホスト、または 1台の 2プロセッサ ホストと 1台の 4プロ
セッサ ホストで VMotion を有効化。

2台の4プロセッサ ホストおよび1台の2プロセッサ ホスト上にESX Serverを導入。 
1 台の 4プロセッサ ホストと 1台の 2プロセッサ ホストで VMotion を有効化。

1台の8プロセッサ ホストおよび1台の2プロセッサ ホスト上にESX Serverを導入。 
4 プロセッサの VMotion ライセンスを追加購入しない限り、これらの 2台のホ
スト間での VMotion を有効にはできません。

表6-2  ライセンス機能タイプの概要 

機能
ESX Server または
VirtualCenter

プロセッサ単位また
はインスタンス単位

ESX Server ESX Server プロセッサ単位

VirtualCenter サーバ VirtualCenter インスタンス単位

ESX Server 用 VirtualCenter Agent VirtualCenter プロセッサ単位

VCB（VMware Consolidated Backup） ESX Server プロセッサ単位

Server VMotion および Storage VMotion VirtualCenter プロセッサ単位

VMware HA VirtualCenter プロセッサ単位

VMware DRS および DPM VirtualCenter プロセッサ単位
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特に次の点に注意する必要があります。

2個または4個の独立したCPUをシングル チップに結合するIntel x86プロセッサな
どのデュアルコア プロセッサおよびクワッドコア プロセッサは、1プロセッサ
としてカウントされます。 

マルチ プロセッサ ホストの一部にライセンスを供与することはできません。 たと
えば、4CPUのホストには、4プロセッサ キャパシティのライセンスが必要です。

シングルプロセッサのライセンスは、サーバベースのライセンスでサポートされ
ます。 通常、サーバベースのライセンスの場合、奇数個のライセンスのチェック
アウトがサポートされます。 ただし、ホストベースのファイルは奇数個で生成す
ることができません。 2 の倍数で生成する必要があります。

次の機能は、プロセッサ単位でライセンス供与されます。

ESX Server　仮想マシンをパワーオンするには、ホストがプロセッサ単位のライ
センスを持つ必要があります。 つまり、デュアルプロセッサ ホストでは、対応す
る ESX Server のライセンスが 2つ必要です。 4 プロセッサ マシンでは、対応する
ESX Server のライセンスが 4つ必要です。 「ESX Server 3i エディション （P.54）」
を参照してください。

VCB（VMware Consolidated Backup）　新しいConsolidated Backup 機能を使用し
て ESX Server ホスト上で実行するすべての仮想マシンをバックアップするには、
該当するホストの各プロセッサについて VCB ライセンス キーが使用可能である
必要があります。 この機能については、『仮想マシン バックアップ ガイド』を参
照してください。

ESX Server 用 VirtualCenter Agent　このエージェントは、ESX Server ホストが
VirtualCenter サーバに追加される時に、ESX Server ホストにインストールされま
す。 VirtualCenter に追加する ESX Server のプロセッサ 1つにつき、1つのエー
ジェント ライセンス キーが必要です。

Server VMotionおよびStorage VMotion　パワーオン状態の仮想マシンをホスト
間で移行するには、該当する各 ESX Server プロセッサに VMotion ライセンス 
キーが含まれている必要があります。 たとえば、デュアル プロセッサの
ESX Server ホストから別のデュアル プロセッサ ホストへの移行で VMotion を使
用する場合、4つの VMotion ライセンスが必要です。 『基本システム管理』を参
照してください。

VMware HA　障害が発生した ESX Server ホストの仮想マシンを再起動するには、
VirtualCenter サーバが HAクラスタ内の ESX Server プロセッサごとにHAライセ
ンス キーを持つ必要があります。 この機能については、『リソース管理ガイド』
を参照してください。 
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VMware DRS および DPM　ホスト間で仮想マシンの自動ロード バランシング機
能および分散電源管理を実行するには、VirtualCenter サーバが DRS クラスタ内
の ESX Server プロセッサごとにDRS および DPMライセンス キーを持つ必要が
あります。 前提条件として、DRS には、DRS クラスタ内のすべてのホスト用の適
切な VMotion ライセンス キーが必要です。 この機能については、『リソース管理
ガイド』を参照してください。

インスタンス単位のライセンス
インスタンス単位でライセンス供与する機能には、使用するプロセッサ数にかかわら
ず、機能インスタンスごとに 1つのライセンスのみが必要です。 現在、VirtualCenter
サーバは、インスタンス単位でライセンス供与する唯一の機能です。 VirtualCenter の
各エディションについては、「VirtualCenter サーバ エディション （P.56）」を参照して
ください。

ライセンスの有効期限の注意事項
FLEXnet ライセンス サーバでライセンスの有効期限が過ぎた場合は、VI Client を使用
して仮想マシンの管理（パワーオンやリセットなど）を行なっていなければ、ライセ
ンスが期限切れであることを示すメッセージが VI Client に表示されません。 

このメッセージは、VI Client を使用して仮想マシンの操作を行うたびに表示されます。

ライセンス サーバ可用性
VMware は、ライセンス サーバが単一点障害になることを防止する次のメカニズムを
備えています。 ライセンス サーバは、主にライセンス配布メカニズムとして動作しま
す。 ライセンス サーバが使用不可能になった場合は、新しいホストまたは新しい機能
を有効にするために新しいライセンスを発行できません。 ただし、ライセンス サーバ
が使用不可能になった時点で動作していたすべてのライセンス機能は、次のように引
き続き動作します。

すべての VirtualCenter ライセンス機能は、キャッシュされたライセンス状態の
バージョンを使用して、無期限に処理を続行します。 これには、基本的な
VirtualCenter サーバの操作だけでなく、VMotion、DRS などの VirtualCenter アド
オンのライセンスも含まれます。 

ライセンス供与された ESX Server の機能の場合、14 日間の有効期間があります。
この期間中は、再起動を行なっても、キャッシュされたライセンス状態のバー
ジョンに従って、ホストが機能し続けます。 有効期間が終了すると、仮想マシン
のパワーオンなど、一部の ESX Server 機能が使用できなくなります。 
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ESX Server の有効期間中、ライセンス サーバが使用不可能になっても、次の操作に影
響はありません。

仮想マシン　実行し続けます。 VI Client を使用して、仮想マシンの構成および操
作が可能です。

ESX Server ホスト　実行し続けます。 VirtualCenter インベントリ内の任意の
ESX Server ホストに接続して、処理およびメンテナンスが可能です。 VirtualCenter
への接続は残ります。 VirtualCenter サーバ接続が失われた場合でも、VI Client を使
用して、ホストから仮想マシンを操作したり管理したりできます。

有効期間中、次の操作は制限されます。

VirtualCenter インベントリへの ESX Server ホストの追加。 ホストの VirtualCenter 
Agent ライセンスは変更できません。

クラスタからのホストの追加または削除。 現在の VMotion、HA、またはDRS 構成
のホスト メンバーシップは変更できません。

ライセンス キーの追加または削除。 

有効期間が終了すると、キャッシュされたライセンス情報は削除されます。 その結
果、仮想マシンはパワーオンできなくなります。 仮想マシンは実行し続けますが、再
起動できません。 

ライセンス サーバが再度使用可能になると、ホストはライセンス サーバに再接続し
ます。 ライセンスの利用をリストアするために、再起動や手動でのアクションは必要
ありません。 有効期間タイマーは、常にライセンス サーバが再度使用可能になるとリ
セットされます。 

表 6-3 に、ライセンス サーバの使用不可能な期間に利用できる、ライセンス供与さ
れた ESX Server の操作を示します。 利用不可能な操作は、ライセンス サーバからの新
しいライセンスの取得が必要な操作です。 
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表6-3  ライセンス サーバの使用不可能な期間に利用できる ESX Server の操作

コンポーネント 目的のアクション 有効期間中 有効期間後

仮想マシン パワーオン 可 不可

作成および削除 可 可

サスペンドおよびレジューム 可 可

VI Client での仮想マシンの構成 可 可

ESX Server ホスト 操作の続行 可 可

パワーオンおよびパワーオフ 可 可

VI Client での ESX Server ホストの構成 可 可

シングル ホスト型ライセンスのライセンス 
ファイルの変更

可 可

障害が発生したホストの HA クラスタ内での
仮想マシンの再起動

可 不可 

ライセンス キーの追加または削除 不可 不可
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表6-4 に、ライセンス サーバの使用不可能な期間に利用できる、ライセンス供与さ
れた VirtualCenter の操作を示します。 利用不可能な操作は、ライセンス サーバから
の新しいライセンスの取得が必要な操作です。 

VirtualCenter は「ハートビート」メカニズムを使用して、ライセンス サーバにアク
セスできるかどうか、およびライセンス ファイルに変更があったかどうか確認しま
す。 ハートビート間隔は、5分です。 そのため、ライセンスの変更や、ライセンス 
サーバが使用不可能になったかどうかを検出するのに、5分かかる場合があります。 

表6-4  ライセンス サーバの使用不可能な期間に利用できる VirtualCenter の操作

コンポーネント 目的のアクション

ライセンス 
サーバが使用
不可能である
場合

VirtualCenter サーバ インベントリからの ESX Server ホストの削除
（次のエントリを参照）

可

インベントリへの ESX Server ホストの追加 不可

インベントリ内の ESX Server ホストへの
接続 / 再接続。

可

インベントリ内のホスト間でのパワーオフ状態
の仮想マシンの移動（コールド移行）

可

インベントリ内のフォルダ間での ESX Server ホ
ストの移動

可

VMotion-DRS-HA クラスタからの ESX Server ホ
ストの移動（次のエントリを参照）

可

VMotion-DRS-HA クラスタへの ESX Server ホス
トの移動

不可

VI Client を使用した VirtualCenter サーバの構成 可

インベントリ内のホスト間での VMotion の起動 可

DRS クラスタ内でのロード バランシングの継続 可

ライセンス キーの追加または削除 不可

注意   ライセンス サーバの使用不可能な期間にライセンス供与された機能のライセン
スを解放すると、解放されたライセンスはライセンス サーバが再度使用可能になる
まで再配布できません。 たとえば、ライセンス サーバの使用不可能な期間に VMotion
に関連するネットワーク アダプタを削除すると、ライセンス サーバが再度使用可能
になるまで、その VMotion ライセンスは解放され、使用できません。 VirtualCenter イ
ンベントリからホストを削除したり、クラスタからホストを削除した場合も同様の結
果になります。
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ライセンス サーバが使用不可能な場合、またはライセンス ファイルが変更されたた
めに確認対象のライセンスが削除された場合、VirtualCenter は、影響を受けたライセ
ンスを「ライセンスなしの使用」としてマークします。ライセンス供与された機能は
前述のように処理を続行します。 ライセンス サーバが再度使用可能になった場合、ま
たはライセンスがライセンス ファイルに再度追加された場合、VirtualCenter はライ
センスを再度確認してライセンスが供与された状態に戻します。 ライセンスを確認で
きない場合、ライセンスの状態はライセンスなしのままになります。 

使用している環境でライセンス サーバの可用性に問題がある場合は、次のいずれか
の処理を検討します。

VirtualCenterサーバマシンと同一のマシンにライセンス サーバをインストール
する。 これは、VirtualCenter インストーラが提供するデフォルトのオプション
です。

仮想マシンにライセンス サーバをインストールし、HAクラスタにその仮想マシ
ンを配置する。 VMware HA は、障害時は別の ESX Server ホストでライセンス 
サーバ マシンを再起動します。 

ESX Server ホストでシングル ホスト型のライセンス ファイルを使用する。

既存の FLEXnet ライセンス サーバの使用
ほとんどの場合、VirtualCenter サーバと同一のマシン上にライセンス サーバをイン
ストールすることをお勧めします。 ただし、使用中の環境に FLEXnet ライセンス サー
バがすでに存在し、ほかの製品にライセンスを提供している場合は、そのシステムに
VMware ライセンス サーバをインストールすることも可能です。

VMware ライセンス サーバは、Windows オペレーティング システムのみでサポート
されています。 Linux ベースの FLEXnet サーバに VMware ライセンス サーバをインス
トールできません。 「ライセンス サーバ要件 （P.51）」を参照してください。

既存の FLEXnet サーバに VMware ライセンス サーバをインストールするには、「ライ
センス サーバのインストール （P.90）」に従って、スタンドアロン ライセンス サーバ 
インストーラを使用します。 これにより、VMware のライセンス サーバのベンダー 
デーモンがインストールされます。このデーモンは、サーバにすでにインストールさ
れているほかのベンダー デーモンと共存できます。 
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サポートへの問い合わせ
ライセンスに関してサポートが必要な場合は、次の方法でヴイエムウェアに問い合わ
せて、サポートを受けてください。

