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本章では本書『インストールおよびアップグレード ガイド』の内容について説明し、
VMware®のテクニカル リソースおよびエデュケーション リソースについて紹介し
ます。

本章の内容は、次のとおりです。

本書について（P.11）

技術サポートとエデュケーション用リソース（P.14）

本書について
本書『インストールおよびアップグレード ガイド』は、新しい構成のインストール
方法、および既存の VMware VirtualCenter と ESX Server の構成のアップグレード方法
について説明します。

クイック スタート
本書の参照先を簡単に探したい場合は、表 P-1 を参照してください。

はじめに

esx_vc_installation_guide.book  11 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



インストールおよびアップグレードガイド

12 VMware, Inc.  

改訂履歴
本マニュアルは、各製品のリリース時に、あるいは必要に応じて改訂されます。改訂
版には大小の変更が加えられています。表 P-2 は、本マニュアルの改訂履歴を示した
ものです。

対象読者
本書の対象読者は、ESX Server 3 や VirtualCenter 2 のインストール、これらの製品の
旧バージョンから ESX Server 3 や VirtualCenter 2 へのアップグレードを実行する必要
のある方です。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 テクノロジおよびデータセンター操作に詳し
い方を対象にしています。

表 P-1.  インストールのクイック スタート

環境 現在のインストール インストール 参照先

ESX Server のみ インストールなし VMware ESX Server 3.0.1 VMware ESX Server ソ
フトウェアのインス
トール（P.87）
Virtual Infrastructure 
Client のインストール
（P.80）

VMware ESX Server 2.x VMware ESX Server 3.0.1 ESX Server のアップグ
レード（P.159）

VirtualCenter
および ESX Server

インストールなし VMware VirtualCenter 
2.0.1 および VMware ESX 
Server 3.0.1

VMware VirtualCenter
の インストール
（P.69）

VMware VirtualCenter 1.x
および VMware ESX 
Server 2.x

VMware VirtualCenter 
2.0.1 および VMware ESX 
Server 3.0.1

VMware Infrastructure
アップグレードの計
画（P.119）

表 P-2.  改訂履歴

リビジョン 内容

20060615 VMware Infrastructure 3『インストールおよびアップグレード ガイド』の
ESX Server 3.0 および VirtualCenter 2.0 バージョンです。本書の初版です。

20060925 VMware Infrastructure 3『インストールおよびアップグレード ガイド』の
ESX Server 3.0.1 および VirtualCenter 2.0.1 バージョンです。 この版には、
アップグレード機能に関する情報、インストールとライセンスに関する
多少の変更が含まれています。

20061116 この版には、言語パックのインストールに関する変更が含まれています。
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ドキュメントのフィードバック 
本マニュアル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 ドキュメント
VMware Infrastructure ドキュメントには、VirtualCenter のドキュメントと ESX Server
のドキュメントが含まれています。

本書の最新バージョンおよびその他の文書は、以下のWebサイトで入手できます。

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

スタイル 
本書では、表 P-3 のスタイル規則を使用しています。

グラフィックで使用される略語
本書のグラフィックでは、表 P-4 にリスト表示されている略語が使用されます。

表 P-3.  本書で使用されるスタイル

スタイル 要素

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

<山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

表 P-4.  略語

略語 内容

VC VirtualCenter

VI Client Virtural Infrastructure Client
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技術サポートとエデュケーション用リソース
以下のセクションでは、ユーザーが利用できる技術サポートのリソースについて説明
しています。

セルフ サービス サポート
VMware テクノロジー ネットワーク（VMTN）を使用して、セルフ ヘルプ ツールと技
術情報を入手できます。

製品情報　http://www.vmware.com/products/

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

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

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

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

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

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

VCサーバ VirtualCenter サーバ

データベース VirtualCenter データベース

ホスト n VirtualCenter 管理ホスト

VM# 管理ホスト上の仮想マシン

ユーザー # アクセス許可を持つユーザー

ディスク # 管理ホスト用のストレージ ディスク

データストア 管理ホスト用のストレージ

SAN 管理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

表 P-4.  略語

略語 内容
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はじめに

  

オンライン サポートと電話サポート
技術サポート リクエストの送信、製品情報および問合せ先の確認、製品登録には、
オンライン サポートをご利用ください。http://www.vmware.com/support を参照し
てください。

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

サポート サービス
ヴイエムウェアは、お客様のビジネス ニーズに応じたサポート サービスを提供しま
す。http://www.vmware.com/support/services を参照してください。

ヴイエムウェアエデュケーション サービス
ヴイエムウェアの各コースには、広範囲なハンズオンラボ、ケース スタディ、実習
用の参照ツールとして使用できるコース教材が用意されています。ヴイエムウェア 
エデュケーション サービスの詳細については、 
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm を参照してください。
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1

本書は、VMware ESX Server および VirtualCenter コンポーネントをセットアップする
個別のインストーラについて説明します。この章では、コンポーネントを個別に説明
し、インストールが必要なコンポーネントを把握できるようにします。以下のセク
ションでは、VMware ESX Server および VirtualCenter について説明します。

VMware Infrastructure の概観（P.17）

インストールに関する新機能（P.20）

VMware Infrastructure の概観
図 1-1 は、VMware Infrastructure の 6つの基本コンポーネントを示してい
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 台の VirtualCenter サーバが複数の ESX Server 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。
VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホストから VI をダウンロードできるので、VI 
Client は 2 台表示されています。

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

ESX Server ホスト　ESX Server は、物理ホストのプロセッサ、メモリ、ストレー
ジ、ネットワーキング リソースを複数の仮想マシンに取り込むための仮想レイ
ヤを備えています。

Virtual Infrastructure Client

Web 

ESX
Server

VirtualCenter
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1 章 VMware Infrastructure の概要

  

ESX Server ホストのインストールには、サービス コンソールから入手できる
man ページ形式のドキュメントが含まれます。詳細に関しては、「VMware ESX 
Server ソフトウェアのインストール（P.87）」を参照してください。

VirtualCenter サーバ　このサーバはWindows マシンにインストールされ、
VMware ESX Server ホストを一元管理します。VirtualCenter サーバによって、
VMware DRS、VMware HA、VMotion™など、VMware Infrastructure の高度な機能
を使用できます。

VMware SDK Web サービスは、自動的に VirtualCenter サーバにインストールさ
れます。詳細に関しては、「VirtualCenter サーバのインストール（P.75）」を参照
してください。

Virtual Infrastructure（VI）Client　VI Client はWindowsマシンにインストールさ
れ、Virtual Infrastructure との対話は主に VI を経由して行われます。VI Client では
以下の機能を実行します。

仮想マシンを操作するコンソール機能

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

VI Client は、VirtualCenter サーバおよび ESX Server ホストからダウンロードしま
す。VI Client のインストールには、システム管理者およびコンソール ユーザー向
けのドキュメントが含まれます。詳細に関しては、「Virtual Infrastructure Client
のインストール（P.80）」を参照してください。

Webブラウザ　ブラウザを使用すると、VirtualCenter サーバまたは ESX Server ホ
ストから VI Client をダウンロードできます。適切なログオン信用証明情報を持っ
ている場合、VirtualCenter サーバおよび ESX Server ホストの管理操作の一部を実
行できます。

ライセンス サーバ　このサーバはWindowsシステムにインストールされ、ライ
センス契約に関してVirtualCenter サーバおよびESX Server ホストに適切な許可を付
与します。ライセンス サーバと直接対話することはありません。システム管理者
は、VI Client を使用してソフトウェア ライセンスに関する変更を行います。

ライセンス サーバのインストールに含まれるドキュメントはありません。詳細
に関しては「 スタンドアロン ライセンス サーバのインストール（P.64）」を参照
してください。

データベース　VirtualCenter サーバは、データベースを使用して Virtual 
Infrastructure 環境のすべての構成データを編成します。本番環境には専門デー
タベースをお勧めしますが、デモ用にはバンドルされているMSDE データベー
スでも VirtualCenter サーバをセットアップできます。 詳細に関しては、
「VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.69）」を参照してください。
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インストールに関する新機能
このセクションでは、旧バージョンの VirtualCenter および ESX Server ソフトウェア
のインストール手順とアップグレード手順について説明します。このセクションは、
すべての新機能について説明するものではありません。

VirtualCenter バージョン 2のインストールに関する新機能
VirtualCenter 2.0 には以下の新機能が導入されました。

新しいライセンス サーバのインストール

新しいVirtual Infrastructure Clientのインストール（新しいWebインターフェイスか
らダウンロード可）

アップデートされた SDK のインストール

その他の機能は、インストールまたはアップグレード プロセスに影響しません。

ESX Server バージョン 3のインストールに関する新機能
ESX Server 3.0.1 には以下の新機能が導入されました。

仮想マシンでダウンタイムを発生させずに移行アップデートを実現する新しい
アップグレード機能

ESX Server 3.0 には以下の新機能が導入されました。

インストーラではなく、画面上に表示されるヘルプ

VMFS3（新しいファイル システム）

VM3（新しい仮想マシン フォーマット）

アップデートされた VMware Tools

新しい Virtual Infrastructure Client のインストール（変更されたWebインターフェ
イスからダウンロード可）

その他の機能は、インストールまたはアップグレード プロセスに影響しません。

次の手順

システム要件（P.21）

VMware VirtualCenter の インストール（P.69）
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2

この章では、VirtualCenter や ESX Server 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 システムの要件について説明します。この章に記載されている情報を
使用して、お使いの環境がインストール要件を満たすようにしてください。この章で
は、以下のトピックを取り上げます。

VirtualCenter の要件（P.21）

ESX Server の要件（P.25）

サポート対象のゲストOS（P.30）

仮想マシンの仕様（P.30）

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。次のセクションでは、サーバやクライアントの種類ごと
にハードウェアおよびソフトウェアの要件を説明します。

VirtualCenter サーバの要件（P.21）

Virtual Infrastructure Client 要件（P.23）

VirtualCenter VI Web Access の要件（P.24）

ライセンス サーバの要件（P.24）

VirtualCenter サーバの要件
VirtualCenter サーバは、サポート対象データベースへのアクセスが設定された物理マ
シンまたは仮想マシンです。

システム要件 2
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ハードウェアの条件
VirtualCenter サーバ  ハードウェアは、以下の要件を満たす必要があります。

プロセッサ　2.0GHz以上の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、プロセッサ要件が大きくなります。

メモリ　2GB 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、RAM要件が大きくなります。

ディスク ストレージ　560MB以上（2GB 推奨）。ターゲット ドライブには、プロ
グラムのインストール用に 245MBの空きスペースが必要です。%temp%ディレ
クトリを格納するドライブには、315MB の空きスペースが必要です。

MSDE ディスク要件　デモ用データベースでは、インストール アーカイブを解
凍するために、最大 2GBの空きディスク スペースが必要です。しかし、インス
トールが完了すると、これらのファイルの約 1.5GB が削除されます。

ネットワーク　10/100 以上の Ethernet アダプタ（Gb推奨）

拡張性　最小のハードウェア構成のVirtualCenterサーバは、20台の並行クライアン
ト、50台の ESX Server ホスト、および1,000台以上の仮想マシンをサポート。3GB
の RAMを装備したデュアル プロセッサのVirtualCenter サーバは、50台のクライ
アントの同時接続、100台の ESX Server ホスト、および2,000台以上の仮想マシン
をサポートするように拡張できます。

VirtualCenter サーバのソフトウェア要件
VirtualCenter サーバは、以下のオペレーティング システムの 32ビット バージョンの
サービスとしてサポートされます。

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

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）

VirtualCenter 2.0 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 インストーラを実行するためには、Internet Explorer 5.5 以上が必要です。

注意 VirtualCenter サーバ 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、ストレージ要件が大きくなります。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台数によって異なります。25 台のホストで、1台のホスト
あたり 8～ 16 台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、 総
データベース サイズが最大で 2.2GB（SQL の場合）または 1.0GB（Oracle の場
合）を消費する可能性があります。
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2 章 システム要件

  