購入した VI3 のライセンス アクティベーション コードを受け取っていない場合、
またはライセンス アクティベーション コードを使用してライセンス ファイルを
取得する際に問題が生じた場合は、vi-hotline@vmware.comにメールでお知らせく
ださい。 

ライセンス ファイルを取得していて、ライセンス供与された機能の構成または
トラブルシューティング時に問題が生じた場合は、
http://www.vmware.com/jp/supportでサポートを要請してください。

mailto:vi-hotline@vmware.com
http://www.vmware.com/jp/support
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本章では、VirtualCenter 2.5 と ESX Server バージョン 3.5 のアップグレード ライセン
スの評価方法、および評価モードが終了したときのライセンスの取得方法について説
明します。 本章の内容は、次のとおりです。

ESX Server の評価モードの使用 （P.69）

VirtualCenter の評価モードでの使用 （P.70）

評価期間の終了後の VirtualCenter および ESX Server のライセンス （P.70）

ESX Server の評価モードの使用
ESX Server 3i には、通常、スタンドアロン エディションのシリアル番号が含まれてい
ます。 あらかじめ組み込まれているシリアル番号を使用して、ESX Server 3i を実行で
きます。アップグレード ライセンスを購入してアクティベイトするか、アップグ
レード ライセンスを評価します。 デモおよび評価のために評価モードで ESX Server 3i
を実行する場合、ソフトウェアは完全に機能する状態であり、ライセンスの構成は必
要ありません。さらに、ソフトウェアを最初にアクティベイトしてから 60 日間、
ESX Server のすべての機能を使用できます。 60 日の評価期間中は、評価モードの終了
までの残り時間が表示されます。 評価期間は一時的に停止したり、再開したりするこ
とができません。

ESX Server 3i ホストには、起動時にあらかじめ組み込まれているシリアル番号はあり
ません。ホストは評価モードで起動します。

評価モードでの VMware 
VirtualCenter および
VMware ESX Server の実行 7
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ESX Server 3i および VirtualCenter 2.5 のライセンスを購入してアクティベイトにする
前に、評価モードで両方の製品をインストールして実行できます。 デモおよび評価の
ために評価モードでソフトウェアを実行する場合、ソフトウェアは、インストール後
ただちに完全に動作し、ライセンスの構成は必要ありません。さらに、ESX Server お
よび VirtualCenter をインストールしたときから 60日間、そのすべての機能を使用で
きます。 ソフトウェアを評価モードでインストールするには、「VirtualCenter および
ESX Server 3i のライセンス」の章をスキップし、次の章に直接進んでください。

VMware Infrastructure Management のインストール （P.97）

アップグレードを行う場合は、『アップグレード ガイド』を参照してください。

 VirtualCenter の評価モードでの使用
VirtualCenter を使用せずに、ESX Server を使用できます。 ただし、複数の ESX Server
ホストがあって、それらを一元的に管理する場合は、VirtualCenter を使用することを
お勧めします。 VirtualCenter 2.5 のライセンスを購入してアクテイベイトする前に、
VirtualCenter を評価モードでインストールして実行できます。 デモおよび評価のため
に評価モードでソフトウェアを実行する場合、ソフトウェアは、インストール後ただ
ちに完全に動作し、ライセンスの構成は必要ありません。さらに、VirtualCenter を最
初にインストールしたときから 60日間、そのすべての機能を使用できます。 60 日の
評価期間中は、評価モードの終了までの残り時間が表示されます。 評価期間は一時的
に停止したり、再開したりすることができません。

評価期間の終了後の VirtualCenter および ESX Server のラ
イセンス

60 日の評価期間の終了後は、ソフトウェアのライセンスを取得しない限り、
VirtualCenter および ESX Server のほとんどの操作を実行できなくなります。 たとえ
ば、仮想マシンのパワーオン、新しいホストの追加、または ESX Server および
VirtualCenter の高度な機能を使用できなくなります。 

評価期間が終了する前に VirtualCenter のライセンスが供与されていない場合は、
VirtualCenter インベントリのすべてのホストが切断されます。

表7-1 に、評価モード終了後の ESX Server 動作の詳細を示します。 許可されていない
操作を実行するには、新しいライセンスを取得する必要があります。 

注意   60 日間の評価期間の終了後に VirtualCenter サーバを再インストールしても、評
価モードで再度起動することはありません。
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ESX Server および VirtualCenter をライセンス モードに切り替える
場合の注意事項
VirtualCenter および ESX Server を評価モードからライセンス モードに切り替える場
合は、次の点に注意します。

インベントリに追加した ESX Server ホストの数が、現在のライセンス タイプの許
容数を超過すると、超過分のホストを管理することができません。 VirtualCenter
インベントリから超過分のホストを削除するか、VI Client からホストに直接アク
セスしてそれらのライセンスを構成します。

必要なすべてのライセンスがライセンス サーバにあることを確認します。

表7-1  60 日の評価期間後の ESX Server の動作

コンポーネント 目的のアクション
60 日の試用期
間後

仮想マシン パワーオン 不可

作成および削除 可

サスペンドおよびレジューム 可

VI Client を使用した仮想マシンの構成 可

ESX Server ホスト 既存のホストでの操作の続行 可

パワーオンおよびパワーオフ 可

VI Client を使用した ESX Server ホストの構成 可

障害が発生したホストの HA クラスタ内での
仮想マシンの再起動

不可 

ライセンス キーの追加または削除 可
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本章では、ライセンス ファイルを取得し、ライセンス オプションを構成する手順を
示します。

本章の内容は、次のとおりです。

ライセンス プロセス （P.74）

ライセンス ファイルの取得 （P.77）

一元管理型ライセンスの設定 （P.77）

シングル ホスト型ライセンスの設定 （P.82）

ライセンス ファイルの内容 （P.86）

ライセンス ファイルの場所 （P.88）

ライセンス サーバへの新しいライセンス ファイルの追加 （P.88）

シングル ホストへの新しいライセンス ファイルの追加 （P.90）

ライセンス サーバのインストール （P.90）

ライセンスに関するトラブルシューティング （P.91）

VirtualCenter および
ESX Server 3i のライセンス 8
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ライセンス プロセス
図8-1 に、ESX Server 3i Embedded のライセンス構成プロセスの概要を示します。

図8-1  ESX Server 3i のライセンス構成プロセス 
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図8-2 に、VirtualCenter サーバのライセンス構成プロセスの概要を示します。

図8-2  VirtualCenter のライセンス構成プロセス
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VMware Infrastructure ソフトウェアの購入後に、次の手順に従ってライセンスを取得
して使用します。

1 使用するライセンス タイプを決定します。 

ESX Server 3i Standalone の追加では、ホスト ベースのシリアル番号を使用できま
す。 ESX Server および VirtualCenter の VI3 エディションでは FLEXnet ライセンス
を使用しており、一元管理型、シングル ホスト型、またはその混在型からライ
センス タイプを選択できます。 「VirtualCenter および ESX Server 3i のライセンス 
モデル （P.56）」を参照してください。 

2 購入内容を登録します。

VMware Infrastructure3 を、ヴイエムウェア認定リセラーから、またはヴイエム
ウェアから直接購入したかにかかわらず、VMware ストア アカウントに購入内容
を登録する必要があります。 「ライセンス ファイルの取得 （P.77）」を参照して
ください。 

3 ライセンス ファイルを取得します。

購入内容を登録したあと、Webベースのライセンス アクティベーション ポータ
ルを使用して、手順1で選択したライセンス タイプに適切なライセンス ファイ
ルを生成してダウンロードします。 「ライセンス ファイルの取得 （P.77）」を参
照してください。

4 VirtualCenter をインストールします。

5 手順 1で選択したライセンス タイプに従って、ライセンスを構成します。

一元管理型ライセンスを構成するには、「一元管理型ライセンスの設定 
（P.77）」を参照してください。

シングル ホスト型のライセンスを構成するには、｢シングル ホスト型ライセ
ンスの設定 （P.82）」を参照してください。

混在型のライセンス環境を構成するには、「同一環境内のシングル ホスト型
および一元管理型ライセンス （P.83）」を参照してください。
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ライセンス ファイルの取得 
ライセンス ファイルを取得するプロセスは、VMware Infrastructure 3 の購入方法に
よって多少異なります。ライセンス ファイルを取得するには、まず 1つまたは複数
のライセンス アクティベーション コードを取得します。ライセンス アクティベー
ション コードは、次の 3つのうちのいずれかの方法で受け取ります。

Dell、Hewlett-Packard、IBMなどのヴイエムウェア認定リセラーから VMware 
Infrastructure 3 と ESX Server 3i を使用できるマシンを購入した場合は、ライセン
スを取得してアクティベイトする方法が記述された Eメールが届きます。 シリア
ル番号またはパートナー アクティベーション コードを、パートナー アクティ
ベーション ポータルに入力して、購入内容を登録します。 

そのほかから VMware Infrastructure3 を新規購入した場合は、ライセンス アク
ティベーション コードを含む Eメールが届きます。

アクティベーション コードを含む Eメールを受信したあと、Eメールの指示に従っ
て、ライセンス アクティベーション コードを登録し、Webベースのライセンス アク
ティベーション ポータルからライセンス ファイルを生成します。 

ライセンス アクティベーション ポータルのオンライン ヘルプを参照してください。 

一元管理型ライセンスの設定 
インストール時に、一元管理型ライセンスを設定できます。 インストール終了後、ラ
イセンスに関する変更は VI Client から行うことができます。 

ライセンス ファイルの設定 
ライセンス ファイルを取得したあと、ライセンス サーバ マシンからアクセスできる
ディレクトリに、ASCII テキスト ファイルでライセンス ファイルを保存します。 ライ
センス ファイルを保存するときは、.lic 拡張子を使用します。 ファイルの拡張子 .lic を
付ける必要があります。

VMware ライセンス サーバをインストールすると、そのあとライセンス ファイルを
ライセンス サーバにインポートできます。 一元管理型のライセンス ファイルは、ラ
イセンス サーバを実行するマシン上の、次のデフォルトの場所に配置されます。

C:￥Program Files￥VMware￥VMware License Server￥Licenses

推奨されるライセンス サーバのインストールについては、「VirtualCenter コンポーネ
ント間での通信の構成 （P.108）」を参照してください。

スタンドアロン ライセンス サーバのインストール方法については、「ライセンス 
サーバのインストール （P.90）」を参照してください。 
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ライセンス サーバの場所 
デフォルトのインストールに従って、ライセンス サーバを VirtualCenter サーバと同
一のマシンに配置することをお勧めします。 このように配置すると、セット アップが
容易になるだけではなく、VirtualCenter からライセンス サーバへの通信を保障でき
るというメリットがあります。 既存の FLEXnet ライセンス サーバが存在するなど、十
分な理由がある場合のみ場所を変更してください。 

ライセンス サーバのドキュメントへアクセスするには、[スタート（Start）] - [ プログ
ラム（Programs）] - [VMware] - [VMwareライセンス サーバ（VMware License Server）]
を選択し、『VMware ライセンス サーバ ユーザー ガイド』を選択します。

一元管理型ライセンスの構成 
このセクションでは、まず一元管理型ライセンスの構成手順について説明します。 
VirtualCenter をデフォルトのままインストールした環境の場合、または
VirtualCenter Server がない場合は、「ESX Server ホストに一元管理型ライセンスを構
成するには （P.79）」に進んでください。

VirtualCenter に一元管理型ライセンスを構成するには

1 VI Client で、[ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server 構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択します。

2 左側のリストから [ライセンス サーバ（License Server）] をクリックします。

3 [ ライセンス サーバの使用（Use License Server）] をクリックします。

4 マシン名とポート（オプション）を入力します。

ポートを指定しない場合、デフォルト ポート 27000 が使用されます。

たとえば、license という名前のライセンス サーバでデフォルトのライセンス 
サーバ ポート 27000 を使用する場合、次のように入力します。

license.vmware.com:27000

5 VirtualCenter サーバのエディションを変更する場合、次から 1つを選択します。

VC Foundation エディション

VC Full エディション

VirtualCenter のエディションについては、｢ VirtualCenter サーバ エディション 
（P.56）｣を参照してください。
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6 （オプション）VirtualCenter でホストの現在のライセンス設定をオーバーライド
しない場合は、[ホスト ライセンス サーバの設定をインベントリに追加する際
に、ホスト ライセンス サーバの設定を VirtualCenter の設定に一致させます
（Change host license server settings to match VirtualCenter's setting when they are 
added to inventory）] を選択解除します。

このチェック ボックスを選択すると、VirtualCenter がホストの現在のライセン
ス設定をオーバーライドし、VirtualCenter が使用するライセンス サーバが使用
されます。

7 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

一元管理型ライセンスを有効にするために、ほかの設定を変更する必要はありま
せん。

ライセンス サーバで使用される有効なライセンスの総数は、VirtualCenter に接続さ
れている VI Client の [ 管理（Admin）] ビューの [ ライセンス（Licenses）] タブに表
示されます。 このタブのラベルは、旧バージョンの VirtualCenter では、「ライセンス 
ビューア（License Viewer）」でした。

ESX Server ホストに一元管理型ライセンスを構成するには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 [ソフトウェア（Software）]の下にある、[ライセンス機能（Licensed Features）]
をクリックします。

4 ライセンス サーバを設定します。

a [ ライセンス ソース（License Sources）] の右側にある [ 編集（Edit）] をク
リックします。 

b [ ライセンス サーバの使用（Use License Server）] をクリックします。

これがデフォルト構成です。

c [ アドレス（Address）] フィールドに、ポート番号およびライセンス サーバ 
マシン名（port@host の形式）を入力します。 

たとえば、license-1 という名前のライセンス サーバでデフォルトのライセ
ンス サーバ ポート 27000 を使用する場合、次のように入力します。

27000@license-1.vmware.com

d [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更内容を保存します。

注意   オプション設定でチェック ボックスを選択しなかった場合は、「ESX Server ホス
トに一元管理型ライセンスを構成するには （P.79）」の手順に従って、一元管理型ラ
イセンスを使用するように ESX Server ホストを手動で構成します。
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5 ESX Server エディションを次のように設定します。

a [ESX Server のライセンス タイプ（ESX Server License Type）] の右にある [ 編
集（Edit）] をクリックします。

b ホストのエディションを指定するか、[ライセンスなし（Unlicensed）] を選
択して、このホストのライセンスを解除してライセンス サーバに戻します。 
[ESX Server のライセンス タイプ（ESX Server License Type）] ダイアログ 
ボックスには、ESX Server ホストで利用できるライセンスのエディションの
みが表示されます。

c [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更内容を保存します。

6 アドオン ライセンスを構成します。

a [ アドオン（Add-Ons）] の右側にある [ 編集（Edit）] をクリックします。

b 使用するアドオン製品を選択して、[OK] をクリックします。

ライセンス サーバで使用される有効なライセンスの総数は、VirtualCenter に接続さ
れている VI Client の [ 管理（Admin）] ビューの [ ライセンス（Licenses）] タブに表
示されます。 このタブのラベルは、旧バージョンの VirtualCenter では、「ライセンス 
ビューア（License Viewer）」でした。

VirtualCenter 用にローカル ライセンス サーバのライセンスを構成するには

1 VI Client で、[ 管理（Administration）] - [VirtualCenter Management Server 構成
（VirtualCenter Management Server Configuration）] を選択します。

2 左側のリストから [ライセンス サーバ（License Server）] をクリックします。

3 [ この VirtualCenter サーバでライセンス サービスを使用（Use license services on 
this VirtualCenter）] をクリックします。

4 VirtualCenter サーバのエディションを変更する場合、次から 1つを選択します。

VC Foundation エディション

VC Full エディション

VirtualCenter のエディションについては、｢ VirtualCenter サーバ エディション 
（P.56）｣を参照してください。

5 （オプション）VirtualCenter でホストの現在のライセンス設定をオーバーライド
しない場合は、[ホスト ライセンス サーバの設定をインベントリに追加する際
に、ホスト ライセンス サーバの設定を VirtualCenter の設定に一致させます
（Change host license server settings to match VirtualCenter's setting when they are 
added to inventory）] を選択解除します。
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このチェック ボックスを選択すると、VirtualCenter がホストの現在のライセン
ス設定をオーバーライドし、VirtualCenter が使用するライセンス サーバが使用
されます。

ESX Server ホストから接続できる IP アドレスを必ず使用します。 ローカル ライセ
ンス サーバを使用するように VirtualCenter を構成している場合、そのローカル 
ライセンス サーバ（VirtualCenter のホスト）のホスト名を ESX Server ホストか
ら特定できないと、ESX Server ホストはローカル ライセンス サーバからライセ
ンスを取得できません。 

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

ローカル ライセンス サーバのライセンスを有効にするために、ほかの設定を変
更する必要はありません。

ライセンス サーバで使用される有効なライセンスの総数は、VirtualCenter に接続さ
れている VI Client の [ 管理（Admin）] ビューの [ ライセンス（Licenses）] タブに表
示されます。 このタブのラベルは、旧バージョンの VirtualCenter では、「ライセンス 
ビューア（License Viewer）」でした。

ライセンス サーバのデフォルト ポート
デフォルトで、VirtualCenter および ESX Server ソフトウェアは、TCP/IP ポート 27000
および 27010 を使用してライセンス サーバと通信するように構成されます。 ESX 
Server 3i では、ライセンス サーバ用にデフォルトのポート番号を使用する必要があ
ります。

シングル ホスト型から一元管理型ライセンスへの変更
シングル ホスト型ライセンスから一元管理型ライセンスに ESX Server ホストを変更
できます。 このためには、新しいライセンス ファイルを生成して、ライセンス サー
バをインストールし（インストール済みでない場合）、新しいライセンス タイプを使
用するようにホストを構成する必要があります。 

シングル ホスト型ライセンスから一元管理型ライセンスに ESX Server ホストを変更
するには

1 ヴイエムウェアのライセンス アクティベーション ポータルを使用して、
ESX Server ホストおよび VirtualCenter サーバのすべての関連機能のライセンスを
含む、一元管理型のライセンス ファイルを生成してダウンロードします。 ライセ
ンス アクティベーション ポータルでは、同じライセンス アクティベーション 
コードから、シングル ホスト型および一元管理型のライセンス ファイルの両方
を生成できます。 

注意   オプション設定でチェック ボックスを選択しなかった場合は、「ESX Server ホス
トに一元管理型ライセンスを構成するには （P.79）」の手順に従って、一元管理型ラ
イセンスを使用するように ESX Server ホストを手動で構成します。
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2 ライセンス サーバをインストールしていない場合は、次のようにインストール
します。

VirtualCenterインストールの一部としてライセンス サーバをインストールす
るには、「第 9章 VMware Infrastructure Management のインストール 
（P.97）」を参照してください。

スタンドアロン ライセンス サーバをインストールするには、「ライセンス 
サーバのインストール （P.90）」を参照してください。

環境にすでにインストールされているFLEXnetライセンス サーバを使用する
には、「既存の FLEXnet ライセンス サーバの使用 （P.66）」を参照してくだ
さい。

3 「一元管理型ライセンスの構成 （P.78）」に従って、VirtualCenter サーバおよび
ESX Server ホストを構成します。

シングル ホスト型ライセンスの設定 
シングル ホスト型ライセンスには、次の 2つのシナリオがあります。

ホスト ベースのシリアル番号　ESX Server 3i Standalone エディションの場合、各
ホストには、ハードウェア ベンダーから提供されたシリアル番号があります。
このシリアル番号は、通常、あらかじめ組み込まれています。 シリアル番号があ
らかじめ組み込まれている場合、シリアル番号はステッカーやカードに記載され
ています。

ホスト ベースのライセンス ファイル　その他の ESX Server 3i エディション（VI3 
Foundation、VI3 Standard、および VI3 Enterprise など）の場合、各ホストにはラ
イセンス ファイルがあります。 

ホストベースのシリアル番号を使用するように ESX Server 3i マシ
ンを構成する
ハードウェア ベンダーから ESX Server 3i のシリアル番号が与えられている場合、
VI Client を使用してシリアル番号を設定できます。

VI Client を使用してホスト ベースのシリアル番号を設定するには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 [ソフトウェア（Software）]の下にある、[ライセンス機能（Licensed Features）]
をクリックします。



VMware, Inc. 83

第 8章 VirtualCenter および ESX Server 3i のライセンス

4 [ ライセンス ソース（License Sources）] の右側にある [ 編集（Edit）] をクリッ
クします。 

5 [ シリアル番号を使用（Use Serial Number）] をクリックします。

6 シリアル番号を入力します。 

7 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

ホストベース型ライセンスのための ESX Server マシンの構成
ホストベース型ライセンスには、各 ESX Server ホスト上に有効なライセンス ファイ
ルが必要です。 

ライセンス ファイルを取得したら、vmware.lic という名前に変更し、VI Client からア
クセスできるファイル システムに配置します。 ファイルの拡張子 .lic を付ける必要が
あります。

VI Client を使用してホストベース型ライセンスを構成するには

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 [ソフトウェア（Software）]の下にある、[ライセンス機能（Licensed Features）]
をクリックします。

4 [ ライセンス ソース（License Sources）] の右側にある [ 編集（Edit）] をクリッ
クします。 

5 [ ホスト ライセンス ファイルの使用（Use Host License File）] をクリックします。

6 [ 参照（Browse）] をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。 

このファイルは、ESX Server ホスト上ではなく、クライアント マシン上に配置す
る必要があります。 ファイルは .lic 拡張子でファイル ブラウザに表示されます。

7 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

同一環境内のシングル ホスト型および一元管理型ライセンス
同一環境で、ESX Server 機能にシングル ホスト型ライセンス、および VirtualCenter
機能に一元管理型ライセンスを使用できます。 そのためには、デフォルトの
VirtualCenter 構成設定を変更する必要があります。 VirtualCenter 設定を変更しない場
合は、次のような状況で、VirtualCenter 設定がシングル ホスト型のライセンス ファ
イルよりも優先されます。
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VirtualCenter を再起動した場合

シングル ホストの ESX Server マシンがインベントリに再度追加された場合

ESX Server マシン上のシングル ホスト型のライセンス ファイルは変更されませんが、
無視されます。

ESX Server 3i Standalone エディションには、VirtualCenter 管理用のライセンスがあり
ません。 つまり、ホストのライセンスと VirtualCenter の管理に使用するシリアル番号
を組み合わせることはできません。

VirtualCenter設定を変更してシングル ホスト型のESXServerライセンスを許可するには

1 VI Client から、[ 管理（Administration）] - [ サーバの設定（Server Settings）] を
選択します。

2 左側のリストから [ライセンス サーバ（License Server）] をクリックします。

3 [ ホスト ライセンス サーバの設定をインベントリに追加する際に、ホスト ライ
センス サーバの設定を VirtualCenter の設定に一致させます（Change host 
license server settings to match VirtualCenter's setting when they are added to 
inventory）] チェック ボックスを選択解除します。

4 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

5 インベントリ内の影響を受けている ESX Server マシンを削除および追加します。

これで、変更した ESX Server マシン上でシングル ホスト型ライセンスを安全に再構
成できるようになりました。 「ホストベース型ライセンスのための ESX Server マシン
の構成 （P.83）」を参照してください。

ESX Server 2.x および ESX Server 3.x が混在する環境でのライセン
スの構成
VirtualCenter サーバ 2.x を使用して、ESX Server 2.x ホストおよび ESX Server 3.x ホス
トの両方が混在する環境を管理できます。 VMware Infrastructure 3 を購入するとライ
センス アクティベーション コードを受け取ります。このコードを、ESX Server 2.x の
シリアル番号および VMware Infrastructure 3 のライセンス ファイルと引き換えること
ができます。 

注意   VirtualCenter のデフォルトの構成を変更せずに、ESX Server マシンをシングル 
ホスト型ライセンスにリストアする場合、ESX Server マシンで、VirtualCenter の設定
がシングル ホスト設定よりも優先されることがあります。
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混在型環境で ESX Server 2.x ホストのライセンスを構成するには 

1 シリアル番号を使用する既存の ESX Server 2.x ホストで、ライセンスを変更せず
に残します。

2 ESX Server 2.x の新規インストールでは、ライセンス アクティベーション ポータ
ルで、ライセンス アクティベーション コードと ESX Server 2.x シリアル番号を引
き換えます。 

インストールまたは構成時に、このシリアル番号を入力します。 

3 ライセンス アクティベーション コードを引き換えて、VirtualCenter サーバ、
VirtualCenter Management Agent、VMotion、および ESX Server 3.x のライセンス
を含む一元管理型のライセンス ファイルを生成します。 

必要に応じて、生成された複数のライセンス ファイルをまとめて 1つのファイ
ルを生成します。 

手順 2で ESX Server 2.x のシリアル番号を取得した ESX Server version 2.x ホスト
では、生成したライセンス ファイルに ESX Server バージョン 3.x のライセンスを
含むことができます。これにより、あとでこれらのホストを ESX Server 3.x に
アップグレードしたときに、ホストに簡単にライセンスを分配できます。 

4 ライセンス サーバを使用するには、VirtualCenter サーバ 2.x をインストールして
構成します。 

VirtualCenter のインストールについては、「第 9章 VMware Infrastructure 
Management のインストール （P.97）」を参照してください。

一元管理型からシングル ホスト型ライセンスへの変更
一元管理型ライセンスからシングル ホスト型ライセンスに ESX Server ホストを変更
できます。 VirtualCenter および VMotion、VMware DRS、VMware HA などの追加機能
は、一元管理型のライセンスにする必要があります。 ESX Server ホストのライセンス 
タイプを変更するには、ホストごとに新しいライセンス ファイルを生成し、ホスト
が新しいライセンス タイプを使用するように構成します。 