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

Microsoft SQL Server 2000（SP 4 のみ）

Oracle 9iR2、10gR1（バージョン 10.1.0.3 以降のみ）、10gR2

Microsoft MSDE（本番環境ではサポートされません）

各データベースでは、基本インストール以外に設定を調整する必要があります。

Microsoft Access データベース ソフトウェアのサポート 期間の終了
VMware VirtualCenter バージョン 2では、Microsoft Access がサポートされなくなり
ました。VMware VirtualCenter バージョン 1.x からアップグレードする構成では、別
のデータベースを使用する必要があります。VirtualCenter2.0 では、デモ インストー
ル用に Access ではなく、バンドル バージョンのMicrosoft MSDE を使用するように
なりました。

Virtual Infrastructure Client 要件

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

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

メモリ　256MB 以上の RAM（512MB 推奨）

ディスク ストレージ　基本インストールには 150MB の空きスペースが必要。
ターゲット ドライブには、プログラムのインストール用に 55MB の空きスペー
スが必要です。%temp%ディレクトリを格納するドライブには、100MB の空きス
ペースが必要です。

ネットワーク　10/100 の Ethernet アダプタ（Gb推奨）

Virtual Infrastructure Client のソフトウェア要件
Virtual Infrastructure Client は、以下のオペレーティング システムの 32 ビット バー
ジョン向けに設計されています。

Windows 2000 Pro SP4

Windows 2000 Server SP4

注意 社内でDBA（データベース管理者）特権を持っていない場合は、DBAの支援を受け
てください。VirtualCenter データベースの設定に関する詳細は、「VirtualCenter サー
バ データベースの準備（P.69）」を参照してください。
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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）

Virtual Infrastructure Client では .NET framework 1.1 が必要です（必要に応じて、イン
ストールに含まれています）。

VirtualCenter VI Web Access の要件
VI Web Access クライアントは次のブラウザ向けに設計されています。

Windows　Internet Explorer 6.0 以上、Netscape Navigator、Mozilla 1.X、Firefox 
1.0.7 以上

Linux　Netscape Navigator 7.0 以上、Mozilla 1.x、Firefox 1.0.7 以上

ライセンス サーバの要件
このセクションでは、ライセンス サーバの要件について説明します。

ライセンス サーバのハードウェア要件 
ライセンス サーバ ハードウェアは、以下の要件を満たす必要があります。

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

メモリ　256MB 以上の RAM（512MB 推奨）

ディスク ストレージ　基本インストールには 25MB の空きスペースが必要

ネットワーク　10/100 の Ethernet アダプタ（Gb推奨）

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。

ライセンス サーバのソフトウェア要件
ライセンス サーバ ソフトウェアは、以下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）
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2 章 システム要件

  

ESX Server の要件
このセクションでは、ESX Server バージョン 3によってサポートされる最小および最
大のハードウェア構成について説明します。以下のセクションを参照してください。

サーバの最小ハードウェア要件（P.25）

パフォーマンスの拡張に関する推奨事項（P.26）

ESX Server の最大構成（P.28）

ハードウェアおよびソフトウェアの互換性（P.29）

サーバの最小ハードウェア要件
ESX Server をインストールして使用するためには、次のハードウェアおよびシステム 
リソースが必要です。

プロセッサ× 2以上 

ESX Server 向けに 1500MHz の Intel Xeon 以降、または AMD Opteron
（32 ビット モード ) 

Virtual SMP™向けに 1500MHz の Intel Xeon 以降、または AMD Opteron
（32 ビット モード )

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

1GB 以上の RAM

Ethernetコントローラ×1以上 （サポートされているコントローラは次のとおり）

Broadcom NetXtreme 570x Gigabit コントローラ

Intel PRO/100 アダプタ

最適なパフォーマンスとセキュリティを確保するには、サービス コンソールお
よび仮想マシンに別々の Ethernet コントローラを使用してください。

SCSI アダプタ、ファイバ チャネル アダプタ、または内蔵 Raid コントローラ 

ベーシック SCSI コントローラは、Adaptec Ultra-160 およびUltra-320、LSI Logic 
Fusion-MPT、およびほとんどのNCR/Symbios™ SCSI コントローラです。

サポート対象の Raid アダプタは、HP Smart Array、Dell PercRAID（Adaptec 
RAID と LSI MegaRAID）、および IBM（Adaptec）ServeRAID コントローラです。

注意 3Com 3c990 ドライバは、すべてのバージョンの 3c990 をサポートするわけでは
ありません。たとえば、3CR990B には対応しません。
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サポート対象のファイバ チャネル アダプタは、Emulex および QLogic ホスト 
バス アダプタ（HBA）です。

領域がパーティションで分割されていない SCSI ディスク、ファイバ チャネル
LUN、または RAID LUN。最小構成では、サービス コンソールと仮想マシンにお
いて、このディスクまたは RAID が共有されます。

iSCSI では、iSCSI コントローラに接続されているディスク（QLogic qla4010 など）
です。

ESX Server は、次のストレージ システムへのインストールおよび起動をサポートし
ます。

IDE/ATAディスク ドライブ　ESX ServerのIDE/ATAドライブまたはIDE/ATA Raidへ
のインストールは、サポートされています。ただし、サポート対象のハードウェ
アに特定のドライブ コントローラが含まれていることを確認する必要があります。

仮想マシンのストレージは、現在、IDE/ATA ドライブ、または IDE/ATA Raid で
はサポートされていません。仮想マシンは、SCSI ドライブ、SCSI RAID、または
SAN上に構成された VMFS パーティションに格納する必要があります。

SCSI ディスク ドライブ　ディスク ドライブは、ESX Server のインストールをサ
ポートします。VMFS パーティションに仮想マシンを格納することもできます。

ストレージ エリア ネットワーク（SAN）　SANは、ESX Server のインストールを
サポートします。VMFS パーティションに仮想マシンを格納することもできま
す。インストール前のタスク、構成タスク、SANへのインストールと SANから
の起動に関する既知の問題の詳細については、『SAN構成ガイド』
（www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html）を参照してください。

SANに ESX Server を配布する前に、『ESX Server SAN 互換性ガイド』をヴイエムウェ
アWeb サイト（www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html）で確認してください。

パフォーマンスの拡張に関する推奨事項
前述のセクションのリストは、基本的な ESX Server 構成を示しています。実際には、
SCSI ディスク、ファイバ チャネル LUN、RAID LUN など複数の物理ディスクを使用で
きます。

注意 SATA ドライブは、ESX Server のインストール、または VMFS パーティション上
への仮想マシンの格納をサポートしません。IDE または SCSI ディスクとしてハー
ドウェアでマスクされた場合でもサポートしません。

注意 VMFS3 でサポートされている最小 LUNキャパシティは 1200 MB です。
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このセクションでは、パフォーマンスの拡張に関する推奨事項を紹介します。

RAM　良いパフォーマンスを達成するためには、仮想マシンに十分な RAMを備
えていることが重要です。ESX Server ホストには、一般的なサーバよりも大容量
の RAMが必要です。ESX Server ホストは、仮想マシンを同時に実行し、さらに
サービス コンソールを実行するために十分な RAMを装備する必要があります。

たとえば、Red Hat Enterprise Linux またはWindows XP で 4台の仮想マシンを実
行する場合、ESX Server ホストがベースライン パフォーマンスを実行するために
は 1GB以上の RAMが必要です。

仮想マシン向けに 1024MB（ベンダーが推奨するようにオペレーテング シス
テム 1つあたり 256MB× 4）

ESX Server サービス コンソール向けに 272MB

これらの例の仮想マシン（理想的に 512MBの RAMを装備）を実行するには、
ESX Server ホストに少なくとも 2.2GB の RAMを装備する必要があります。

仮想マシン向けに 2048MB（512MB× 4）

ESX Server サービス コンソール向けに 272MB

これらの計算には、各仮想マシンの変化するオーバーヘッド メモリは考慮され
ていません。詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

仮想マシンの専用ファストEthernetアダプタ　Intel PRO/1000アダプタなど仮想
マシン専用のGb Ethernet カードを使用すると、高ネットワーク トラフィックで
仮想マシンへのスループットが向上します。

ディスクの場所　最適なパフォーマンスを得るためには、仮想マシンで使用され
るすべてのデータを仮想マシンに割り当てられている物理ディスク上に配置する
必要があります。これらの物理ディスクは、すべての仮想マシンによって使用さ
れるディスク イメージを保存できる大きさを備える必要があります。

VMFS3 パーティショニング　最適なパフォーマンスを実現するため、ESX Server
インストーラよりもむしろ VI Client または VI Web Access を使用して、VMFS3
パーティションを設定します。VI Client またはWeb Access を使用すると、パー
ティションの開始セクタが、64 セクタ毎の割り当てになるので、ストレージ パ
フォーマンスが改善されます。

仮想プロセッサ　プロセッサの処理速度が速ければ、ESX Server のパフォーマン
スも向上します。特定の作業負荷では、キャッシュが大きいと ESX Server のパ
フォーマンスが向上します。

注意 サード パーティの管理アプリケーションまたはバックアップ エージェントを実行
する場合、ESX Server ホストが必要とする RAMが大きくなる可能性があります。
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ハードウェア互換性　最高の I/O パフォーマンスを確保し、作業負荷管理を適切
に管理するために、VMware ESX Server ではサポート対象デバイスに独自ドライ
バを提供しています。サーバで使用することを検討しているデバイスがサポート
されていることを確認してください。I/O デバイスの互換性に関する詳細につい
ては、ヴイエムウェアWebサイト（www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html）
から『ESX Server I/O 互換性ガイド』をダウンロードしてください。

ESX Server の最大構成
このセクションでは、ESX Server ホスト マシンの最大のハードウェア構成について説
明します （仮想マシンによってサポートされる仮想ハードウェアのリストと混同し
ないでください）。

ストレージ
ホスト バス アダプタ（HBA）×16（ESX Server システムあたり）、
ターゲット×15（HBAあたり）

LUN× 128（ストレージ アレイあたり）

LUN× 255（ESX Server システムあたり）

LUNへのパス× 32

最大 LUN ID： 255

仮想マシン ファイル システム（VMFS）
VMFS ボリューム× 128（ESX Server システムあたり）

VMFS ボリュームの最大物理エクステント数

VMFS-3 ボリューム： 32

VMFS-2 ボリューム： 32 物理エクステント（VMFS-2 ボリュームは ESX Server 
3.0 で読み取り専用です）

2 TB（物理エクステントあたり）

VMFS ボリュームの最大サイズ

VMFS-3 ボリューム： 約 64TB（物理エクステントあたり最大 2TB）

VMFS-2 ボリューム： 約 64TB、物理エクステントあたり最大 2TB（VMFS-2 ボ
リュームは ESX Server 3.0 で読み取り専用）

注意 ESX Server がサポートするファイバ チャネル LUNは最大 256 ですが、インストーラ
がサポートするファイバ チャネル SAN LUN は最大 128 です。LUNが 128 を超える場
合、インストール完了後に接続してください。
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ハードウェア プロセッサ
 表 2-1 は、サポートされる物理プロセッサ数（ESX Server ホストあたり）を示してい
ます。

仮想プロセッサ
全仮想マシン内に合計 128 個の仮想プロセッサ（ESX Server ホストあたり）

メモリ
64 GB の RAM（ESX Server システムあたり）

アダプタ
アダプタ×最大 64（システムあたり）、ストレージ アダプタとネットワーク アダ
プタを含む全タイプのアダプタが対象

Gigabit Ethernet ポート×最大 20、または 10/100Ethernet ポート（システムあ
たり）

仮想スイッチあたり最大 1024 ポート

ハードウェアおよびソフトウェアの互換性
サポート対象のハードウェアおよびソフトウェアについては、ヴイエムウェアWeb
サイト（www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html）から『ESX Server 互換性ガイ
ド』をダウンロードしてください。

システム互換性　ヴイエムウェアがテストに使用する標準のオペレーティング シ
ステムとサーバ プラットフォームをリスト表示します。

I/O互換性　VMware ESX Serverホストのデバイス ドライバから直接アクセスされ
るデバイスをリスト表示します。

ストレージ互換性　ヴイエムウェアおよびストレージ パートナーによって現在
テストが行われているHBAとストレージ デバイスの組み合わせの詳細をリスト
表示します。