一元管理型ライセンスからホストベース型ライセンスに ESX Server ホストを変更す
るには 

1 VMware ライセンス アクティベーション ポータルを使用して、各 ESX Server ホ
スト用に、新しいシングル ホスト型のライセンス ファイルを生成してダウン
ロードします。 

ライセンス アクティベーション ポータルでは、同じライセンス アクティベー
ション コードから、シングル ホスト型および一元管理型のライセンス ファイル
の両方を生成できます。 ホストベース型ライセンスでは、各 ESX Server ホストに
対して 1つのライセンス ファイルが必要です。 
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2 VirtualCenter を使用している場合は、「同一環境内のシングル ホスト型および一
元管理型ライセンス （P.83）」の説明に従って、VirtualCenter がホストのライセ
ンス設定をオーバーライドしないように、VirtualCenter サーバの設定を変更し
ます。 

3 「ホストベース型ライセンスのための ESX Server マシンの構成 （P.83）」に従っ
て、ESX Server ホストを構成します。

ライセンス ファイルの内容
一元管理型およびシングルホスト型のいずれの操作にも、ライセンス ファイルが必
要です。ライセンス ファイルは、ライセンス タイプとライセンス キーの 2種類の情
報を含む ASCII テキスト ファイルです。

ライセンス タイプ セクション　ライセンス サーバがESXServerホストとの通信に
使用するTCP/IPポートを指定します。 これらのデフォルト ポートを変更しないこと
をお勧めします。 ポートを変更する必要がある場合は、ASCII テキスト エディタを
使用し、編集したライセンス ファイルをhttp://www.vmware.com/checklicense/
で検証します。

ライセンス タイプ ヘッダーは、次のような内容です。

SERVER this_host ANY 27000
VENDOR VMWARELM port=27010
USE SERVER

このセクションはライセンス サーバ ファイルにのみ存在し、ライセンス サーバ
でライセンス キーが必要なことを示します。 シングル ホスト型のライセンス 
ファイルには、ライセンス タイプ セクションがありません。

ライセンス キー セクション　資格を持つ機能ごとに1つの暗号化されたライセン
ス キーが格納されています。表8-1 に、使用可能なライセンス キーを示します。 

表8-1  ライセンス キー

機能名 ライセンス ファイル キー
使用可能なライセンス タ
イプ

ESX Server Foundation エディ
ション

PROD_ESX_STARTER 一元管理型またはシング
ル ホスト型

ESX Server Standard エディション
ESX Server Enterprise エディション

PROD_ESX_FULL 一元管理型またはシング
ル ホスト型

VMware Consolidated Backup ESX_FULL_BACKUP 一元管理型またはシング
ル ホスト型

VirtualCenter Server Foundation PROD_VC_EXPRESS 一元管理型のみ

VirtualCenter サーバ PROD_VC 一元管理型のみ

http://www.vmware.com/jp/checklicense/
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一元管理型のファイルとシングル ホスト型のファイルは、次の特徴で識別すること
ができます。

シングル ホスト型のライセンス ファイルには、ライセンス タイプ セクションが
ありません。 一元管理型のファイルには、ファイル ヘッダーとしてライセンス 
タイプ セクションがあります。 

シングル ホスト型のライセンス ファイルには、そのファイルの各ライセンス 
キー ブロックの一部に、文字列「licenseType=Host」があります。 一元管理型
のライセンス ファイルには、次の例に示すように、そのファイルの各ライセン
ス キー ブロックの一部に、文字列「licenseType=Server」があります。 

例 8-1 に、一般的なシングル ホスト型のライセンス キーを示します。 

例 8-2 に、一般的な一元管理型のライセンス キーを示します。 

VirtualCenter 管理エージェント VC_ESXHOST 一元管理型のみ

VMware Server VMotion 
VMware Storage VMotion

VC_VMOTION 一元管理型のみ

VMware DRS 
VMware DPM

VC_DRS 一元管理型のみ

VMware HA VC_DAS 一元管理型のみ

例8-1  シングル ホスト型のライセンス キー
INCREMENT PROD_ESX_FULL VMWARELM 2005.05 31-dec-2008 uncounted ￥
        VENDOR_STRING="licenseType=Host;vmodl=esxFull;desc=ESX Server ￥
        Enterprise;capacityType=cpuPackage;gp=14;exclude=BACKUP;count=8" ￥
        HOSTID=ANY ISSUED=06-AUG-2007 ￥
        NOTICE="FulfillmentId=777;Name=VMware Internal" TS_OK ￥
        SIGN="095A 14A7 ..."

例8-2  一元管理型のライセンス キー
INCREMENT PROD_ESX_FULL VMWARELM 2005.05 31-dec-2008 8 ￥
        VENDOR_STRING="licenseType=Server;vmodl=esxFull;desc=ESX Server ￥
        Enterprise;capacityType=cpuPackage;gp=14;exclude=BACKUP" ￥
        ISSUED=06-AUG-2007 NOTICE="FulfillmentId=1201;Name=VMware ￥
        Internal" TS_OK SIGN="1F7F 98D5 ..."

表8-1  ライセンス キー （続き）

機能名 ライセンス ファイル キー
使用可能なライセンス タ
イプ



ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド

88 VMware, Inc.

ライセンス ファイルの場所 
ライセンス ファイルは、すべての ESX Server マシンまたはすべてのライセンス サー
バに格納されます。これは、使用するライセンスのタイプが一元管理型かシングル 
ホスト型かによって異なります。

一元管理型のライセンス ファイルは、VMware ライセンス サーバを実行するマシ
ン上の、次のデフォルトの場所に配置されます。

C:￥Program Files￥VMware￥VMware License Server￥Licenses

新しいライセンス ファイルはライセンス ディレクトリに追加できます。 「ライ
センス サーバへの新しいライセンス ファイルの追加 （P.88）」を参照してくだ
さい。

シングル ホスト型のライセンス ファイルは、ESX Server を実行するマシン上の、
次のデフォルトの場所に配置されます。 

/etc/vmware/vmware.lic

ライセンス アクティベーション ポータルを使用して、シングル ホスト型に新し
いライセンスを追加できます。 「シングル ホストへの新しいライセンス ファイ
ルの追加 （P.90）」を参照してください。

ライセンス サーバへの新しいライセンス ファイルの追加 
ライセンス サーバは、複数のライセンス ファイル用のライセンス ディレクトリをサ
ポートします。 個別注文などにより、複数のライセンス ファイルを取得した場合、同
じライセンス サーバからすべてのライセンスを管理するには、ライセンス サーバ 
ディレクトリにライセンスを追加してから、サーバを再起動します。

新しいライセンスをライセンス サーバ ディレクトリに追加するには

1 VMware ライセンス サーバを実行するマシン上で、次のデフォルトのディレクト
リに新しいライセンス ファイルを追加します。 

C:￥Program Files￥VMware￥VMware License Server￥Licenses

注意   VirtualCenter 2.0 では、ライセンス ファイルのデフォルトの場所は C:￥
Documents and Settings￥All Users￥Application Data￥VMware￥ 
VMware License Server￥vmware.licでした。 現在この場所は存在しません。

注意   一元管理型ライセンスの場合、このファイルは ESX Server マシンに存在し
ますが、ライセンス キーが含まれていません。
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2 VMware ライセンス サーバのサービスを再開します。

次の手順は、Windows 2000 Professional を対象としています。 ほかのバージョンの
Windows では、メニューやコマンドが異なる可能性があります。

ライセンス サーバのWindows サービスを再起動するには

1 [ スタート（Start）] - [ 設定（Settings）] - [ コントロール パネル（Control Panel）]
を選択します。

2 [ 管理ツール（Administrative Tools）] をダブルクリックします。

3 [ サービス（Services）] をダブル クリックします。

4 スクロール ダウンして、[VMware ライセンス サーバ（VMware License Server）]
を右クリックして [再起動（Restart）] を選択してください。

一元管理型のディレクトリまたはライセンス ファイルのデフォルトの場所を変更で
きます。

ライセンス ディレクトリのデフォルトの場所を変更するには

1 ライセンス サーバのアプリケーションを実行するコンピュータで、[ スタート
（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware ライセンス サーバ
（VMware License Server）] - [VMware ライセンス サーバ ツール（VMware License 
Server Tools）] を選択します。

2 [ サービスの構成（Config Services）] タブをクリックします。

3 [ ライセンス ファイル パス（Path to license file）] フィールドの隣の [ 参照
（Browse）] をクリックして、ライセンス ディレクトリからライセンス ファイル
を選択します。 

ライセンス サーバでライセンス ディレクトリ全体を使用する場合は、ディレク
トリ名のみを残して、ファイル名を手動で削除します。

4 [ 開始 /停止 /再読み取り（Start/Stop/Reread）] タブをクリックします。 

5 [ 停止（Stop）] をクリックします。

6 [ 開始（Start）] をクリックします。 

7 [ ライセンス ファイルの再読み取り（ReRead License File）] をクリックして新し
いライセンス ファイルをロードします。
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シングル ホストへの新しいライセンス ファイルの追加
ホストベース型ライセンスは、複数のライセンス ファイル用のディレクトリをサ
ポートしていません。 複数のライセンス ファイルがある場合は、ライセンス アク
ティベーション ポータルを使用して、単一のライセンス ファイルに結合する必要が
あります。 たとえば、新しく購入したライセンスを既存のライセンス ファイルに追加
するか、別々に購入した 2つの資格を単一のライセンス ファイルに結合できます。 評
価用ライセンスおよび本番環境用ライセンスを単一のファイルに結合できますが、製
品によっては、評価用ライセンスの有効期限が切れたときに構成の変更が必要なこと
があります。

ヴイエムウェアのWebベースのライセンス アクティベーション ポータルを使用し
て、ファイルを結合できます。 たとえば、2つの ESX Server ライセンス ファイルを単
一のライセンス ファイルに結合できます。 「ライセンス ファイルの取得 （P.77）」を
参照してください。 

ライセンス サーバのインストール 
このセクションでは、ライセンス サーバの個別インストールについて説明します。 
「VMware Infrastructure Management ソフトウェアのインストール （P.103）」の説明
に従って、VMware Infrastructure Management Installer を使用している場合は、この
セクションを省略します。 VMware Infrastructure Management Installer がライセンス 
サーバをインストールします。 

ライセンス サーバがすでにインストールされているかどうかを確認するには、[ ス
タート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] を選択して、[VMware ライ
センス サーバ（VMware License Server）] を選択します。 ライセンス サーバがインス
トール済みの場合は、最新のバージョンにするために、ライセンス サーバを再度イ
ンストールまたはアップグレードすることをお勧めします。

VirtualCenter サーバ ホスト以外のマシンにスタンドアロン ライセンス サーバが必要
な場合も、次の手順を使用してインストールできます。 

VirtualCenter サーバの格納先と同じマシン、または別のマシンにライセンス サーバ
をインストールできます。 ライセンス プールを最大限に利用できるように、
VirtualCenter サーバが格納されているマシンと同じマシンにライセンス サーバをイ
ンストールすることをお勧めします。

VMware ライセンス サーバ ソフトウェアをインストールするには、次のコンポーネ
ントが必要です。

「VMware Infrastructure システム要件 （P.47）」に記載されている要件を満たす
ハードウェア

ライセンス サーバが使用できる固定 IP アドレスまたはマシン名

次の手順は、Windows システムの管理者権限を持っていることを前提としています。
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VMware ライセンス サーバをインストールするには

1 VMware Infrastructure Installation CD を挿入します。 

VMware Infrastructure Management Installer が表示される場合は、キャンセルを
クリックして終了します。 

2 インストール CDの￥vpx フォルダに移動して、VMware-licenseserver.exe をダ
ブルクリックします。

3 ライセンス サーバをインストールしていることを確認し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

4 ライセンス契約に同意するには、[使用許諾契約書に同意します（I accept the terms 
in the license agreement）]を選択してから、[次へ（Next）] をクリックします。

5 ライセンス サーバのインストール先フォルダを選択して、[ 次へ（Next）] をク
リックします。 

6 ライセンス ファイルへのフル パスを入力するか、[ 参照（Browse）] をクリック
して、このファイルの場所を指定し、[次へ（Next）] をクリックします。

ライセンス ファイルは、ライセンス サーバ マシンからアクセスできるディレク
トリに保存する必要があります。

7 [ インストール（Install）] をクリックして、インストールを開始します。

8 [終了（Finish）]をクリックしてライセンス サーバのインストールを終了します。

ライセンス サーバのインストール後に、[ スタート（Start）] - [ プログラム
（Programs）] - [VMware] - [VMware ライセンス サーバ（VMware License Server）] を
クリックし、『VMware ライセンス サーバ ユーザ ガイド（VMware License Server User 
Guide）』を選択すると、サーバの使用および構成についての詳細な情報にアクセス
できます。

ライセンスに関するトラブルシューティング
このセクションでは、ライセンス設定に関するトラブルシューティングについてのガ
イドラインを示します。 このセクションに示す情報を使用してライセンスに関する問
題を解決できない場合は、次の方法でヴイエムウェアに問い合わせて、サポートを受
けてください。

購入した VI3 のライセンス アクティベーション コードを受け取っていない場合、
またはライセンス アクティベーション コードを使用してライセンス ファイルを
取得する際に問題が生じた場合は、vi-hotline@vmware.comにメールでお知らせく
ださい。 

mailto:vi-hotline@vmware.com
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ライセンス ファイルを取得していて、ライセンス供与された機能の構成または
トラブルシューティングで問題が生じた場合は、
http://www.vmware.com/jp/supportでサポートを要請してください。

ライセンス アクティベーション コードの取得
ヴイエムウェアは、特定の購入に対して登録されたライセンス管理者に、ライセンス 
アクティベーション コードとライセンス情報を送信します。 ライセンス管理者でない
場合は、所属する組織のライセンス アクティベーション コードのライセンス管理者
に問い合わせてください。 

注文に対するライセンス管理者を変更する必要がある場合は、vi-hotline@vmware.com
に連絡してください。 E メールには関連する注文番号を記載してください。 

ヴイエムウェア認定リセラーから VMware Infrastructure3 を購入した場合は、パート
ナーが提供するパートナー アクティベーション コードを使用して購入内容を登録し
て、ライセンス ファイルを生成します。 

ライセンス サーバのチェック
ライセンス サーバとの通信で問題が生じている場合は、次の点を確認してください。

ライセンス サーバのWindows サービスが動作していること

ライセンス サーバが受信待機していること

ライセンス サーバのステータス

ライセンス サーバのWindows サービスが動作していることを確認するには

1 ライセンス サーバをインストールしたマシンで、[ スタート（Start）] - [ コント
ロール パネル（Control Panel）] - [ 管理ツール（Administrative Tools）] - [ サービ
ス（Services）] を選択して、[ サービス（Services）] コントロール パネルを表示
します。 

2 VMware ライセンス サーバ エントリの [ 状態（Status）] 列が [ 開始（Start）] に
なっていることを確認します。 

http://www.vmware.com/jp/support
mailto:vi-hotline@vmware.com
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3 VMware ライセンス サーバが開始されていない場合は、サービスを右クリック
し、[開始（Start）] を選択します。 

ライセンス サーバが待機していることを確認するには

1 ライセンス サーバをインストールしたマシンで、[ スタート（Start）] - [ コマン
ド プロンプト（Command Prompt）] を選択します。 

2 コマンド ラインで netstat -abと入力します。

3 lmgrd.exeプロセスがポート 27000 で、および VMWARELM.exeプロセスがポー
ト 27010 で待機していることを確認します。 

待機していない場合は、ライセンス サーバがインストールされていない、また
は開始されていない可能性があります。 
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ライセンス サーバのステータスを確認するには

1 ライセンス サーバをインストールしたマシンで、[ スタート（Start）] - [ プログ
ラム（Programs）] - [VMware] - [VMware ライセンス サーバ（VMware License 
Server）] - [VMware ライセンス サーバ ツール（VMware License Server Tools）] を
選択して、LMTOOLS ユーティリティを起動します。

2 [ サーバの状態（Server Status）] タブをクリックして、[サーバの状態（Server 
Status）] ページを表示します。

3 [ ステータス照会の実行（Perform Status Inquiry）] をクリックします。 

ライセンス ファイルの場所を含むライセンス サーバの情報が、ページの下部に
表示されます。

ライセンス ファイルの確認
ライセンス サーバが正常に動作している場合、またはホストベース型ライセンスを
使用している場合に、ライセンス供与された機能が使用できないときは、ライセンス 
ファイルに問題がある可能性があります。 次の点を確認します。

ラセンス ファイルを http://www.vmware.com/checklicense/ で検証する。

正しいタイプのライセンス ファイルを使用していることを確認する。 ライセンス 
サーバを使用している場合は、一元管理型のファイルを使用します。 ホストベー
ス型ライセンスを使用している場合は、各ホストでシングル ホスト型のライセ
ンス ファイルを使用していることを確認します。 

一元管理型ライセンスのファイルには、上部にヘッダー テキストのブロックが
あり、文字列 VENDOR_STRING=licenseType=Serverがそのファイルの各ライ
センス キー内にあります。 シングルホスト型のライセンス ファイルには、ヘッ
ダー テキストはなく、文字列 VENDOR_STRING=licenseType=Hostがそのファ
イルの各ライセンス キー内にあります。

一元管理型のライセンス ファイルを使用している場合は、そのファイルの上部
にライセンス タイプ ヘッダー情報が 1つのみ存在することを確認します。 

ライセンス ファイルに、使用する機能に対する正しいキーが含まれていること
を確認します。 キーのリストについては、「表8-1 ライセンス キー （P.86）」を参
照してください。 

ライセンス ファイルを編集した場合は、一元管理型およびシングル ホスト型の
キーが単一ファイルに混在していないことを確認します。

http://www.vmware.com/checklicense/
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ライセンス構成の確認
ライセンス サーバ（使用する場合）が正しく動作していて、ライセンス ファイルに
問題がない場合は、VI Client を使用して、ホストのライセンスを正しく構成したこと
を確認します。

一元管理型ライセンスを使用している場合は、「一元管理型ライセンスの構成 
（P.78）」に従います。

シングル ホスト型ライセンスを使用している場合は、「ホストベース型ライセン
スのための ESX Server マシンの構成 （P.83）」に従います。



ESX Server 3i Embedded セットアップ ガイド

96 VMware, Inc.



VMware, Inc. 97

  

9

本章では、VirtualCenter データベースの準備方法、VMware Infrastructure Management
ソフトウェアのインストール方法、およびコンポーネント間での通信の構成方法につ
いて説明します。 物理システムまたは ESX Server ホストで実行する仮想マシンに、
VMware Infrastructure Management ソフトウェアをインストールできます。 

本章の内容は、次のとおりです。

VirtualCenter サーバ データベースの準備 （P.97）

VMware Infrastructure Management ソフトウェアのインストール （P.103）

VirtualCenter コンポーネント間での通信の構成 （P.108）

VMware Infrastructure コンポーネントのアンインストール （P.110）

仮想マシンへの VirtualCenter のインストール （P.110）

VirtualCenter サーバ データベースの準備
VirtualCenter をインストールするには、データベースもインストールする必要があり
ます。 VirtualCenter サーバには、サーバ データの保存および整理用のデータベースが
必要です。 VirtualCenter バージョン 2.5 は、Oracle、SQL Server、およびMicrosoft 
SQL Server 2005 Express をサポートしています。

VirtualCenter サーバでは、Oracle または SQL データベースにログインするためのシ
ステム管理者の認証情報（IDおよびパスワード）が必要です。 これらの認証情報につ
いてDBA（データベース管理者）に問い合わせてください。または、小規模な導入
の場合は、バンドルされているMicrosoft SQL Server 2005 Express データベースをイ
ンストールします。

VMware Infrastructure 
Management のインス
トール 9

注意   Microsoft SQL Server 2005 Express は、小規模の導入（最大 5台のホストと 50 の
仮想マシン）のみでサポートされています。
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VirtualCenter データベースの構成
このセクションでは、サポート対象データベースすべての構成要件について説明し
ます。

ローカルで機能するOracle 接続の構成
VirtualCenter データベースとしてOracle データベースを使用し、VirtualCenter が
データベースにローカルにアクセスするように設定する方法は、次のとおりです。

この手順を開始する前に、「表 5-1 サポートされるデータベース フォーマット 
（P.49）」に示す必須データベース パッチを確認します。 データベースが正しく準備さ
れていないと、VirtualCenter インストーラによってエラー メッセージまたは警告
メッセージが表示されることがあります。

VirtualCenter とローカルで連携するようにOracle データベースを準備するには

1 Oracle データベース マシンから、Oracle のインストールおよび準備を行います。

a Oracle Web サイトからOracle 9i または Oracle 10g をダウンロードしてイン
ストールし、データベース（VirtualCenter）を作成します。

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

c Oracle Universal Installer を使用してOracle ODBC に対応するドライバをイン
ストールします（ドライバの指示に従います）。

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

2 Oracle にローカル接続します。

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

CREATE TABLESPACE "VPX" DATAFILE 'C:￥Oracle￥ORADATA￥VPX￥VPX.dat' 
SIZE 1000M AUTOEXTEND ON NEXT 500K;

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

CREATE USER vpxAdmin IDENTIFIED BY vpxadmin DEFAULT TABLESPACE vpx;

c ユーザーに dba 権限を付与するか、または次の権限を付与します。

grant connect to <user>
grant resource to <user>
grant create view to <user>
grant create any sequence to <user> #VirtualCenter のアップグレードの場合

のみ



VMware, Inc. 99

第 9章 VMware Infrastructure Management のインストール

grant create any table to <user> #VirtualCenter のアップグレードの場合のみ
grant execute on dbms_job to <user>
grant execute on dbms_lock to <user>
grant unlimited tablespace to <user> #容量を制限していないことを確認

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

データ ソース名： VMware VirtualCenter 
TNS サービス名： VPX  
ユーザー ID： vpxAdmin

リモートで機能するOracle 接続の構成

VirtualCenter データベースとしてOracle データベースを使用し、VirtualCenter が
データベースにリモートにアクセスするように設定する方法は、次のとおりです。

この手順を開始する前に、「表 5-1 サポートされるデータベース フォーマット 
（P.49）」に示す必須データベース パッチを確認します。 データベースが正しく準備さ
れていないと、VirtualCenter インストーラによってエラー メッセージまたは警告
メッセージが表示されることがあります。

VirtualCenter とリモートで連携するようにOracle データベースを準備するには

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

2 Oracle にリモート接続します。

a ODBC ドライバをダウンロードしてインストールします。

b Ora9iまたは 10gに配置されている tnsnames.oraファイルを、必要に応
じて編集します。

C:￥Oracle￥Oraxx￥NETWORK￥ADMIN

この例の xx は、9Iまたは 10gのいずれかです。

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

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

この例では、HOSTがクライアントの接続先の管理対象ホストです。
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SQL Server の ODBC 接続構成
VirtualCenter をインストールする場合、SQL Server データベースとの接続を確立でき
ます。 次の手順では、SQL Server の ODBC 接続を構成する方法について説明します。 

SQL Server の ODBC 接続構成の手順に関する特定の指示については、Microsoft SQL 
ODBC のドキュメントを参照してください。

VirtualCenter で SQL Server を使用する場合、マスタ データベースを使用しないでく
ださい。

この手順を開始する前に、「表 5-1 サポートされるデータベース フォーマット 
（P.49）」に示す必須データベース パッチを確認します。 データベースが正しく準備さ
れていないと、VirtualCenter インストーラによってエラー メッセージまたは警告
メッセージが表示されることがあります。

VirtualCenter と連携するように SQL Server データベースを準備する

1 Microsoft SQL Server で、次の手順を実行します。

a SQL Server で Enterprise Manager を使用して SQL Server データベースを作成
します。

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

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

データベース ユーザーが次の権限を保持していることを確認する

Microsoft SQL Server 2000　データベース ユーザーが、VirtualCenter
データベースおよびMSDB データベースで、db_owner 固定データベー
ス ロールを保持していることを確認します。 MSDB データベースの
db_owner ロールは、インストールまたはアップグレード時のみ必要で
す。 このロールはインストールまたはアップグレード プロセスが完了し
たあと破棄できます。 データベース ユーザーにシステム管理者のサーバ 
ロールを付与しないでください。 ただし、以前そのデータベースと
VirtualCenter サーバ 2.0.x とを併用していたときに、システム管理者
ロールが付与されていた場合は、システム管理者ロールを破棄しないで
ください。 現状のままにしておいてください。

注意   リモート SQL Server は、Microsoft Windows NT 認証をサポートしていません。
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Microsoft SQL Server 2005　データベース ログインが、sysadmin サーバ 
ロールまたは VirtualCenter データベースおよびMSDB データベースで、
db_owner 固定データベース ロールのいずれかを保持していることを
確認します。 MSDB データベースの db_owner ロールは、インストール
またはアップグレード時のみ必要です。 このロールはインストールまた
はアップグレード プロセスが完了したあと破棄できます。

2 VirtualCenter サーバで、Windows ODBC データ ソース アドミニストレータを開
きます。

3 [ 設定（Settings）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ 管理ツール
（Administrative Tools）] - [ データソース（ODBC）] をクリックします。