表 2-1.  サポート対象のプロセッサ構成

最大ソケット 最大コア 最大スレッド

シングル 
コア

ハイパー スレッディング サポートあり 16 16 32

ハイパー スレッディング サポートなし 16 16 16

デュアル 
コア

ハイパー スレッディング サポートあり 8 16 32

ハイパー スレッディング サポートなし 16 32 32
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ソフトウェアのバックアップ互換性　ヴイエムウェアによってテストが行われて
いる特定のバックアップ パッケージについて説明します。

サポート対象のゲストOS
ヴイエムウェアの『システム互換性ガイド』には、定期的に更新されているサポート
対象のゲストOSの正式なリストが含まれています。このドキュメントは、次のURL
からダウンロードできます。

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

ESX Server バージョン 3では、多数の 64 ビットのゲストOS をサポートしています。
完全なリストについては、『システム互換性ガイド』を参照してください。

64 ビット ゲストOSのサポートには、特別なハードウェア要件があります。AMD 
Opteron ベースのシステムでは、プロセッサは、Opteron Rev E 以降でなければなり
ません。Intel Xeon ベースのシステムでは、プロセッサは、Intel の Virtualization 
Technology（VT）をサポートしている必要があります。VT をサポートしている CPU
を含むサーバでは、通常、VT はデフォルトで無効にされているため、VT を手動で有
効にする必要があるので注意してください。CPUで VT がサポートされているのに、
BIOS にこのオプションが表示されない場合、メーカーに問い合わせて、VT サポート
を有効にできる BIOS バージョンを要求する必要があります。

サーバが必要なサポートを提供しているかどうかを判別するには、
/images/cpuid.isoの ESX Server 製品 CD-ROMに収録されているCPU Compatibility 
Tool を使用できます。

仮想マシンの仕様
各 ESX Server マシンでは、次の容量および仕様で仮想マシン内に最大 128 個の仮想
CPUをホストできます。また、仮想マシンを最大 200 台登録できます。

仮想ストレージ
ホスト バス アダプタ×最大 4（仮想マシンあたり）

ターゲット最大 15（ホスト バス アダプタあたり）

ターゲット×最大 60（仮想マシンあたり）、同時ターゲット× 256（ESX Server ホ
ストあたりの全仮想マシン）

仮想 SCSI デバイス
仮想 SCSI アダプタ×最大 4（仮想マシンあたり）、デバイス×最大 15（アダプタあ
たり）

9 TB（仮想ディスクあたり）
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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）

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 

仮想マシンのメモリ
最大 16GB（仮想マシンあたり）

仮想アダプタ
仮想 PCI スロットｘ最大 6（仮想マシンあたり）

仮想 Ethernet カード
仮想 Ethernet アダプタ×最大 4（仮想マシンあたり）

仮想フロッピー ドライブ
1.44 MB フロッピー ドライブ×最大 2（仮想マシンあたり）

注意 すべてのマルチプロセッサ仮想マシンでは、VMware Virtual SMP for ESX Server の
ライセンスを購入する必要があります。2プロセッサ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。

注意 Windows NT がゲストOSの場合、3.444GB の RAM以外はサポートしません。

注意 各仮想マシンには、同系 6つの仮想 PCI スロットがあります。このうち 1つが、
グラフィック アダプタにより使用されます。仮想アダプタ、SCSI および
Ethernet の合計数は 6以下でなければなりません。
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仮想 CD
ドライブ×最大 4（仮想マシンあたり）

レガシー デバイス
仮想マシンでは、次のレガシー デバイスを使用することも可能です。ただし、パ
フォーマンス上の理由により、レガシー デバイスの使用は推奨されていません。

仮想シリアル（COM）ポート
シリアル ポート×最大 4（仮想マシンあたり）

仮想パラレル（LPT）ポート
仮想 LPT ポート×最大 3（仮想マシンあたり）

次の手順

VMware VirtualCenter の インストール（P.69）

VMware ESX Server ソフトウェアのインストール（P.87）

VMware Infrastructure アップグレードの計画（P.119）
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3

この章では、VMware VirtualCenter および ESX Server のライセンス オプションについ
て説明します。 ESX Server および VirtualCenter で利用可能なライセンス モデルについ
て説明し、ライセンス ファイルの取得方法とライセンス オプションの構成方法につ
いて述べます。

この章の内容は、以下のとおりです。

VirtualCenter および ESX Server のライセンス モデル（P.33）

ライセンス キーの機能（P.38）

ライセンス ファイルの取得（P.42）

ライセンス サーバベース ライセンスの設定（P.43）

ホストベース ライセンスの設定（P.52）

ESX Server ライセンス タイプ（P.55）

ライセンス ファイル（P.57）

スタンドアロン ライセンス サーバのインストール（P.64）

ライセンスのトラブルシューティング（P.66）

VirtualCenter および ESX Server のライセンス モデル
ソフトウェア ライセンスは、仮想マシンのパワー オンなど、VirtualCenter および
ESX Server でのほとんどの操作に必要です。 ただし、VirtualCenter バージョン 2およ
び ESX Server バージョン 3は、ソフトウェア ライセンスを所有していなくても、イ
ンストール、起動、および構成を行うことができます。ライセンス対象の特定機能の
リストに関しては、「ライセンス キーの機能（P.38） 」を参照してください。

VirtualCenterおよび
ESX Serverのライセンス 3
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ユーザー ライセンス プロセス
VMware Infrastructure ソフトウェアの購入後は、次のことを行ってライセンスを取得
してください。

1 使用するライセンス モードを決めます。 

ヴイエムウェアでは、ライセンス サーバベース、ホストベース、またはそれら
が混在したものの中からライセンス モードを選択できる、業界標準の FLEXnet
ライセンスを採用しています。 詳細に関しては、「ホストベースおよびライセン
ス サーバベースのライセンス モード（P.35）」を参照してください。 

2 購入を登録します。

ヴイエムウェア パートナーから VMware Infrastructure 3 を購入された場合は、
VMware Store アカウントに購入を登録する必要があります。 詳細に関しては、
「ライセンス ファイルの取得（P.42）」を参照してください。 

ヴイエムウェアから直接 VMware Infrastructure 3 を購入された場合は、その購入
がお客様のアカウントに登録されています。 手順 3に進んでください。

3 ライセンス ファイルを取得します。

購入を登録し（必要な場合）、1つ以上のライセンス アクティベーション コード
を受け取ったら、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 モードに適したライセンスファイルを生成
してダウンロードしてください。 詳細に関しては、「ライセンス ファイルの取得
（P.42）」を参照してください。

4 ソフトウェアをインストールおよび構成します。

VirtualCenter および ESX Server をインストールします。 手順 1 で選択したライセ
ンス モードに従って、ライセンスを構成します。

ライセンス サーバベースのライセンス構成については、「ライセンス サーバ
ベース ライセンスの設定（P.43）」を参照してください。

ホストベースのライセンス構成については、「ホストベース ライセンスの設
定（P.52）」を参照してください。

混在ライセンス環境の構成については、「同一環境におけるホストベース マ
シンとライセンス サーバベース マシン（P.53）」を参照してください。
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ライセンスの取得および構成プロセスの中で使用される用語について、次に定義しま
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
とは、購入した 1つ以上のヴイエムウェア製品に対応する一意のコードです。 
オーダーが処理されるとこのコードが送付されますが、ヴイエムウェア パート
ナーから購入した場合は、パートナー アクティベーション コードを VMware ア
カウントに登録するとライセンス アクティベーション コードが送付されます。 

ライセンス取得ポータル　ライセンス取得ポータルとは、VMware Infrastructure 
3 のライセンス アクティベーション コードの取得とライセンス ファイルのダウ
ンロードに使用できる、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 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 パートナーを通じて行われたオーダーを識別するための
一意のコードです。 ヴイエムウェア パートナーから VMware Infrastructure 3 を購
入された場合は、このコードを使用して VMware Store アカウントに購入を登録
し、ライセンス アクティベーション コードを取得します。 

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 パートナーからの購入を VMware Store 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。 ポータルに
パートナー アクティベーション コードを入力すると、ライセンス アクティベー
ション コードが送られてきます。 

ライセンスについてご不明な点がある場合は、次の方法でヴイエムウェアまでお問い
合わせください。

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
や、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
得できない場合は、vi-hotline@vmware.comまで電子メールでお問い合わせくださ
い。 

ライセンス ファイルは取得したが、ライセンス対象機能の構成またはトラブル
シューティングがうまくできない場合は、http://www.vmware.com/supportからサ
ポート リクエストを送信してください。

ホストベースおよびライセンス サーバベースのライセンス モード
VirtualCenter および ESX Server は 2 つのライセンス モードをサポートしています。 ラ
イセンス サーバベースとホストベースです。 ホストベースのライセンス モードでは、
ライセンス ファイルが個別の ESX Server ホストに格納されます。 ライセンス サーバ
ベースのライセンス モードでは、ライセンス ファイルがライセンス 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を使用できるようになります。 
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ホストベースおよびライセンス サーバベースの両方のライセンスを使用する混在環
境を実行することも可能です。 

VirtualCenter、および VMotionTM などの VirtualCenter を必要とする機能には、ライセ
ンス サーバベース モードのライセンスが必要です。 ESX Server 固有の機能は、ライセ
ンス サーバベースまたはホストベース モードのいずれでも構いません。 

図 3-1 は、3種類のライセンス環境を示しています。

図 3-1.  ホストベース、混在、ライセンス サーバベースの各環境におけるライセンス ファイル
の場所
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ライセンス サーバベース ライセンス
ライセンス サーバベースのライセンスは、VMware ライセンス サーバによるライセ
ンス管理を実現することによって、大規模でダイナミックな環境におけるライセンス
管理を容易にします。 ライセンス サーバベースのライセンスでは、すべての
VirtualCenter 管理サーバおよびすべての ESX Server ライセンスを 1つのコンソールか
ら保守できます。

サーバベースのライセンス管理は、業界標準の FLEXnet メカニズムに基づいていま
す。 サーバベースのライセンスでは、ライセンス サーバがライセンス プール（ライ
センスを付与された資格全体を保持する中央レポジトリ）を管理します。 ホストが特
定のライセンス対象機能を要求した場合、該当する資格のライセンスがライセンス 
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プール
に戻され、再び任意のホストが使用できるようになります。 

ライセンス サーバベース ライセンスの利点を以下に示します。

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

必要に応じたライセンスの割り当てや再割り当てが可能になることによって、継
続的なライセンス管理が容易になります。 割り当ては、環境の変化（ホストの追
加や削除、VMotion、DRS または HAなどの主要機能がホスト間で移転される場
合など）から生じる必要性に応じて変更します。

ライセンス サーバが使用できない期間中は、新しいライセンスは発行できませ
んが、既存の VirtualCenter サーバでライセンス取得した機能は無期限に使用で
き、既存の ESX Server でライセンス取得した機能も 14 日間の有効期間中は使用
できます。 詳細に関しては、「ライセンス サーバの可用性（P.46）」を参照してく
ださい。 

大規模な、変化の多い環境では、ライセンス サーバべースのライセンス モードを使
用することをお勧めします。

ホストベース ライセンス
ホストベースのライセンス モードは、以前のリリースのライセンス モードと同様で
す。 ホストベースのライセンスでは、購入した機能のすべての資格がマシンベースに
分割され、ESX Server ホストと VirtualCenter サーバ上に配置される個別のライセンス 
ファイル間で分割されます。
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ホストベースのライセンスでライセンス対象機能がアクティブ化された場合、該当す
る資格の機能が該当するホストのライセンス ファイル内に格納されている必要があ
ります。 ホストベースのライセンスでは、各 ESX Server ホスト上に個別のライセンス 
ファイルを保持する必要があります。 未使用ライセンスは自動で配布されません。ラ
イセンスを付与する際に外部接続に依存することもありません。 ホストベースのライ
センス ファイルは、個別の ESX Server ホスト上に直接配置され、旧バージョンの
ESX Server バージョン 2.x で使用していたシリアル番号に置き換わります。