4 [ システム DSN（System DSN）] タブをクリックします。

5 既存の SQL Server の ODBC 接続を変更します。 

a [ システム データ ソース（System data Source）] リストから適切なODBC
接続を選択します。 [ 構成（Configure）] をクリックします。 

b 手順 7に進みます。

6 SQL Server の ODBC 接続を作成します。 

a [ 追加（Add）] をクリックします。

b SQL Server 2000 の場合、[SQL Server] を選択して [ 終了（Finish）] をクリッ
クします。

SQL Server 2005 の場合、[SQL Native Client] を選択して [ 終了（Finish）] を
クリックします。

7 [ 名前（Name）] フィールドにODBC DSN（データソース名）を入力します。 

たとえば、VMware VirtualCenterと入力します。

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

9 [ サーバ（Server）] ドロップダウン メニューからサーバ名を選択します。 

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

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

11 次のいずれかの認証方法を選択します。 

ローカル SQL Server を使用する場合は、[Windows NT 認証（Windows NT 
authentication）] を選択します。 Windows NT 認証（｢信頼認証｣とも呼ばれ
る）は、VirtualCenter と同じシステムで SQL Server を実行している場合に
のみサポートされます。
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リモート SQL Server を使用する場合は、[SQL Server 認証（SOL Server 
authentication）] を選択します。 リモート SQL Server は、Windows NT 認証
をサポートしていません。

認証タイプを確認するには

a SQL Server Enterprise Manager を開きます。

b [ プロパティ（Properties）] タブをクリックしてプロパティを表示します。

c モードを確認します。 

モードは、Windows NTまたはSQL Server のいずれかの認証タイプを示します。

12 SQL Server のログイン名およびパスワードを入力します。

この情報は、データベース管理者に問い合わせてください。

13 [ 次へ（Next）] をクリックします。

14 [ デフォルト データベースの変更（Change the default database to）] メニューか
ら VirtualCenter 用に作成したデータベースを選択し、[次へ（Next）] をクリッ
クします。

15 [ 終了（Finish）] をクリックします。

16 [ODBC Microsoft SQL Server セットアップ（ODBC Microsoft SQL Server Setup）]
メニューから [ データ ソースのテスト（Test Data Source）] を選択します。 

データ ソースのテスト結果が正常な場合は、[OK] をクリックします。 正常でない
場合は、[戻る（Back）] をクリックして、誤った項目を再構成します。

17 ODBC データ ソース アドミニストレータを閉じるには、[閉じる（Close）] をク
リックします。

18 SQL Agent がデータベース サーバで実行していることを確認します。 

これは、SQL Server 2000 および SQL Server 2005 のエディションの場合に該当し
ます。

Microsoft SQL Server 2005 Express の構成
VirtualCenter は Microsoft SQL Server 2005 Express（32 ビット）とMicrosoft SQL 
Server 2005 Express（64 ビット）の両方をサポートしています。 VirtualCenter のイン
ストール時またはアップグレード時にMicrosoft SQL Server 2005 Express をデータ
ベースとして選択すると、Microsoft SQL Server 2005 Express データベース パッケー
ジはインストールおよび構成されます。 「VirtualCenter コンポーネント間での通信の
構成 （P.108）」を参照してください。 追加の構成は不要です。

Microsoft SQL Server 2005 Express がすでにインストールされている場合、
｢ VirtualCenter データベースの要件 （P.49）｣に示す必須データベース パッチを確認し
ます。 データベースが正しく準備されていないと、VirtualCenter インストーラによっ
てエラー メッセージまたは警告メッセージが表示されることがあります。
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www.microsoft.com/sql/editions/express/default.mspxを参照してください。

VirtualCenter データベースの保守
VirtualCenter データベース インスタンスおよび VirtualCenter がインストールされて
使用可能な状態になると、標準的なデータベース保守プロセスを実行します。 詳細は
次のとおりです。

必要に応じて、ログ ファイルのサイズを監視し、データベース ログ ファイルを
圧縮する。 使用するデータベースのドキュメントを参照してください。

定期的なデータベースのバックアップ スケジュールを設定する。

VirtualCenter をアップグレードする前にデータベースをバックアップする。

データベースのバックアップの詳細ついては、データベースのドキュメントを参照し
てください。

VMware Infrastructure Management ソフトウェアのイン
ストール

このセクションでは、VMware Infrastructure Management CD またはダウンロード 
パッケージからの管理ソフトウェアのインストール方法を説明します。 VMware 
Infrastructure Management CD を使用すると、インストールするコンポーネントを選
択して、選択したすべてのコンポーネントを一度にインストールできます。

VirtualCenter インストールの前提条件
VirtualCenter をインストールする場合、まず次の処理を実行します。

ハードウェアが「VMware Infrastructure システム要件 （P.47）」を満たしているこ
とを確認します。

VirtualCenter のインストールに使用するシステムが、ワークグループではなくド
メインに属していることを確認します。 ワークグループに割り当てると、
VirtualCenter サーバは、VirtualCenter Consolidation などの機能を使用している
ときに、ネットワーク上で利用できるすべてのドメインおよびシステムを検出で
きません。 システムがワークグループまたはドメインのどちらに属しているかを
特定するには、[マイ コンピュータ（My Computer）] を右クリックして、[ プロ
パティ（Properties）]、[ コンピュータ名（Computer Name）] タブの順でク
リックします。 [ コンピュータ名（Computer Name）] タブにワークグループ ラ
ベルまたはドメイン ラベルのいずれかが表示されます。

注意   5 台のホストと 50 の仮想マシンを超える規模の導入では、Microsoft SQL Server 
2005 Express はサポートされません。

http://www.microsoft.com/sql/editions/express/default.mspx
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SQL Server 2005 Express を使用しない場合は、VirtualCenter データベースを作成
します。 「VirtualCenter サーバ データベースの準備 （P.97）」を参照してくだ
さい。 

固定 IP アドレスとホスト名を取得して、VirtualCenter およびライセンス サーバを
ホストするWindows サーバに割り当てます。 この IP アドレスは、管理対象
ESX Server ホストすべての名前を正常に特定する有効な（内部）DNS が登録され
ている必要があります。 最良の結果を得るために、Windows サーバ名とDNS ホ
スト名が完全に一致していることを確認してください。 

ファイアウォールの内側に VirtualCenter をデプロイできます。 ただし、NAT
（Network Address Translation）ファイアウォールが、VirtualCenter と
VirtualCenter が管理するホストとの間に存在しないようにしてください。

既存のライセンス サーバへのパスを入力しない場合は、インストーラが自動的
にライセンス サーバをインストールします。 

既存のライセンス サーバを使用する場合は、ホスト名または IP アドレスを取
得します。 

インストーラがライセンス サーバをインストールできるようにする場合は、
有効なライセンス ファイルが必要です。 

ライセンス サーバはネットワーク共有上のライセンス ファイルをサポート
しないため、ライセンス サーバをインストールしたシステム上のディレク
トリに、ライセンス ファイルを配置します。 

インストールされるコンポーネント
VMware Infrastructure Management Installer には、次のコンポーネントが含まれてい
ます。

VMware VirtualCenter サーバ　ESX Server ホストを管理するWindows サービス。

VI Client　ESX Server への直接接続、または VirtualCenter サーバ経由での ESX 
Server への間接接続に使用されるクライアント アプリケーション。 

Microsoft .NET Framework　VirtualCenter サーバ、データベース アップグレード 
ウィザード、および VI Client が使用するソフトウェア。

Microsoft SQL Server 2005 Express　小規模アプリケーション用のMicrosoft SQL 
Server データベース（無償バージョン）。 既存のデータベースへのパスを入力し
た場合、インストーラはMicrosoft SQL Server 2005 Express をインストールしま
せん。

VMware Update Manager（任意）　ESX Server ホストおよび仮想マシンのセキュ
リティ監視およびパッチ サポートを提供する VirtualCenter プラグイン。



VMware, Inc. 105

第 9章 VMware Infrastructure Management のインストール

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter サーバ（任意）　物理マシンを仮
想マシンに変換できる VirtualCenter プラグイン。

VMwareライセンス サーバ　すべてのVMware製品に対して中央プールからライ
センスを供与し、1つのコンソールからの管理を可能にするWindows サービス。 
既存のライセンス サーバへのパスを入力した場合、インストーラはライセンス 
サーバをインストールしません。

インストール手順
ここでは、VMware Infrastructure のすべての管理コンポーネントのインストール方法
について説明します。

Virtual Infrastructure Management をインストールするには

1 Windows システムのシステム管理者でインストール CDを挿入します。 

2 インストーラの言語を選択し、[OK] をクリックします。

3 VMware Infrastructure Management Installer の画面が表示されたら、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

VMware Infrastructure Management Installer の画面が表示されない場合は、
autorun.exe アイコンをダブルクリックします。

4 [ はじめに（Introduction ）] ページの内容を確認し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

5 [ 使用許諾契約書に同意します（I accept the terms in the license agreement）] を
選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

6 ユーザー名と企業名を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

7 次のいずれかのインストール タイプを選択して、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。 

次のいずれかを選択します。

VI Client のインストール。

VirtualCenter のインストール。

カスタム インストールを選択して複数のコンポーネントをインストール。

8 構成したデータベースに対応するオプションを選択します。

サポート対象のデータベースを構成していない場合は、[Microsoft SQL Server 
2005 Express のインストール（Install Microsoft SQL Server 2005 Express）] をク
リックします。 このデータベースは小規模の導入（最大 5台のホストと 50 の仮
想マシン）に適しています。
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サポート対象のデータベースを構成済み場合は、[既存のデータベースを使用す
る（Use an existing database）] をクリックし、データベース接続情報を入力し
ます。

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

システムDSN である必要があります。

b 使用するデータベースが、Windows NT 認証を使用するローカル SQL Server
データベースである場合は、ユーザー名およびパスワードのフィールドを空
白にしておきます。 それ以外の場合は、データソース名に関連付けられている
ユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ（Next）]をクリックします。

接続に失敗すると、警告が表示されます。 [OK] をクリックして、続行できる
まで、データベース接続情報を再入力します。

9 次のオプションのいずれかを選択してください。

評価モードで VirtualCenter を使用するには、[VirtualCenter サーバを評価する
（I want to evaluate VirtualCenter Server）] を選択して [ 次へ（Next）] をク
リックします。

このオプションを選択した場合は、VirtualCenter サーバは評価モードでイン
ストールされます。 VMware ライセンス サーバもインストールされるため、
評価期間中または評価期間の終了後にライセンス モードに切り替えること
ができます。

既存のライセンス サーバを使用して、ライセンス モードで VirtualCenter を
使用するには

i [ 既存のライセンス サーバを使用する（Use an existing License Server）]
を選択します。

ii 既存のライセンス サーバへのパスを入力します。

iii 購入した VirtualCenter エディションを選択して、[次へ（Next）] をク
リックします。

このオプションを選択した場合、VMware ライセンス サーバはインストール
されません。 

既存のライセンス サーバがない場合に、ライセンス モードで VirtualCenter
を使用するには

i チェック ボックスを両方とも選択解除したままにします。

ii 購入した VirtualCenter エディションを選択して、[次へ（Next）] をク
リックします。

このオプションを選択した場合、VMware ライセンス サーバがインストール
されます。 
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10 使用するポートおよびプロキシ情報を入力するか、画面に表示されるデフォルト
情報をそのまま使用し、[次へ（Next）] をクリックします。 この手順はカスタム 
インストールの場合にのみ該当します。

HTTPS のデフォルト ポートは 443 です。HTTPS が異なるポートを使用するよう
に VirtualCenter を構成した場合は、VirtualCenter にログインするときにその構
成したポート番号を使用する必要があります。 

11 VirtualCenter をインストールするシステムの情報を入力して、[次へ（Next）]
をクリックします。 

入力

VirtualCenter をインストールするシステムの IP アドレスまたはドメイン名。

VirtualCenter をインストールするシステムへのログインに使用するログイン
およびパスワード。

12 VMware Update Manager の場合、VirtualCenter で使用しているのと同じデータ
ベースまたは別のデータベースを使用できます。 「手順 8」を参照してください。

13 VMware Update Manager の場合、使用するポートおよびプロキシ情報を入力す
るか、画面に表示されるデフォルト情報をそのまま使用します。 この手順はカス
タム インストールの場合にのみ該当します。

14 VMware Converter の場合、使用するポート情報を入力するか、画面に表示され
るデフォルト情報をそのまま使用します。 この手順はカスタム インストールの場
合にのみ該当します。

[次へ（Next）] をクリックして導入オプションの画面に移動し、インストール
を続行します。

15 デフォルトのターゲット フォルダのまま使用し、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

デフォルトのターゲット フォルダを使用しない場合は、次の処理を実行します。

VMware Infrastructure の場合、[ 変更（Change）] をクリックして別の場所を
選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

パッチをダウンロードした場合、[変更（Change）] をクリックして別の場
所を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