ホストベース ライセンスの利点を以下に示します。

ホストベースのファイルでは、ESX Server のホスト専用環境のためにライセンス 
サーバをインストールする必要がありません。

VirtualCenter およびライセンス サーバ環境では、ホストベースのライセンスを使
用すると、ライセンス サーバーを使用できない期間中に ESX Server ホストのラ
イセンスを変更できます。 たとえば、ホストベースのライセンスで、ライセンス 
サーバに接続せずにホスト間で仮想 SMPライセンス キーを手動で移動できま
す。

ライセンス キーの機能  
VMware ソフトウェアを実行する特定の資格は、ライセンス キーによって指定されま
す。 ユーザーは、プロセッサ数および資格に含める機能に基づいてキーを購入しま
す。

ほとんどの ESX Server および VirtualCenter 機能のライセンスはプロセッサ単位にな
ります。つまり、機能をアクティブにするには、プロセッサごとの機能ライセンスが
ホストに必要です。 その他の機能は機能単位でのライセンスになるため、使用される
プロセッサ数に関係なく、機能の 1つのインスタンスをアクティブにするにはライ
センスが 1つ必要です。 

ライセンス対象機能は、それが ESX Server 機能なのか、VirtualCenter 機能なのかに
よって動作も異なります。 ESX Server 機能は、ホストベースまたはライセンス サーバ
ベースのライセンス メカニズムを使用してライセンス許諾されます。 VirtualCenter ま
たはライセンス サーバは使用しません。 VirtualCenter 機能には、ライセンス サーバ
ベースのライセンスが必要です。 ESX Server 機能と VirtualCenter 機能は、ライセンス 
サーバが使用できないときの動作も異なります。 詳細に関しては、「ライセンス サー
バの可用性（P.46）」を参照してください。 
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表 3-1 に、VMware Infrastructure 3 のライセンス機能タイプをまとめます。

プロセッサ単位のライセンス
ほとんどの ESX Server ライセンスは、各ホストのプロセッサ単位です。つまり、2プ
ロセッサの ESX Server ホストは、指定機能をアクティブ化するために 2つのライセ
ンス キーが必要です。4プロセッサのホストは、機能のアクティブ化に 4つのライセ
ンス キーが必要です。 このプロセッサ単位のライセンスは、基本機能やアドオン機能
に適用されます。 次の点を特に考慮する必要があります。

デュアル コアおよびクワッド（4重）コア プロセッサは、1プロセッサとする。 

マルチプロセッサ マシンの一部にライセンスを付与することはできない。

たとえば、仮想インフラストラクチャに 4台のデュアル プロセッサ マシンが含まれ
ており、これらの 2台で VMotion を使用して移行を実行する場合を考えてみます。 
VirtualCenter サーバの 1インスタンス用のライセンス、ESX Server 用の 8プロセッサ 
ライセンス、VMotion 用の 4プロセッサ ライセンスを購入できます。（2台ではなく、
4台すべてのマシンで VMotion を使用する場合は、VMotion 用の 8プロセッサ ライ
センスが必要になります）。

表 3-1.  ライセンス機能タイプのまとめ

機能
ESX Server または
VirtualCenter

プロセッサ単位
または機能単位

ESX Server（Starter または Standard） ESX Server プロセッサ単位

VirtualCenter 管理サーバ VirtualCenter 機能単位

ESX Server 用の VirtualCenter エージェント VirtualCenter プロセッサ単位

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

VMotion VirtualCenter プロセッサ単位

VMware HA VirtualCenter プロセッサ単位

VMware DRS VirtualCenter プロセッサ単位

esx_vc_installation_guide.book  39 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



インストールおよびアップグレード ガイド

40 VMware, Inc.  

図 3-2.  同一のライセンスで異なる使用法を示す 2つのライセンス シナリオ例

シナリオ 1は、2台のデュアルプロセッサ マシンのクラスタを有効化した 4つの
VMotion プロセッサ ライセンスを示しています。 この図で、ライセンスは共有ボック
ス内にある 2台の ESX Server ホストに適用されます。 VMotion のライセンスを配置す
るマシンを変更し、任意のデュアル プロセッサ マシンのペアを VMotion クラスタに
追加することができます。 しかし、VMotion ライセンス キーを削除したマシンで 
VMotion を実行することはできません。

シナリオ 2では、1台の 4プロセッサ マシンを追加します。同一ライセンスで新し
いハードウェアを有効化するためには 2台のデュアルプロセッサ マシンを退去する
必要があります。 次の選択肢（図示されていません）があります。

いずれのマシンも退去しない場合は、4つの ESX Server プロセッサ ライセンスを
追加購入する必要があります。

4プロセッサ マシンをVMotionクラスタに追加する場合は、4つのライセンスを追
加購入し、VMotion 用のプロセッサ ライセンスを合計 8つにする必要がありま
す。

4台のデュアルプロセッサ ホストをすべて保有したい場合は、クワッド（4重） プ
ロセッサ ホストを追加して、それらすべてに VMotion ライセンスを供与します。
合計 12 個の ESX Server プロセッサ ライセンスと、合計 12 個の VMotion プロ
セッサ ライセンスが必要です。
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次の機能は、プロセッサ単位でライセンスを取得できます。

ESX Server ライセンス タイプ　仮想マシンをパワーオン状態にするためには、ホ
ストがプロセッサ単位のライセンスを持っている必要があります。 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 ライセンス タイプについては、「ESX Server ライセンス タイプ
（P.55）」を参照してください。

VMware Consolidated Backup（VCB）　新しい Consolidated Backup 機能と ESX 
Server ホスト上で実行するすべての仮想マシンのバックアップを活用するには、
該当するホスト内の各プロセッサが VCB ライセンス キーを使用できる必要があ
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 エージェント　このエージェントは、ESX Server ホス
トが VirtualCenter 管理サーバに追加されると、ESX Server ホストにインストール
されます。 VirtualCenter サーバに ESX Server プロセッサを追加するたびに、1つ
のエージェント ライセンス キーが必要です。

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、そこに含ま
れる各 ESX Server プロセッサが VMotion ライセンス キーを持っている必要があ
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
ンスが必要になります。 この機能に関しては『SAN 構成ガイド』を参照してくだ
さい。 仮想マシンの構成に関しては、『基本システム管理』を参照してください。

VMware HA　ESX Server ホストに障害が発生した仮想マシンを自動的に再起動す
るには、VirtualCenter サーバが HAクラスタにある各 ESX Server プロセッサ用の
HAライセンス キーを持っている必要があります。 この機能に関しては『リソー
ス管理ガイド』を参照してください。 

VMware DRS　ホスト間で仮想マシンの自動ロード バランシング機能を提供する
ためには、VirtualCenter サーバが DRS クラスタにある各 ESX Server プロセッサ
用のDRS ライセンス キーを持っている必要があります。 この機能に関しては
『リソース管理ガイド』を参照してください。

注意 ホストあたりのプロセッサの最大サポート数に関する詳細は、表 2-1「サポート対象
のプロセッサ構成」（P.29）を参照してください。 

注意 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。
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機能単位のライセンス
機能単位でライセンスを取得できる機能には、使用されるプロセッサ数に関係なく、
1つの機能ごとに 1つのライセンス キーが必要です。 現在、機能単位でライセンスを
取得できる機能は VirtualCenter 管理サーバだけです。 

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手順は、VMware Infrastructure 3 をどのようにして購
入したかによって少し違います。 ライセンス ファイルを取得するには、最初に、1つ
以上のライセンス アクティベーション コードを入手します。次の 3種類のいずれか
の方法で入手します。

VMware Infrastructure 3 を Dell、ヒューレット パッカード、IBMなどのヴイエム
ウェア パートナーから購入した場合は、1つ以上のパートナー アクティベー
ション コードと、パートナー アクティベーション ポータルへのリンクが含まれ
た電子メールを受け取ります。 この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、購入を VMware Store アカウントに登録します。 購入を登録
すると、ライセンス アクティベーション コードの含まれた電子メールを受け取
ります。

それ以外の方法で VMware Infrastructure 3 を新規購入した場合は、ライセンス ア
クティベーション コードの含まれた電子メールを受け取ります。 

サービスおよびサポート申し込みによって VMware Infrastructure 3 のアップグ
レード資格を受け取った場合は、ライセンス アクティベーション コードの含ま
れた 1つ以上の電子メールを受け取ります。 通常は、元の ESX Server 2.x または
VirtualCenter 1.x の注文項目ごとに、1つのライセンス アクティベーション コー
ドを受け取ります。 

ライセンス アクティベーション コードの含まれた電子メールを受け取ったら、電子
メールの説明に従ってWebベースのライセンス アクティベーション ポータルにアク
セスし、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手順についての詳細は、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。 

esx_vc_installation_guide.book  42 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 43

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

  

ライセンス サーバベース ライセンスの設定
インストール時には、ライセンス サーバベースのライセンスを構成できます。 インス
トール終了後、Virtual Infrastructure Client でライセンスを変更できます。  このセク
ションの内容は、以下のとおりです。

ライセンス ファイルのインストール（P.43）

ライセンス サーバの場所（P.44）

ライセンス サーバベース ライセンスの構成（P.44）

デフォルトのライセンス サーバ ポートの変更（P.46）

ライセンス サーバの可用性（P.46）

ホストベースからライセンス サーバベースのライセンスへの 変更（P.51）

既存の FLEXnet ライセンス サーバの使用（P.51）

ライセンス ファイルのインストール
ライセンス ファイルをプレーン テキスト ファイルとして保存します。 ライセンス 
サーバ マシンからアクセスできるファイル システムに vmware.licという名前で保
存します。 

このファイルは、次の方法でインストール時にライセンス サーバにインポートでき
ます。

推奨されるライセンス サーバ インストールについては、「VirtualCenter サーバの
インストール（P.75）」を参照してください。

スタンドアロン ライセンス サーバについては、「スタンドアロン ライセンス 
サーバのインストール（P.64）」を参照してください。

ライセンス サーバは同時に 1つのライセンス ファイルしか使用できません。 複数の
ライセンス ファイルを取得し（別々に注文した場合など）、そのすべてのライセンス
を 1台のライセンス サーバで管理する場合は、テキスト エディタを使用してそれら
のファイルを 1つのライセンス ファイルにまとめる必要があります。 詳細に関して
は、「ライセンス ファイルの編集（P.61）」を参照してください。 

注意 ファイルの拡張子 .lic を付ける必要があります。
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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い、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強くお勧めします。 この方法には、セット アップを容易に
するだけではなく、VirtualCenter からライセンス サーバへの通信を確保できるとい
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
由がある場合のみデフォルトを変更してください。 ライセンス サーバのドキュメント
にアクセスするには、次を選択してください。

[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware ライセンスサーバ ] - [VMware 
ライセンス サーバ ユーザー ガイド ]

ライセンス サーバベース ライセンスの構成
このセクションの最初の手順は、VirtualCenter のライセンス サーバベースのライセ
ンスの構成について説明しています。 デフォルトの VirtualCenter インストール環境を
使用している、または VirtualCenter サーバがない場合は、「ESX Server ホストのライ
センス サーバベース ライセンスを構成する（P.45）」に進んでください。

VirtualCenter サーバのライセンス サーバベース ライセンスを構成する

1 VI Client から、[ 管理 ] - [ サーバの設定 ] を選択します。

2 左側のリストから [ ライセンス サーバ ] をクリックします。

3 [ 以下のライセンス サーバを使用します ] ラジオボタンを選択します。

4 マシン名およびポート（オプション）をフィールドに入力します。

ポートを指定しないと、デフォルト ポート 27000 が使用されます。

たとえば、licenseというライセンス サーバ上にあるデフォルトのライセンス 
サーバ ポートが 27000の場合、次のように入力します。

license.vmware.com:27000

5 （オプション）VirtualCenter でホストの現在のライセンス設定を上書きしない場
合、[ インベントリに追加された場合、ホスト ライセンス サーバの設定を変更し
て VirtualCenter の設定に一致させます。] チェックボックスを選択解除します。

このチェックボックスを選択すると、VirtualCenter サーバがホストの現在のライ
センス設定を上書きし、VirtualCenter が使用するライセンス サーバを使用する
ようになります。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

ライセンス サーバベースのライセンスを有効化するために、他の設定を変更す
る必要はありません。
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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 サーバに
接続されている VI Client の [ 管理者 ] ビューの [ ライセンス ] タブに表示されます。 こ
のタブのラベルは、以前のバージョンの VirtualCenter では、[ ライセンス ビューア ]
でした。

ESX Server ホストのライセンス サーバベース ライセンスを構成する

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成 ] タブをクリックします。

3 ライセンス サーバを設定します。

a [ ライセンス ソース ] の右側にある [ 編集 ] をクリックします。 

[ ライセンス ソース ] ダイアログボックスが表示されます。

b [ ライセンス サーバの使用 ] のラジオボタンを選択します。

これがデフォルトの設定です。

c ライセンス サーバのマシン名とポート（オプション）を [ アドレス ] フィー
ルドに入力します。 ポートを指定しないと、デフォルト ポート 27000 が使
用されます。

たとえば、license-1というライセンス サーバ上にあるデフォルトのライ
センス サーバ ポートが 27000の場合、次のように入力します。

license-1.vmware.com:27000

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。

4 ESX Server ライセンス タイプを設定します。

a [ESX Server ライセンス タイプ ] の右にある [ 編集 ] をクリックします。

[ESX Server ライセンス タイプ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

b [ スタータ ] または [ スタンダード ] のいずれかのライセンス タイプを選択す
るか、[ライセンスが無い ] を選択して、このホストのライセンスをライセ
ンス サーバにリリースします。

ライセンス タイプの詳細については、「ESX Server ライセンス タイプ
（P.55）」を参照してください。

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。

注意 オプション設定のチェックボックスを選択しなかった場合は、次のセクションの手順
に従って、サーバベースのライセンスを使用するように ESX Server ホストを手動で設
定します。
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5 アドオン ライセンスを構成する

d [ アドオン ] の右側にある [ 編集 ] をクリックします。

[アドオン ] ダイアログ ボックスが表示されます。

e ライセンスが必要なアドオンを選択して、[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 サーバに
接続されている VI Client の [ 管理者 ] ビューの [ ライセンス ] タブに表示されます。 こ
のタブのラベルは、以前のバージョンの VirtualCenter では、[ ライセンス ビューア ]
でした。

デフォルトのライセンス サーバ ポートの変更
デフォルトでは、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設定されていま
す  ライセンス サーバのインストール時にデフォルトのポートを使用しなかった場合
は、各 ESX Server ホストで設定をアップデートする必要があります。

ライセンス サーバのデフォルトのポートを変更する場合、ESX Server ホストのサービ
ス コンソールにログオンし、目的のポートを開きます。

サービス コンソール ファイアウォールで特定のポートを開く手順

1 サービス コンソールにルート ユーザーとしてログオンします。

2 次のコマンドを実行します。

esxcfg-firewall --openport <portnumber>,tcp

ライセンス サーバの可用性
VMware ソフトウェアで使用されるライセンス サーバベースのライセンス メカニズ
ムは、ライセンス サーバが単一点障害になることを回避するために設計されていま
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機能します。 ライセ
ンス サーバが使用できなくなると、新しいライセンスを発行して新しいホストや新
しい機能を有効にすることができなくなります。 ただし、ライセンス サーバが使用で
きなくなったときに動作していた、ライセンスを取得するすべての機能は、次のよう
に引き続き使用できます。

VirtualCenter のすべてのライセンス対象機能は、ライセンス状態のキャッシュ 
バージョンに応じて無期限で動作し続けます。 これには、VirtualCenter サーバの
基本動作だけでなく、VMotion や DRS などの VirtualCenter アドオンのライセン
スも含まれます。 
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ESX Server のライセンス対象機能には 14 日間の有効期間があり、この期間中は再
起動を行っても、ライセンス状態のキャッシュ バージョンに応じてホストは機
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 機能を使用できなくなります。 

ESX Server の有効期間中は、ライセンス サーバが使用できなくなっても、以下の操作
には影響がありません。

仮想マシン　実行を続けます。 Virtual Infrastructure Client で仮想マシンを構成し
たり、操作したりできます。

ESX Server ホスト　実行を続けます。 VirtualCenter インベントリ内の任意の ESX 
Server ホストに接続して、操作およびメンテナンスできます。 VirtualCenter サー
バへの接続も維持されます。 VI Client は、VirtualCenter サーバ接続が失われた場
合でもホストから仮想マシンを操作したり、メンテナンスしたりできます。

有効期間中、以下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VirtualCenterエー
ジェント 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、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 ライセンス情報は保存されなくなります。 その結
果、以下の操作に影響があります。

仮想マシン　パワーオンできなくなります。 仮想マシンは実行を続けますが、再
起動できません。 

ライセンス サーバが再び使用可能になると、ホストは自動的にライセンス サーバに
再接続します。 ライセンス可用性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、ライセンス サーバが再び使用可能になる
と自動的にリセットされます。 
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表 3-2 は、ライセンス サーバが使用できないときでも可能な ESX Server ライセンス
対象の操作を示しています。不可能なものは、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。 

表 3-2.  ライセンス サーバが使用できないときでも可能な ESX Server 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 許可 不許可

作成 /削除 許可 許可

サスペンド /レジューム 許可 許可

VI Client での仮想マシンの構成 許可 許可

ESX Server ホスト 操作の続行 許可 許可

パワーオン /パワーオフ 許可 許可

VI Client での ESX Server ホストの構成 許可 許可

ホストベース ライセンス用ライセンス ファ
イルの変更

許可 許可

フェイルしたホストの HAクラスタ内での仮
想マシンの再起動

許可 不許可 

すべての
コンポーネント

ライセンス キーの追加または削除 不許可 不許可
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表 3-3 は、ライセンス サーバが使用できないときでも可能な VirtualCenter ライセン
ス対象の操作を示しています。 不可能なものは、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。 

表 3-3.  ライセンス サーバが使用できないときでも可能な VirtualCenter 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
できないとき

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）

許可

インベントリへの ESX Server ホストの追加 不許可

インベントリ内の ESX Server ホストへの接続 /再接
続

許可

パワーオフされた仮想マシンのインベントリホスト
間での移動（コールド移行）

許可

インベントリ内のフォルダ間での ESX Server ホスト
の移動

許可

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）

許可

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

不許可

VI Client での VirtualCenter サーバの構成 許可

インベントリ内のホスト間での VMotion の起動 許可

DRS クラスタ内でのロード バランシングの続行 許可

すべての
コンポーネント

ライセンス キーの追加または削除 不許可

要注意 ライセンス サーバを使用できないときに、ライセンス対象機能のライセ
ンスをリリースすると、ライセンス サーバが再び使用できるようになる
まで、リリースされたライセンスを再配布できなくなります。 たとえば、
ライセンス サーバが使用できないときに VMotion に関連付けられたネッ
トワーク アダプタを削除すると、その VMotion ライセンスはリリースさ
れ、ライセンス サーバが再び使用できるようになるまで使用できなくな
ります。 VirtualCenter インベントリからのホストの削除、およびクラスタ
からのホストの削除にも同様の影響があります。
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VirtualCenter サーバは｢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
接続できるかどうか、およびライセンス ファイルに変更があるかどうかを確認しま
す。 ハートビート間隔は、5分です。 したがって、VirtualCenter サーバがライセンス
に変更があるかどうか、およびライセンス サーバが使用不可能になったかどうかを
把握するには、5分間かかります。 

ライセンス サーバが使用できなくなった場合、またはライセンス ファイル内の変更
によって確認対象のライセンスが削除された場合、VirtualCenter サーバによって影響
を受けたライセンスに［ライセンス無し］というマークが付けられます。ライセンス
がある機能は上記のように処理を続行します。 ライセンス サーバが再び使用できるよ
うになるか、ライセンスがライセンス ファイルに再び追加されると、VirtualCenter
サーバはそのライセンスを再び確認し、［ライセンス］状態に戻します。 ライセンス
を確認できない場合、ライセンスは［ライセンス無し］状態のままになります。 

お使いの環境におけるライセンス サーバの可用性を最大化するために、以下のいず
れかを実行することをお勧めします。

VirtualCenter サーバと同じマシンにライセンス サーバをインストールします。 こ
れは、VirtualCenter インストーラのデフォルト オプションです。

ライセンス サーバを仮想マシンにインストールし、その仮想マシンをHAクラス
タに配置します。 障害が発生した場合、別の ESX Server ホスト上のライセンス 
サーバ マシンを VMware HA が自動的に再起動します。 

ESX Server ホスト上で、ホストベースのライセンス ファイルを使用します。

3サーバ /仮想マシン冗長ライセンス サーバ、またはMacrovision の『FLEXnet 
Licensing End User Guide』に従った冗長ライセンス ファイル リスト構成を実装
します。 このガイドを表示するには、ライセンス サーバ マシンで [ スタート ] -
[ プログラム ] - [VMware] - [VMware License server] - [VMware ライセンス サーバ 
ユーザー ガイド ] を選択します。 ただし、ここで説明したほかの方法に比べて、
この方法は不必要に複雑です。 

ライセンス ファイル リストが冗長性をもたらすのは、機能ライセンスが最初に
確認されるときだけです。 新しいライセンス対象機能を構成するときに、リスト
で指定された最初のライセンス サーバが使用できないと、リストの 2番目のラ
イセンス サーバからライセンスは確認されます。 ただし、リストの最初のライセ
ンス サーバから確認された、現在動作しているライセンスがある機能は
[ライセンス無し ]とマークされ、表 3-2 および表 3-3 に示したように動作しま
す。 

esx_vc_installation_guide.book  50 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 51

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

  

ホストベースからライセンス サーバベースのライセンスへの
変更
ESX Server ホストをホストベースのライセンスから、ライセンス サーバベースのライ
センスに変更できます。 変更するには、新しいライセンス ファイルを生成し、ライセ
ンス サーバをインストールし（まだインストールしていない場合）、新しいライセン
ス モードを使用するようにホストを構成する必要があります。 

ESX Server ホストをホストベースのライセンスから、ライセンス サーバベースのラ
イセンスに変更する手順

1 VMware ライセンス取得ポータルを使用して、ESX Server ホストおよび関連する
すべての VirtualCenter サーバ機能のすべてのライセンスを含んだ、新しいライ
センス サーバベースのライセンス ファイルを生成およびダウンロードします。 

ライセンス取得ポータルでは、同じライセンス アクティベーション コードから、
ホストベースとサーバベースの両方のライセンス ファイルを生成できます。 

2 ライセンス サーバをまだインストールしていない場合は、次のようにしてイン
ストールします。

VirtualCenter のインストール時にライセンス サーバをインストールするに
は、「第 4章 VMware VirtualCenter の インストール（P.69）」を参照してくだ
さい。

スタンドアロン ラインセンス サーバをインストールするには、「スタンドア
ロン ライセンス サーバのインストール（P.64）」を参照してください。

ご使用の環境にインストールされている、既存の FLEXnet ライセンス サーバ
を使用する方法は、「既存の FLEXnet ライセンス サーバの使用（P.51）」を参
照してください。

3 「ライセンス サーバベース ライセンスの構成（P.44）」の説明に従って、
VirtualCenter サーバおよび ESX Server ホストを構成します。

既存の FLEXnet ライセンス サーバの使用
ほとんどの場合、ヴイエムウェアでは VirtualCenter サーバ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推奨します。 ただし、使用環境に FLEXnet ライセ
ンス サーバをインストール済みで、他の製品にライセンスを提供している場合は、
VMware ライセンス サーバをそのシステムにインストールできます。 

注意 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。 VMware ライセンス サーバを Linux ベースの FLEXnet サーバにインス
トールすることはできません。 詳細に関しては、「ライセンス サーバのソフトウェア
要件（P.24）」を参照してください。 
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VMware ライセンス サーバを既存の FLEXnet サーバにインストールするには、「スタ
ンドアロン ライセンス サーバのインストール（P.64）」に説明されているように、ス
タンドアロン ライセンス サーバの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、
そのサーバにインストール済みの他のベンダー デーモンと共存できます。 

ホストベース ライセンスの設定
ホストベースのライセンスには、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。 このセクションでは、ホストベースのライセンスに関する次のトピッ
クについて説明します。