注意   C:以外のドライブに VMware Infrastructure コンポーネントをインストール
する場合は、Microsoft Windows Installer の .msiファイルをインストールするの
に十分な領域が C:￥WINDOWS￥Installerフォルダにあることを確認します。 
十分な領域がない場合は、Windows Installer の既知の問題が原因で、VMware 
Infrastructure のインストールに失敗する場合があります。
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16 [ インストール（Install）] をクリックします。

インストールには数分かかる場合があります。 選択したコンポーネントのインス
トール中は、複数のプログレス バーが表示されます。

17 [ 終了（Finish）] をクリックして VMware Infrastructure のインストールを終了し
ます。

VirtualCenter コンポーネント間での通信の構成
VirtualCenter は、VirtualCenter が管理するすべてのホストへのデータ送信、および各
VI Client からのデータ受信が可能である必要があります。 VirtualCenter が管理するホ
スト間での移行またはプロビジョニング アクティビティを有効にするには、ソース 
ホストとターゲット ホスト間でデータの送受信が可能である必要があります。 

通常稼動中、VirtualCenter は管理対象ホストおよびクライアントからのデータを指定
ポートで待機します。 また、VirtualCenter は、管理対象ホストが指定されたポートで
VirtualCenter からのデータを受信することを前提としています。 これらのいずれかの
構成要素にファイアウォールが存在する場合は、指定されたポートへのデータ転送を
可能にするために穴を開ける必要があります。

次のセクションでは、この通信を単純化する方法について説明します。 SDK 通信につ
いては、VMware SDK のドキュメントを参照してください。 ファイアウォールの構成
の詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。 

ファイアウォール経由での VirtualCenter サーバへの接続
VirtualCenter が VI Client からの接続の待ち受けに使用するデフォルト ポートは 80、
443、および 902 です。VirtualCenter は、SDK クライアントからのデータ転送の待ち
受けにもポート 443 を使用します。 

VirtualCenter サーバとそのクライアントとの間にファイアウォールが存在する場合
は、VirtualCenter がクライアントからのデータを受信できるように構成する必要があ
ります。

VirtualCenter が VI Client からのデータを受信できるようにするには、ファイアウォー
ルのポート 80、443、および 902 を開いて VI Client から VirtualCenter へのデータ転
送を許可します。 VirtualCenter が SDK クライアントからデータを受信できるようにす
るためには、ファイアウォールのポート 443 を開きます。 ファイアウォールのポート
構成の詳細情報については、ファイアウォールのシステム管理者に問い合わせてくだ
さい。

VirtualCenter が、別のポートを使用して VI Client からデータを受信するようにしたい
場合は、『基本システム管理』を参照してください。

VI Client のデータがファイアウォールを通過して VirtualCenter の受信ポートに届くよ
うにする場合は、『基本システム管理』を参照してください。 この方法は、
VirtualCenter のコンソール機能を無効化するためお勧めしません。 
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ファイアウォール経由での管理対象ホストへの接続
VirtualCenter が管理対象ホストにデータを送信するために使用するデフォルト ポー
トは 902 です。 

VirtualCenter サーバと VirtualCenter の管理対象ホストとの間にファイアウォールが
存在する場合は、VirtualCenter が VirtualCenter の管理対象ホストにデータを送信で
きるように構成する必要があります。 

VirtualCenter が管理する 2台のホストの間にファイアウォールが存在し、移行やク
ローン作成などのソースまたはターゲット アクティビティを実行する場合、管理対
象ホストがデータを受信できるように構成する必要があります。 

また、UDP ポート 902 を使用して、管理対象ホストは VirtualCenter に定期的にハー
トビートを送信します。 ファイアウォールは、このポートを遮断してはいけません。 

VirtualCenter の管理対象ホストがデフォルト ポートでデータを受信できるようにす
るには

VirtualCenter または別の VirtualCenter 管理対象ホストから、VirtualCenter 管理対象
ホストへデータを転送できるように、ファイアウォールのポート 902 を開きます。 
ポート構成の詳細情報については、ファイアウォールのシステム管理者に問い合わせ
てください。

ファイアウォールを経由したホストとライセンス サーバ間の接続
ライセンス サーバは、ポート 2700 および 27010 をデフォルト ポートとして使用し
て ESX Server ホストと通信します。ESX Server ホストで一元化されたライセンス 
サーバのライセンスを使用していて、ESX Server ホストとライセンス サーバとの間に
ファイアウォールが存在する場合は、これらのポートを開きます。

ライセンス ファイルを編集してデフォルト ポートを変更できます。 ライセンス ファ
イルを編集する場合、ASCII テキスト エディタを使用します。 編集したライセンス 
ファイルを http://www.vmware.com/checklicense/ で検証します。 ポートを変更した
ら、選択した新しいポートをファイアウォール内で開きます。 ポート構成の詳細情報
については、ファイアウォールのシステム管理者に問い合わせてください。 
ESX Server のファイアウォールの構成については、『サーバ構成ガイド』を参照して
ください。 

http://www.vmware.com/checklicense/
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VMware Infrastructure コンポーネントのアンインストール
VMware Infrastructure コンポーネントは、同一のマシン上に存在している場合でも個
別にアンインストールされます。 VirtualCenter コンポーネントをアンインストールす
るには、システム管理者権限が必要です。 

VMware Infrastructure コンポーネントをアンインストールしても、Microsoft .NET 
Framework はアンインストールされません。 システム上の別のアプリケーションが
Microsoft .NET Framework を使用する場合は、Microsoft .NET Framework をアンインス
トールしないでください。

プログラムの追加と削除ツールを使用して VMware Infrastructure コンポーネントを
アンインストールするには

1 Windowsシステムのシステム管理者として [スタート（Start）] - [設定（Settings）] - 
[コントロール パネル（Control Panel）] - [ プログラムの追加と削除 ]を選択します。

2 VMware Infrastructure コンポーネントを選択するには、インストールされているプ
ログラムのリストをスクロールします。削除するコンポーネントを選択し、[変更
（Change）] または [削除（Remove）]をクリックします。

3 [ はい（Yes）] をクリックしてこのプログラムを削除することを確認します。 

4 [ 終了（Finish）] をクリックします。

仮想マシンへの VirtualCenter のインストール
ESX Server ホスト上で実行するWindows 仮想マシンに、VirtualCenter コンポーネン
トをインストールできます。 仮想マシンに VirtualCenter を導入すると、次のメリット
があります。

VirtualCenter 用に個別の専用サーバを使用する代わりに、ESX Server ホスト上で
実行中の仮想マシンに VirtualCenter を配置できます。この ESX Server ホストで
は、ほかの仮想マシンを実行している場合もあります。

VMware HA を使用して、VirtualCenter で高可用性を実現できます。

VirtualCenter を含む仮想マシンを、あるホストから別のホストへ移行して、メン
テナンスおよびその他の作業を行うことができます。

VirtualCenter 仮想マシンのスナップショットを作成して、バックアップ、アーカ
イブなどに使用できます。

注意   VirtualCenter の動作中に VirtualCenter をアンインストールする場合、アンイン
ストールするかどうか確認する必要があります。 このような方法でアンインストール
すると、サービスに接続しているすべての VI Client が停止する可能性があります。 シ
ステムが停止すると、データを消失する可能性があります。
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仮想マシンに VirtualCenter をインストールするには

1 ESX Server ホストにネットワーク接続する任意のマシンに、VI Client をインス
トールします。

2 VI Client を使用して、ESX Server ホストに直接アクセスし、VirtualCenter をホス
トする仮想マシンを作成します。

仮想マシンの作成については、『基本システム管理』を参照してください。

3 仮想マシンに VirtualCenter をインストールします。

「VMware Infrastructure Management ソフトウェアのインストール （P.103）」を参照
してください。

仮想マシンへの VirtualCenter のインストールと実行の詳細については、
www.vmware.com/pdf/vi3_vc_in_vm.pdfの『Running VirtualCenter in a Virtual Machine』
を参照してください。

http://www.vmware.com/pdf/vi3_vc_in_vm.pdf
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ソフトウェアのパッチおよびアップデートは、重要なセキュリティの問題に対する処
理または緊急のバグ フィックスであったり、全面的なアップデートまたはメンテナ
ンス リリースであったりする場合があります。 ソフトウェアのアップデートは、ロー
カル ファイル システムや、NFS、FTP、または HTTP サーバに配置されます。 各パッ
チおよびアップデートは、記述子ファイルや一連のパッケージで構成されています。 
記述子は、インストールプロセスを制御し、要件を満たしているかどうかを確認しま
す。 たとえば、アップデートするサーバで実行中の仮想マシンをすべてパワーオフし
たり、アップデート後にサーバを再起動したりする必要があります。

本章では、ESX Server 3i ソフトウェアにソフトウェア パッチおよびアップデートを適
用するときに使用できる 2つのユーティリティについて説明します。 VMware 
Infrastructure Update は、GUI（グラフィカル ユーザ インターフェイス）のアプリ
ケーションです。 vihostupdate ユーティリティは、リモート CLI（コマンドライン イ
ンターフェイス）ツールです。 これらのユーティリティについては、次のセクション
で説明します。

Infrastructure Update を使用したメンテナンスの実行 （P.113）

vihostupdate ユーティリティを使用したメンテナンスの実行 （P.118）

アップデートのロールバック （P.121）

Infrastructure Update を使用したメンテナンスの実行
VI Client のインストール時に、ソフトウェアが Infrastructure Update をインストール
します。 Infrastructure Update を使用すると、VMware Infrastructure にセキュリティ、
安定性、および機能拡張をもたらす、メンテナンス、パッチおよびアップデート リ
リースのダウンロードおよびインストールについて理解することができます。 

ESX Server 3i ホストのアップ
デートとパッチ適用 10
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Infrastructure Update は、VI Client に接続された ESX Server 3i ホストに適用できる新
しいパッチおよびアップデートがないか、定期的に確認します。 新しいアップデート
を検出すると、Infrastructure Update はイメージと付属ソフトウェアをバックグラウ
ンドでダウンロードし、ダウンロードしたアップデートをローカル リポジトリに
キャッシュします。 

Infrastructure Update のシステム要件
Infrastructure Update を使用するには、次のものが必要です。

VI Client がインストールされたワークステーションまたはラップトップ 

VI Client は、ESX Server 3i ホストに付属されている VMware Infrastructure 
Management CD を使用するとインストールできます。 または、ESX Server 3i ホ
ストの http://<ip-address から VI Client をダウンロードできます > 。

ESX Server 3i ホストと、VI Client を実行しているコンピュータとの間のネット
ワーク接続。 

自動アップデート通知のスケジュール設定 
デフォルトでは、自動アップデート通知が有効になっています。 自動アップデート通
知を有効のままにしておくと、新しいアップデートを検索する必要がなく、重要なも
のをインストールし忘れる心配もありません。 Infrastructure Update は、次のソフト
ウェア コンポーネントに対して適用可能なアップデートがないかを確認します。

ESX Server 3i

リモート CLI

VI Client

注意   ソフトウェアのアップグレードは、パッチおよびアップデートとは異なりま
す。 アップグレードとは、タイプ x.0 のメジャー リリース、およびタイプ x.y のマイ
ナー ソフトウェア リリースを指します。 たとえば、ESX Server 2.0 と ESX Server 2.5 な
どです。 ESX Server 3.5 のアップグレード リリースはありません。 

VMware パッチおよびアップデートとは、メンテナンス リリースやパッチを指しま
す。 たとえば、ESX Server 3.5 Update 2 などです。本章では、パッチおよびアップ
デートについて説明します。 ESX Server 3i バージョン 3.5 で利用可能なアップデート 
リリースは 2つあります。

ESX Server 3i バージョン 3.5 Update 1

ESX Server 3i バージョン 3.5 Update 2

http://www.vmware.com/download/ を参照してください。

http://www.vmware.com/download
http://www.vmware.com/download/
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VMware Tools

VMware Update

アップデート サービスが、適用可能なアップデートを確認するデフォルトの日時は、
毎週日曜日の午前 12:00 です。

アップデートの確認を異なる日時にスケジュール設定するには

1 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [Infrastructure Update]
を選択します。

2 [ アップデート（Updates）] タブに、異なる日時を入力します。

管理対象ホストの選択 
Infrastructure Update は、データ センター内の ESXホストのリストをコンパイルしま
す。 このホストのリストには、現在アクセス可能なホストのサブセットがあります。 デ
フォルトでは、適用できるアップデートがあるかどうかをアクセス可能なホストに対
して定期的に確認することで、このサービスはアクセス可能なホストを管理します。

管理対象ホストのリストを構成するには

1 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware 
Infrastructure Update] を選択します。

2 [ ホスト（Hosts）] タブで管理するホストを選択し、[適用（Apply）] をクリッ
クします。

InfrastructureUpdateは、選択されたホストにアクセスできるかどうか確認します。 

適用可能なアップデートのインストール 
Infrastructure Update は、適用可能なアップデートをダウンロードします。  ダウン
ロードはバックグラウンドで行われ、通常の動作に影響を与えません。 アップデート 
サービスは、アップデートをインストールしません。 アップデート サービスは適用可
能なアップデートのリストを表示し、ユーザーはそのリストから選択してインストー
ルできます。 