ホストベース ライセンスの ESX Server マシンの構成（P.52）

同一環境におけるホストベース マシンとライセンス サーバベース マシン（P.53）

ESX Server 2.x と ESX Server 3.x が混在する環境でのライセンス構成（P.53）

ライセンス サーバベースからホストベースのライセンスへの 変更（P.54）

ホストベース ライセンスの ESX Server マシンの構成
ライセンス ファイルを受け取ったら、ファイル名を vmware.licに変更し、
Virtual Infrastructure （VI）Client からアクセス可能なファイル システムに格納します。 

VI Client を使用してホストベースのライセンスを設定する手順

1 VI Client で、インベントリ内のホストを選択します。

2 [ 構成 ] タブをクリックします。

3 [ ライセンス ソース ] の右側にある [ 編集 ] をクリックします。 

[ ライセンス ソース ] ダイアログボックスが表示されます。

4 [ ホスト ライセンス ファイルの使用 ] のラジオボタンを選択します。

5 [ 参照 ] 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。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

注意 ファイルの拡張子 .lic を付ける必要があります。

注意 ファイルは、ファイル ブラウザに .lic 拡張子が表示される必要があります。

esx_vc_installation_guide.book  52 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 53

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

  

同一環境におけるホストベース マシンとライセンス サーバベース 
マシン
同一環境で ESX Server 用のホストベース ライセンスと、VirtualCenter 用のライセン
ス サーバベース ライセンスを使用することは可能です。 しかし、同一環境で使用す
るためには、デフォルトの VirtualCenter 構成設定を変更する必要があります。 
VirtualCenter 設定を変更しなければ、次の場合に VirtualCenter 設定がホストベース
のライセンス ファイルよりも優先されます。

VirtualCenter サーバが再起動する場合

ホストベースの ESX Server マシンがインベントリに再追加された場合

ESX Server マシン上のホストベースのライセンス ファイルは変更されませんが、無視
されます。

VirtualCenter 設定を変更してホストベースの ESX Server ライセンスを許可する

1 VI Client から、[ 管理 ] - [ サーバ設定 ] を選択します。

2 左側のリストから [ ライセンス サーバ ] をクリックします。

3 [ インベントリに追加された場合、ホスト ライセンス サーバの設定を変更して
VirtualCenter の設定に一致させます。] チェックボックスの選択を解除します。

4 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

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

これで、変更された ESX Server マシン上でホストベースのライセンスを安全に再設定
できるようになりました。 詳細に関しては、「ホストベース ライセンスの ESX Server
マシンの構成（P.52）」を参照してください。

ESX Server 2.x と ESX Server 3.x が混在する環境でのライセンス構
成
VirtualCenter Server 2.0 を使用すると、ESX Server 2.x と ESX Server 3.x の両方のホスト
が混在する環境を管理できます。 VMware Infrastructure 3 Standard Edition および
VMware Infrastructure 3 Enterprise Edition を購入したときに受け取るライセンス アク
ティベーション コードで、ESX Server 2.x のシリアル番号と VMware Infrastructure 3 の
ライセンス ファイルの両方と交換できます。 

警告 VirtualCenter のデフォルト構成を変更せずに ESX Server マシンをホスト
ベース ライセンスにリストアすると、ESX Server マシンのホストベースの
設定が VirtualCenter サーバの設定で上書きされます。
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混在環境の ESX Server 2.x ホストのライセンスを構成する 

1 シリアル番号を使用している既存の ESX Server 2.x ホストのライセンスは変更し
ません。

2 新しく ESX Server 2.x をインストールした場合は、ライセンス取得ポータルで、
ライセンス アクティベーション コードと引き換えに ESX Server 2.x のシリアル番
号を取得します。 このシリアル番号は、インストール時または構成時に指定しま
す。 

3 ライセンス アクティベーション コードと引き換えに、VirtualCenter 管理サーバ、
VirtualCenter 管理エージェント、VMotion、および ESX Server 3.x のライセンスを
含んだサーバベース ライセンス ファイルを取得します。 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つのファイルにします。 詳細に関し
ては、「ライセンス ファイルの編集（P.61）」を参照してください。

生成したライセンス ファイルには、手順 2で取得した ESX Server 2.x シリアル番
号の ESX Server 2.x ホスト用の ESX Server 3.x ライセンスを含めることができま
す。 これにより、これらのホストが後日 ESX Server 3.x にアップグレードされた
場合に、ライセンスをそのホストに簡単に配布できます。 

4 生成したライセンス サーバベースのライセンス ファイルを使用するように、
VirtualCenter Server 2.x をインストールおよび構成します。 詳細に関しては、「第
4章 VMware VirtualCenter の インストール（P.69）」を参照してください。

ライセンス サーバベースからホストベースのライセンスへの
変更
ESX Server ホストをライセンス サーバベース モードから、ホストベースのライセン
ス モードに変更できます。 VirtualCenter サーバ、および VMotion、VMware DRS、
VMware HA などの追加機能は、ライセンス サーバベース モードのままにする必要が
あります。 ESX Server ホストのライセンス モードを変更するには、ホストごとに新し
いライセンス ファイルを生成し、新しいライセンス モードを使用するようにそのホ
ストを構成する必要があります。 

ESX Server ホストをライセンス サーバベースから、ホストベースのライセンス モー
ドに変更する手順

1 VMware ライセンス取得ポータルを使用して、各 ESX Server 用の新しいホスト
ベース ライセンス ファイルを生成およびダウンロードします。 

ライセンス取得ポータルでは、同じライセンス アクティベーション コードから、
ホストベースとサーバベースの両方のライセンス ファイルを生成できます。 ホス
トベースのライセンスでは、ESX Server ホスト 1台ごとに 1つのライセンス ファ
イルが必要です。 
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2 VirtualCenter サーバを使用している場合は、「同一環境におけるホストベース マ
シンとライセンス サーバベース マシン（P.53）」で説明したように VirtualCenter
サーバがホストのライセンス設定を上書きしないよう、VirtualCenter サーバの設
定を変更します。 

3 「ホストベース ライセンスの ESX Server マシンの構成（P.52）」の説明に従って、
ESX Server ホストを構成します。

ESX Server ライセンス タイプ
VMware Infrastructure ソフトウェアを購入する場合、以下の利用可能な 3つのエディ
ションのいずれかを購入します。

VMware Infrastructure Starter Edition　小規模ビジネスおよび支社オフィス環
境での仮想化を提供します。 以下の制限された本番指向機能を提供します。

NAS またはローカル ストレージ

最大 4つの物理 CPUおよび最大 8 GB の物理メモリでサーバに配布可能

VMware Infrastructure Standard Edition　作業負荷のかかる企業向け仮想化イ
ンフラストラクチャ スイートを提供します。 すべての標準機能を使用できます。
また、すべてのオプションのアドオン ライセンス（別売）をこのエディション
で構成できます。 以下のような、すべての本番指向機能が含まれます。

NAS、iSCSI および SAN使用

最大 4-way の仮想 SMP

VMware Infrastructure Enterprise Edition　ダイナミック データ センター用の
企業向け仮想化インフラストラクチャ スイートを提供します。 VMware 
Infrastructure Standard Edition のすべての機能、および VMotion、VMware HA、
VMware DRS、VMware Consolidated Backup のすべてのオプション アドオン ライ
センスが含まれます。 

これらの 3つの VMware Infrastructure エディションは、ESX Server の以下の 2つのラ
イセンス タイプに対応します。

ESX Server Standard　このライセンス タイプには、ESX Server バージョン 3の全
機能への完全なアクセスが含まれています。すべての標準機能が有効化され、す
べてのオプション アドオン ライセンスも構成できます。 VMware Infrastructure 
Standard Edition または VMware Infrastructure Enterprise Edition のいずれかを購
入してホストを構成する場合、このライセンス タイプを選択します。
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ESX Server Starter　このライセンス タイプでは、ESX Server バージョン 3の機能
への限定的なアクセスが提供されます。一部の標準機能が無効化されていたり、
追加料金を支払ってオプション アドオン ライセンスを取得した場合だけ使用で
きたりします。 オプション アドオン ライセンスによっては、スタータ ライセン
ス タイプでは構成できないものもあります。VMware Infrastructure Starter Edition
を購入してホストを構成する場合、このライセンス タイプを選択します。

次の表は、各ライセンス タイプの特定機能の使用資格を比較しています。

ESX Server ソフトウェアの実際の機能は、ライセンス タイプによって異なります。 表
3-4 は、ライセンス タイプ別に整理された ESX Server の機能を示しています。

VirtualCenter ソフトウェアで使用できるアドオン機能は、表 3-5 で説明されているよ
うに、ESX Server エディション ライセンスにより異なります。

表 3-4.  ESX Server マシンのライセンス タイプ機能

機能 ESX Server Standard ESX Server Starter

仮想マシンの最大数 制限なし1 制限なし

SANのサポート はい なし

iSCSI のサポート はい なし

NAS のサポート はい はい

仮想 SMP のサポート はい なし

VMware Consolidated Backup（VCB） アドオン2 なし

1. 仮想マシンの最大数はライセンスによる制限なし
2.  追加料金によって使用できるオプション機能

表 3-5.  ライセンス タイプ別の VirtualCenter サーバ アドオン

機能 ESX Server Standard ESX Server Starter

VirtualCenter 管理エージェント はい はい

VMotion アドオン1 アドオン1

VMware HA アドオン1 アドオン1

VMware DRS アドオン1 アドオン1

1. 追加料金によって使用できるオプション機能
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ライセンス ファイル
サーバベースおよびホストベースの操作のどちらにおいても、ライセンス ファイル
が必要です。 このセクションの内容は、以下のとおりです。

ライセンス ファイルの内容（P.57）

ライセンス ファイルの場所（P.59）

ライセンス ファイルの編集（P.61）

サンプル ライセンス ファイル（P.63）

ライセンス ファイルの内容
例 3-3 に、ライセンス サーバベースのライセンス ファイルの例を示します。 ライセン
ス ファイルは、2種類の情報（ライセンス モードおよびライセンス キー）が記載さ
れたテキスト ファイルです。

ライセンス モード　ライセンス ファイルの最初のデータは、ライセンス モード
情報です。 このモードは、ライセンス キーがライセンス サーバに保存されるか、
ホスト上に格納されるかを指定します。 詳細に関しては、「ホストベースおよび
ライセンス サーバベースのライセンス モード（P.35）」を参照してください。 ホ
ストベース ライセンス ファイルにはモード セクションがありません。

このセクションでは、ライセンス サーバの ESX Server ホストとの通信に使用さ
れる TCP/IP ポートを指定します。 これらのデフォルト ポートを変更する場合、
このセクションを編集します。

ライセンス モード ヘッダは次のようになります。

SERVER this_host ANY 27000
VENDOR VMWARELM port=27010
USE SERVER

ライセンス キー　モード データに続いて、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 3-6 に使用可能なライセンス キーの
一覧を示します。

表 3-6.  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 
モード

ESX Server Starter Edition PROD_ESX_STARTER ライセンス サーバベース
またはホストベース

ESX Server Standard Edition PROD_ESX_FULL ライセンス サーバベース
またはホストベース
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ライセンス サーバベース ファイルとホストベース ファイルには、2つの大きな違い
があります。

ホストベース ライセンス ファイルにはライセンス モード セクションがありませ
ん。 ライセンス サーバベース ファイルには、ファイル ヘッダとしてライセンス 
モード セクションが含まれています。 

ホストベース ライセンス ファイルには、ファイル内の各ライセンス キー ブロッ
クの中に「licenseType=Host」という文字列が含まれています。 ライセンス 
サーバベース ライセンス ファイルには、次の例に示すように、ファイル内の各
ライセンス キー ブロックの中に「licenseType=Server」という文字列が含ま
れています。 

例 3-1 は、代表的なホストベース ライセンス キーです。ここでは、ライセンス タイ
プ文字列を強調しています。 

VMware Consolidated Backup ESX_FULL_BACKUP ライセンス サーバベース
またはホストベース

VirtualCenter 管理サーバ PROD_VC ライセンス サーバベース
のみ

VirtualCenter 管理エージェント VC_ESXHOST ライセンス サーバベース
のみ

VMware VMotion VC_VMOTION ライセンス サーバベース
のみ

VMware DRS VC_DRS ライセンス サーバベース
のみ

VMware HA VC_DAS ライセンス サーバベース
のみ

例 3-1.  ホストベース ライセンス キーとライセンス タイプ文字列
VENDOR_STRING=licenseType=Host;capacityType=cpuPackage;gp=14;exclude=BACKUP;c
ount=2 \