新しいアップデートが適用可能になると、Infrastructure Update のシステム トレイ ア
イコンが表示され通知します。 この通知は、自動アップデート通知を有効にしている
場合に限り表示されます。
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適用可能なアップデートをインストールするには

1 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware 
Infrastructure Update] を選択します。

2 [ ホスト（Hosts）] タブでホストを選択し、[適用（Apply）] をクリックします。

3 選択したホストに対してユーザー名とパスワードを入力します。

インストール ウィザードでは、インストールするソフトウェア パッケージを選
択すると、インストール プロセスを実行します。

4 [ 続行（Continue）] をクリックし、次のホストに適用可能なアップデートをイ
ンストールします。 

5 すべてのホストがアップデートされるまで、手順3と手順 4を繰り返します。

すべてのアップデートが適用されると、VMware Update は影響のあるすべてのサー
ビスを再開します。

自動アップデート通知の無効化 
VI Client を使用してホストに直接接続している場合は、VI Client が適用可能なアップ
デートを確認し、適用可能なアップデートがあれば通知します。 

自動アップデート通知を無効にするには

1 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware 
Infrastructure Update] を選択します。

2 [ アップデート（Updates）] タブで、[ 推奨するアップデートを自動的に確認す
る（Automatically check for recommended updates）] を選択解除して [OK] をク
リックします。

適用可能なアップデートの手動確認 
データ センター内のアクセス可能なホストに対して適用できるアップデートがある
かどうかを、手動で確認することができます。

アップデートを手動で確認するには

1 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware 
Infrastructure Update] を選択します。

2 [ ホスト（Hosts）] タブで、ホストを選択してアップデートを確認します。

3 [ アップデート（Updates）] タブで、[ 今すぐ確認（Check Now）] をクリックし
ます。
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アップデート サービスはこの照会に対して、アップデートが適用可能か、または
アップデートが存在しないかを表示します。 

アップデートのインストール方法の詳細については、「適用可能なアップデートのイ
ンストール （P.115）」を参照してください。

リムーバブル メディアを使用したアップデートのインストール 
オプションで、アップデート ファイルを手動でダウンロードしてCD-ROMや DVDな
どのリムーバブル メディアに書き込み、そのリムーバブル メディアを使用してリ
モート システムをアップデートする方法もあります。 このオプションは、インター
ネットに接続されていない ESX Server 3i ホストをアップデートする場合に便利です。

リムーバブル メディアに格納されたソフトウェアをインストールするには

1 http://www.vmware.com/download から、1つまたは複数のパッケージの ZIP
ファイルをダウンロードします。 

2 そのファイルを、CD-ROMや DVDなどのリムーバブル メディアに書き込みます。 

3 VI Client がインストールされたワークステーションまたはラップトップに、リ
ムーバブル メディアを挿入します。

4 VI Client を、アップデートが必要なホストに接続します。

5 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware 
Infrastructure Update] を選択します。

6 [ アップデート（Updates）] タブで [ ファイルを追加（Add Files）] をクリックし
ます。

7 リムーバブル メディアに移動し、ZIP ファイルを選択します。

この操作により、ZIP ファイルがインストール キャッシュに追加されます。 アッ
プデート サービスが管理しているホストに対して適用可能なアップデートがあ
ると、インストール ウィザードを使用してインストール プロセスを実行できま
す。 まだ管理していないホストをアップデートするには、それらのホストを管理
対象ホストのリストに追加します。

ホストを管理対象ホスト リストに追加するには

1 [ スタート（Start）] - [ プログラム（Programs）] - [VMware] - [VMware 
Infrastructure Update] を選択します。

2 [ ホスト（Hosts）] タブで、ホストを選択してアップデートを確認します。

3 [ アップデート（Updates）] タブで、[ 今すぐ確認（Check Now）] をクリックし
ます。

http://www.vmware.com/download
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vihostupdate ユーティリティを使用したメンテナンスの実行 
vihostupdate リモート CLI ユーティリティを使用して、ESX Server 3i ホストおよび
VI Client をメンテナンスできます。 このコマンドを使用して、ソフトウェアのアップ
デートをインストールしたり、ソフトウェアのアップデート ポリシーを適用したり、
インストールしたソフトウェアを追跡したりできます。 root ユーザーだけが、コマン
ドを実行できます。 

リモート CLI は、次の 2つの形式で使用可能です。

ESX Server、VMware Workstation、または VMware Player にインポート可能な仮想
アプライアンス。 

Microsoft Windows および Linux マシンにインストール可能なパッケージ。 

リモート CLI のインポートおよびインストールについては、『ESX Server 3i 構成ガイ
ド』の付録の「リモート コマンドライン インターフェイス」を参照してください。

ホストの構成データをバックアップする前に、リモート CLI を実行しているマシンに
アクセスする必要があります。 リモートCLI を起動したあと、シェル プロンプトを使
用すると、リモート接続した ESX Server 3i ホストで CLI コマンドを実行できます。

ホストをアップデートするには

1 アップデートするホストで実行中の仮想マシンをすべてパワーオフします。

vihostupdate ユーティリティを実行する場合、ソフトウェアによってホストは
メンテナンス モードになります。 ホスト上で実行されているすべての仮想マシン
をパワーオフにしない限り、ホストをメンテナンス モードにすることができま
せん。

2 アップデートするホスト以外のホストで、リモートCLIを起動してログインします。 

コマンド ラインでパスワードを入力する必要はありません。 パスワードが指定さ
れない場合、ツールは端末にエコー出力を行わず、パスワードの入力を求めま
す。 つまり、入力するパスワードがコマンドを実行するときにウィンドウに表示
されません。

リモート CLI の IP アドレスを使用して、リモート CLI へのセキュリティ保護され
た接続を作成できます。 VI Client を使用している場合は、リモート CLI を右ク
リックして [コンソールを開く（Open Console）] を選択します。 使用している
Windows または Linux システムにリモート CLI がインストールされている場合
は、インストール済みのアプリケーションを使用できます。この場合ログインの
必要はありません。

注意   ほかの多くのリモート CLI コマンドと異なり、ESX Server 3i ホストで直接この
コマンドを実行する必要があります。つまり、--vihostオプションはサポートされ
ません。 
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3 ファイルをダウンロードしてリモート CLI ファイル システムにコピーします。

4 vihostupdate ユーティリティを実行します。

5 アップデートするホストを再起動して、アップデートを有効にします。

コマンドの構文例については、「例： vihostupdate ユーティリティ （P.120）」を参照
してください。

vihostupdate メンテナンス ユーティリティがソフトウェアのアッ
プデートをインストールする方法 
インストール中に、vihostupdate ユーティリティは次のように処理します。

1 要件を確認します。 たとえば、ESX Server ホストの正しいバージョンがインス
トールされているかどうか、またはすべての仮想マシンがパワーオフされている
かどうかを確認します。 

2 適用可能なアップデートを使用して、ESX Server 3i ホストをアップデートしま
す。 vihostupdate ツールからアクセスできるディレクトリに、アップデート バン
ドルがあることを確認する必要があります。

3 ESX Server 3i ファームウェア、仮想マシンの VMware Tools、および VI Client イ
ンストーラを含む 3つの別々のコンポーネントをインストールします。

vihostupdate ユーティリティのオプション 
表10-1 に示すオプションを使用して、vihostupdate ユーティリティを実行できます。 
リモート CLI コマンドで使用できるさまざまなオプションについては、『ESX Server 3i
構成ガイド』の「リモート コマンドライン インターフェイス」の付録を参照してく
ださい。

表10-1  vihostupdate ユーティリティのオプション 

オプション 説明

--bundle 
<bundle_file_name>

-b ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。 このオプ
ションを指定すると、--metadataを指定できません。

--install -i アップデート バンドルにある適用可能なパッケージを使
用して、ホストにパッチを適用します。 このオプションに
は引数はありませんが、バンドルを指定する場合は -b、
メタデータ ファイルを指定する場合は -mを指定する必
要があります。 
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例： vihostupdate ユーティリティ
ファイルへのパスを、<mypatch>.zip と仮定します。 そのファイルをコピーしたディ
レクトリへ移動すると、表10-2 に示すコマンドを実行できます。

--metadata 
<metadata_xml_file>

-m アップデート バンドルの情報を含むmetadata.xml ファイ
ルへのパス。 このオプションを指定すると、--bundleを
指定できません。 

--query -q ホストにインストールされたパッケージのリスト。 このオ
プションは、ESX Server ホストのバージョン情報と、イ
ンストールされたすべてのパッケージおよびそれらの
バージョン番号を返します。 

表10-1  vihostupdate ユーティリティのオプション  ( 続き )

オプション 説明

表 10-2  vihostupdate ユーティリティの例

例 説明

perl vihostupdate.pl -server 3i-host-ip 
-username root -password password -i -b 
mypatch.zip

ファイルを解凍し、ホストへ
のパッチの適用またはホスト
のアップデートを行います。

perl vihostupdate.pl -server 3i-host-ip 
-username root -password password -b mypatch.zip

ファイルを解凍しますが、ホ
ストへのパッチの適用または
ホストのアップデートを行い
ません。

perl vihostupdate.pl -server 3i-host-ip 
-username root -password password -i -m 
mypatch/metadata.xml

ホストへのパッチの適用また
はホストのアップデートを行
います。
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アップデートのロールバック 
各 ESX Server 3i ホストには、ブート ビルドとスタンバイ ビルドの 2つのビルドを格
納できます。 システムはブート ビルドから起動します。 

アップデートするたびに、アップデート ユーティリティがスタンバイ ビルドをアッ
プデートします。 アップデート後、ホストを再起動できます。 再起動時に、新しく
アップデートされたビルドがブート ビルドになります。 アップデートに成功した場
合、ホストは次回アップデートを行うまで新しいブート ビルドから起動します。 次回
のアップデート時に、アップデート サービスはスタンバイ ビルドをアップデートし、
そのスタンバイ ビルドが新しいブート ビルドになります。

たとえば、現在のブート ビルドが 52252 で、スタンバイ ビルドが 51605 であるとし
ます。ホストをビルド 52386 にアップデートすると、アップデート プロセスはビル
ド 51605 をビルド 52386 と置き換え、ビルド 52252 をスタンバイ ビルドにします。 
アップデートに成功すると、次回のアップデートまでビルド 52386 から起動するよ
うになります。

アップデートに失敗し、ESX Server 3i ホストが新しいビルドから起動できない場合、
ホストは次の再起動時に元のビルドから起動するように戻ります。

起動中に、手動でスタンバイ ビルドから起動することができます。 この場合、ロール
バックできません。 つまり、手動でスタンバイ ビルドを選択すると、そのスタンバイ 
ビルドが新しいブート ビルドになり、次回のアップデート時、または手動でスタン
バイ ビルドを選択するまで、それがブート ビルドのままになります。

アップデート プロセスが中断された場合、アップデートは失敗します。 たとえば、
アップデートを実行して ESX Server 3i ホストを再起動したとします。 起動メニューに
は、[ビルド -XXXXX（アップグレード中）（Build-XXXXX (upgrading)）] と表示され
ます。 たとえば、中断した場合、再起動や起動処理などに失敗し、アップデート処理
に失敗します。

スタンバイ ビルドに切り替えるには

1 ESX Server 3i ホストを再起動します。

2 現在のブート ビルドを表示するページが現れたら、<Shift>+<r> を押して、ス
タンバイ ビルドを選択します。

3 <Shift>+<y> を押して選択を確認し、<Enter> キーを押します。
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ESX Server 3i の監視機能により、次のホスト コンポーネントの状態を確認できます。

CPU プロセッサ

ファン

メモリ 

ストレージ 

温度

ホストの稼動状態を監視するには

1 VI Client にログオンし、インベントリ パネルからサーバを選択します。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックし、[健康性ステータス（Health Status）]
をクリックします。

コンポーネントが正常に機能している場合、ステータス インジケータは緑になります。 
システム コンポーネントがパフォーマンスのしきい値を満たしていない、または正常
に機能していない場合、インジケータが黄色または赤に変化します。 一般的に、黄色の
インジケータはパフォーマンス低下を示しています。 赤いインジケータは、コンポーネ
ントが動作を停止しているか、最高しきい値を超過したことを示しています。

[読み取り値（Reading）] 列には、そのセンサーの現在の値が表示されます。 たとえ
ば、この列にはファンの毎分の回転数（RPM）や摂氏温度が表示されます。

VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）および VMware HA（High Availability）
を使用している場合は、これらのサービスはハードウェア イベントの発生時に実行
されます。 

ESX Server 3i の状態の監視 11
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