HOSTID=ANY ISSUED=22-Jun-2006 NOTICE=FulfillmentId=1202 \
SIGN="CD1A 101F 853C 465A 2771 N905 25A5 8AE3 28F5 8EE2 78F2 \
D078 7125 2408 28BE 0A92 7B23 89FC 45F1 3B11 7704 1C83 82B7 \
37CF E7BE 6E4D 91F5 449C 484B 35F4"

表 3-6.  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 
モード
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例 3-2 は、代表的なライセンス サーバベース ライセンス キーです。ここでは、ライ
センス タイプ文字列を強調しています。 

ライセンス ファイルの場所
ライセンス ファイルは、各ライセンス サーバおよび各 ESX Server マシンに配置され
ています。

VI Client で設定されたホストベースのライセンス ファイルは、次の場所に配置さ
れます。 新しいライセンスを追加するには、ライセンス ファイルを編集し、新し
いファイルを再度アップロードします。

/etc/vmware/vmware.lic

VI Client で設定されたサーバベースのライセンス 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場所に配置されます。 

C:\Program Files\VMware\VMware License Server\vmware.lic

VI Client を使用すると、ホストベース ライセンス ファイルを ESX Server ホストに
アップロードすることができます。 

ホストベース ライセンス ファイルをアップロードする

1 VI Client インベントリで、ファイルのアップロード先となる ESX Server ホストを
選択します。

2 [ 設定 ] タブをクリックします。

3 [ ライセンス ソース ] の右側にある [ 編集 ] をクリックします。 

[ ライセンス ソース ] ダイアログボックスが表示されます。

例 3-2.  ライセンス サーバベース ライセンス キーとライセンス タイプ文字列
INCREMENT ESX_FULL_BACKUP VMWARELM 2005.05 22-dec-2010 32 \
VENDOR_STRING=licenseType=Server;capacityType=cpuPackage \
ISSUED=21-Dec-2005 NOTICE=FulfillmentId=307 SIGN="0354 DA0C \
8DEC 0E06 E589 225C 5C7C BF3D 2CE7 C286 278D 5F5B 72E3 A73A \
130B 1EFC 6830 1D4C 8BD6 331B F962 1854 F345 56AE B3E1 ACA3 \
3F05 0E69 3BC7 D8E2"

注意 ライセンス サーバベース モードでもこのファイルは存在しますが、ライセンス 
キーが含まれていません。

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が C:\Documents 
and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMware License Server
\vmware.licでした。 VirtualCenter 2.0.1 では変更されています。
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4 [ ホスト ライセンス ファイルの使用 ] のラジオボタンを選択します。

5 [ 参照 ] をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。 

VMware ライセンス サーバ ツールを使用すると、ライセンス サーバベースのライセ
ンス ファイルの場所を変更したり、ライセンス ファイルを再ロードすることができ
ます。

ライセンス ファイルの場所を変更、または再ロードする

1 ライセンス サーバ アプリケーションのインストールされたコンピュータで、
[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware ライセンス サーバ ] - [VMware
ライセンス サーバ ツール ] を選択し、VMware ライセンス サーバ ツールを起動
します。

2 [ サービスの構成 ] タブをクリックします。

3 ライセンス ファイル フィールドの [ パス ] の横の [ 参照 ] をクリックし、ライセ
ンス ファイルを選択します。

4 [ 開始 / 停止 / 再読み取り ] タブをクリックします。 

5 [ 停止 ] をクリックします。

6 [ 開始 ] をクリックします。 

7 [ ライセンス ファイルの再読み取り ] をクリックし、新しいライセンス ファイル
をロードします。

新しいライセンスを追加するには、ライセンス ファイルを編集し、VMware ライセン
ス サーバを再起動します。

ビジュアル表示については、 図 3-1「ホストベース、混在、ライセンス サーバベース
の各環境におけるライセンス ファイルの場所」（P.36）を参照してください。

注意 ライセンス サーバのインストール時に、インストーラは選択されたライセンス ファ
イルの内容を C:\Program Files\VMware\VMware License Server\
vmware.licにコピーします。 その後、VMware ライセンス サーバ ツールを使用してラ
イセンス ファイルを変更すると、ライセンス サーバはライセンス ファイルに指定さ
れた新しい場所を使用します。 VMware ライセンス サーバ ツールは、新しいライセン
ス ファイルを C:\Program Files\VMware\VMware License Server\
vmware.licにコピーすることはありません。
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ライセンス ファイルの編集
ライセンス ファイルはプレーン テキスト エディタを使用して編集できます。 ライセ
ンス ファイルをまとめることもできます（たとえば、新たに購入したライセンスを
既存のライセンス ファイルに追加したり、2回に分けて購入した資格を 1つのライセ
ンス ファイルにまとめるなど）。 場合によっては、ライセンス ファイルを分割するこ
ともできます。 まとめることができるのは、同じタイプ（ホストベースまたはライセ
ンス サーバベース）のライセンス ファイルのみです。 評価ライセンスと本番ライセ
ンスを 1つのファイルにまとめることができますが、評価ライセンスが期限切れに
なると、製品を構成変更する必要があります。 

ライセンス ファイルをまとめる

1 一方のファイルからライセンス キーをコピーし、もう一方に貼り付けます。 

ライセンス ファイルがサーバベースの場合は、ファイルの先頭にあるライセン
ス モード情報のブロックをコピーしないようにします。 ライセンス モード情報
のラベルの付いたライセンス サーバベース ライセンス ファイルの例は、例 3-3
を参照してください。 

2 編集したライセンス ファイルを、ファイル名を vmware.licにしてプレーン テ
キスト ファイルとして保存します。 

3 編集したライセンス ファイルを適切な場所に移動します。

ライセンス サーバベース ライセンス ファイルの場合は、編集したライセン
ス ファイルを VirtualCenter サーバ マシンの C:\Program Files\VMware

\VMware License Server\vmware.licにコピーします。 

ホストベース ライセンス ファイルの場合は、「ホストベース ライセンス 
ファイルをアップロードする（P.59）」の説明に従ってライセンス ファイル
を ESX Server ホストにアップロードします。 

4 「編集済みライセンス ファイルのアクティブ化（P.62）」の説明に従って、編集し
たライセンス ファイルをアクティブにします。

ライセンス ファイルの分割は、ホストベースとライセンス サーバベースのどちらの
ライセンス ファイルを持っているかによって方法が少し異なります。 ホストベース 
ライセンス ファイルの場合は、すべての機能が 2プロセッサ ブロックに割り当てら
れることで、ライセンス ファイルの分割と結合を最も柔軟に行えるようになってい
ます。 たとえば、ESX Server Standard Edition の 8 プロセッサ資格を含んだホストベー
ス ライセンス ファイルには、4つの独立した ESX Server スタンダード ライセンス 
キーが含まれています。 各キーは 2プロセッサ分のライセンスを提供します。 2 台の 4
プロセッサ ホスト用にはこのファイルを 2つに分割し、4台の 2プロセッサ ホスト
用には 4つのライセンス ファイルに分割することができます。 
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それに対して、ライセンス サーバベース ライセンス ファイルには、一般的に各機能
ごとに 1つのライセンス キー ブロックが含まれています。 ライセンス サーバベース
のファイルを分割し、異なるライセンス サーバに異なる機能を割り当てることはで
きますが、1つの機能を分割して割り当てることはできません。 たとえば、ESX Server 
Standard Edition の 8 プロセッサ資格、および VMotion の 8プロセッサ資格を含んだ
ライセンス ファイルには、ESX Server スタンダード ライセンス キーが 1つと
VMotion ライセンス キーが 1つ含まれています。 このファイルは、ESX Server スタン
ダードの割り当てが含まれた 1つのファイルと、VMotion の割り当てが含まれた 1
つのファイルに分割できますが、どちらの割り当ても 2つのファイルに分割するこ
とはできません。

特定の機能用に購入した割り当てを複数のライセンス サーバで分割する場合は、ラ
イセンス ファイルを生成するときに分割してください。 ライセンス アクティベー
ション ポータルでは、ファイルに含まれる各ライセンス キーの数を指定できます。 

ライセンス ファイル編集のヒント
ライセンス ファイルを編集するときは、以下の点に留意してください。

ライセンス ファイルを編集する前に、バックアップを取ります。

ライセンス ファイルのバックアップ コピーを編集することを推奨します。 ただ
し、ライセンス取得ポータルからは、いつでもオリジナルのライセンス ファイ
ルをダウンロードできます。 

ファイル先頭にあるライセンス モード情報のブロックをコピーしたり、削除し
たりしないでください。

ライセンス機能をライセンス ファイルにコピーしてペーストする場合、数行に
及ぶ、機能情報の全体のブロックを選択していることを確認してください。 機能
エントリが不完全な場合は無視されます。

ライセンス ファイルを編集して、サーバベースのライセンスとホストベースの
ライセンスを切り替えないでください。 ライセンス モードの変更を再設定するに
は、VI Client を使用します。

ホストベースおよびライセンス サーバベースのライセンス情報を1つのファイル
にまとめないでください。 ライセンス ファイルが機能しなくなります。 1 つのラ
イセンス ファイルには、ホストベース ライセンス情報またはライセンス サーバ
ベース ライセンス情報のいずれかを含めることができます。 

ライセンス ファイルはプレーン テキスト形式で保存してください。 

編集済みライセンス ファイルのアクティブ化
編集済みのライセンス ファイルをアクティブにするには、次のいずれかのタスクを
実行する必要があります。
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ライセンス サーバベース　ライセンス サーバのWindows サービスを再起動する
か、「ライセンス ファイルの場所を変更、または再ロードする（P.60）」の説明に
従ってライセンス ファイルを再ロードします。

ホストベース　「ホストベース ライセンス ファイルをアップロードする（P.59）」
の説明に従って VI Client でライセンス ファイルを再ロードするか、ESX Server ホ
ストを再起動します。

ライセンス サーバのWindows サービスを再起動する

次の手順は、Windows 2000 Professional 向けです。 他のバージョンのWindows では、
メニューやコマンドが異なる可能性があります。

1 [ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロール パネル ] を選択します。

2 [ 管理ツール ] をダブル クリックします。

3 [ サービス ] をダブル クリックします。

4 [VMware ライセンス サーバ ] が表示されるまでスクロール ダウンして、右ク
リックします。

5 ポップアップ メニューから [ リスタート ] を選択します。

ESX Server ホストを再起動する

1 サービス コンソールにログオンする、または ssh セッションを開始します。

2 rebootと入力し、＜ Enter ＞キーを押します。

サンプル ライセンス ファイル
例 3-3 は、ライセンス モードおよびライセンス キー セクションのラベルの付いたラ
イセンス サーバベース ライセンス ファイルのサンプルです。 機能とライセンス キー
の対応表は、表 3-6「ライセンス キー」（P.57）を参照してください。
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スタンドアロン 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 サーバのスタンドアロン インストールについて説
明します。 VirtualCente 管理サーバを使用しない ESX Server ホスト環境では、このイ
ンストーラを使用します。

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。

「システム要件（P.21）」を満たすハードウェア

ライセンス サーバが使用する固定 IP アドレスまたはマシン名

例 3-3.  ライセンス サーバベース ライセンス ファイルのサンプル
SERVER this_host ANY 27000
VENDOR VMWARELM port=27010
USE_SERVER
INCREMENT ESX_FULL_BACKUP VMWARELM 2005.05 22-dec-2010 32 \
VENDOR_STRING=licenseType=Server;capacityType=cpuPackage \
ISSUED=21-Dec-2005 NOTICE=FulfillmentId=307 SIGN="0354 DA0C \
8DEC 0E06 E589 225C 5C7C BF3D 2CE7 C286 278D 5F5B 72E3 A73A \
130B 1EFC 6830 1D4C 8BD6 331B F962 1854 F345 56AE B3E1 ACA3 \
3F05 0E69 3BC7 D8E2"
INCREMENT ESX_FULL_VSMP VMWARELM 2005.05 22-dec-2010 32 \
VENDOR_STRING=licenseType=Server;capacityType=cpuPackage \
ISSUED=21-Dec-2005 NOTICE=FulfillmentId=306 SIGN="01A9 133B \
CE95 2C6F BC0B 655C C338 7DFB 99E0 37E4 50DF 5D34 A2C7 E261 \
42A2 18C0 3044 D1FC 0B06 7057 EECD A197 892F 25FD 60B4 E8C1 \
C4DC 9030 FC52 F8AD"
INCREMENT VC_DAS VMWARELM 2005.05 22-dec-2010 32 \
VENDOR_STRING=licenseType=Server;capacityType=cpuPackage \
ISSUED=21-Dec-2005 NOTICE=FulfillmentId=312 SIGN="0E67 7096 \
BA2F 4C22 9267 46BB EDD6 B294 189F F590 E787 FD59 50A9 FC59 \
545C 1AC3 09A9 9DFA EBB1 754A EB8B 2D0E 335F CE15 93AA 1A28 \
2E6C CC3F 6ACF 9D59"
INCREMENT VC_DRS VMWARELM 2005.05 22-dec-2010 32 \
VENDOR_STRING=licenseType=Server;capacityType=cpuPackage \
ISSUED=21-Dec-2005 NOTICE=FulfillmentId=311 SIGN="0068 1798 \
6390 E449 ABBC 7AFE 27AD 4576 D51E 491D 75FB C762 2EAC 8A23 \
F90D 17BE 6335 34F9 1382 A0FD A8D4 8EC3 07DB 3310 DD46 A196 \
4C51 0914 79D3 538B"

ライセンス モード
ホストベース ファイル
には含まれない

ライセンス キー #1
VMware

Backup
Consolidated

ライセンス キー #2
Virtual SMP

ライセンス キー #3
VMware
HA  

ライセンス キー #4
VMware
DRS

注意 ライセンス サーバが自動的に同一マシン上にインストールされる、デフォルトの
VirtualCenter サーバのインストールを強くお勧めします。
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VirtualCenter ライセンス サーバをインストールする手順

1 Windows システムのシステム管理者として、VMware インストール アイコンを
ダブルクリックする、または [ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択
し、実行可能ファイルの場所（VMware-licenseserver.exeなど）を [ ファイ
ル名を指定して実行 ] ウィンドウに入力します。 

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

[ようこそ ] ページが表示されます。

2 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 ] をクリックし
ます。

[使用許諾契約書 ] ページが表示されます。

3 使用許諾契約書を読んで、[ 同意する ] ボタンをクリックし、[次へ ] をクリック
します。

[ユーザー情報 ] ページが表示されます。

4 ユーザー名および会社名を入力します。 [ 次へ ] をクリックします。 

[ インストール先フォルダ ] ページが表示されます。

5 ライセンス サーバをインストールするフォルダを選択します。 [ 次へ ] をクリッ
クします。 

[ ライセンス ] ページが表示されます。 

6 ライセンス キーが保存されているテキスト ファイルを選択します。

a ライセンス キーが記載されているヴイエムウェアからのメールの場所を指
定します。 インストーラからアクセスできるドライブにテキスト ファイルと
してこのメールを保存します。

b ライセンス ファイルの場所を入力する、または [ 参照 ] をクリックしてこの
ファイルの場所を指定します。

c [ 次へ ] をクリックして、続行します。

7 [ インストール ] をクリックして、インストールを開始します。

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

8 [ 終了 ] をクリックしてライセンス サーバのインストールを終了します。
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ライセンスのトラブルシューティング
このセクションでは、ライセンスのセットアップに関するトラブルシューティングの
ガイドラインについて説明します。 このセクションの説明を読んでもライセンスの問
題を解決できない場合は、次の方法でヴイエムウェアまでお問い合わせください。

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
や、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
得できない場合は、vi-hotline@vmware.comまで電子メールでお問い合わせくださ
い。 

ライセンス ファイルは取得したが、ライセンス対象機能の構成またはトラブル
シューティングがうまくできない場合は、http://www.vmware.com/supportからサ
ポート リクエストを行ってください。

ライセンス アクティベーション コードの入手
ヴイエムウェアは、購入時に示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 コードおよびライセンス情報をお送りします。 ライセンス管理者以外の方は、
ライセンス アクティベーション コードについてお客様のライセンス管理者までお問
い合わせください。 

オーダーの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ま
でご連絡ください。 電子メールには、関連するオーダー番号を添付してください。 

ヴイエムウェア パートナーから VMware Infrastructure 3 を購入された場合は、パート
ナーから入手したパートナー アクティベーション コードを使用して購入を登録し、
ライセンス アクティベーション コードを受け取る必要があります。 

ライセンス サーバの確認
ライセンス サーバとの通信に問題がある場合は、次の点を確認してください。

ライセンス サーバのWindows サービスが実行されていることを確認します。

ライセンス サーバが要求を待ち受けていることを確認します。

ライセンス サーバの状態を確認します。

ライセンス サーバのWindows サービスが実行されていることの確認手順

1 ライセンス サーバのインストールされたマシンで、[スタート ] - [ コントロール 
パネル ] - [ 管理ツール ] - [ サービス ] を選択し、[ サービス ] コントロール パネル
を表示します。 

2 [VMware License server] エントリの [ 状態 ] 列が [ 開始 ] になっていることを確認
します。 

esx_vc_installation_guide.book  66 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分

mailto:vi-hotline@vmware.com
http://www.vmware.com/support
mailto:vi-hotline@vmware.com


VMware, Inc. 67

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

  

3 VMware License server が起動していない場合は、サービスを右クリックして [ 開
始 ] を選択し、サービスを起動します。 

ライセンス サーバが要求を待機していることの確認手順

1 ライセンス サーバのインストールされたマシンで、[スタート ] - [ コマンド プロ
ンプト ] 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 で待機し、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か、起動していません。 

ライセンス サーバの状態の確認手順

1 ライセンス サーバのインストールされたマシンで、[スタート ] - [ プログラム ] - 
[VMware] - [VMware License server] - [VMware ライセンス サーバツール ] を選択
し、LMTOOLS ユーティリティを起動します。

2 [Server Status] タブをクリックして、[Server Status] ページを表示します。

3 [Perform Status Inquiry] をクリックします。 
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ライセンス ファイルの場所などのライセンス サーバ情報が、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か、ホストベース ライセンスを使用してい
るが、ラインセンス対象機能を使用できない場合は、ライセンス ファイルに問題が
ある可能性があります。 次の点を確認してください。

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します。 ライセン
ス サーバを使用している場合は、ライセンス サーバベース ファイルを使用して
ください。 ホストベース ライセンスを使用している場合は、各ホストでホスト
ベース ライセンス ファイルを使用していることを確認してください。 

ライセンス サーバベース ファイルには、先頭にヘッダ テキストのブロックがあ
り、ファイル内のライセンス キーごとに
「VENDOR_STRING=licenseType=Server」という文字列があります。 ホストベー
ス ライセンス ファイルにはヘッダ テキストがなく、ファイル内のライセンス 
キーごとに「VENDOR_STRING=licenseType=Host」という文字列があります。

ライセンス サーバベース ライセンス ファイルを使用している場合は、ライセン
ス モード ヘッダ情報がファイルの先頭に 1回だけ記述されていることを確認し
ます。 

ライセンス ファイルに、使用したい機能用の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 3-6「ライセンス キー」（P.57）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、ライセンス サーバベースとホストベー
スのキーを 1つのファイルに混在させていないこと、および「ライセンス ファ
イル編集のヒント（P.62）」のガイドラインに従っていることを確認します。

ライセンス構成の確認
ライセンス サーバ（使用している場合）が正常に動作し、ライセンス ファイルが正
しい場合は、VI Client を使用してホストのライセンスが正しく構成されていることを
確認してください。

ライセンス サーバベース ライセンスを使用している場合は、「ライセンス サー
バベース ライセンスの構成（P.44）」の説明に従ってください。

ホストベース ライセンスを使用している場合は、「ホストベース ライセンスの
ESX Server マシンの構成（P.52）」の説明に従ってください。
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この章では、VMware VirtualCenter コンポーネントをシステムにインストールする方
法について説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.69）

VirtualCenter サーバのインストール（P.75）

Virtual Infrastructure Client のインストール（P.80）

VirtualCenter コンポーネント間の通信の設定（P.81）

VirtualCenter コンポーネントのアンインストール（P.84）

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

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

データベースに関するトピックは、次のセクションで説明されています。

VirtualCenter データベースの設定（P.70）

VirtualCenter データベースのメンテナンス（P.75）

VMware VirtualCenterの
インストール 4

注意 MSDE は、本番環境ではサポートされません。エンタープライズ サポートを受けるに
は、Oracle または SQL データベースを使用してください。
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VirtualCenter データベースの設定
データベースの設定については、次のセクションで説明されています。

ローカルに機能するOracle の接続設定（P.70）

リモートで連携するOracle の接続設定（P.71）

SQL Server の ODBC 接続設定（P.71）

Microsoft SQL Server Desktop Engine（MSDE）の構成（P.74）

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

VirtualCenter とローカルに連携するOracle データベースを準備する手順

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

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

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

2 次の手順でOracle にローカル接続します。

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

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

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

CREATE USER vpxAdmin IDENTIFIED BY vpxadmin DEFAULT TABLESPACE vpx;

c このユーザーに CONNECT 権限およびDBA権限を与えます。

GRANT CONNECT, DBA to vpxAdmin;

注意 MSDE の本番環境での使用は、サポートされていません。MSDE は、テストおよび評
価用としてご使用下さい。
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d データベースへのODBC 接続を作成します。たとえば、次のように設定し
ます。

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

リモートで連携するOracle の接続設定
VirtualCenter データベースとしてOracle データベースを使用し、VirtualCenter がデー
タベースにリモートでアクセスするように設定するには、次の手順に従ってください。

VirtualCenter とリモートで連携するOracle データベースを準備する手順

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

2 Oracle にリモートで接続します。

a ODBC ドライバをダウンロードし、インストールします。

b Ora9iまたは 10gに配置されている tnsnames.oraファイルを適宜編集し
ます。

C:¥Oracle¥Oraxx¥NETWORK¥ADMIN

この例の xx は、9iまたは 10gのいずれかです。

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

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

この例では、HOSTがクライアントの接続先である管理ホストです。

SQL Server の ODBC 接続設定
VirtualCenter サーバをインストールすると、SQL Server データベースとの接続を確立
することもできます。次の手順では、SQL Server の ODBC 接続を設定する方法につい
て説明します。

SQL Server の ODBC 接続設定に関する特定の手順に関しては、Microsoft SQL ODBC
ドキュメントを参照してください。
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VirtualCenter と連携するように SQL Server データベースを準備する手順

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

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

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

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

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

4 [ システム DSN] タブを選択します。

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 ] リストから該当するODBC接続を選択します。
[設定 ] をクリックします。

b 手順 7に進みます。

6 新しい SQL Server の ODBC 接続を作成するには、次の手順に従ってください。

a [ 追加 ] をクリックします。

b [SQL サーバ ] を選択し、[ 終了 ] をクリックします。

7  [ 名前 ] フィールドにODBC DSN 名を入力します。

たとえば、VMware VirtualCenterと入力します。

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

9 [ サーバ ] 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 ] 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。

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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ローカル SQL Server を使用する場合は、[Windows NT 認証 ] を選択します。
「信頼できる認証」としても知られるWindows NT 認証は、SQL Server が
VirtualCenter サーバと同じシステムで動作している場合にのみサポートされ
ます。

リモート SQL Server を使用する場合は、[SQL Server 認証 ] を選択します。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手順

a SQL Server Enterprise Manager を開きます。

b [ プロパティ ] タブをクリックしてプロパティを表示します。

c モードを確認します。

モードは、WindowsまたはSQL Server のいずれかの認証タイプを示します。
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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 ] をクリックします。

14 [ デフォルト データベースの変更 ] メニューから VirtualCenter 用に作成された
データベースを選択し、[次へ ] をクリックします。

15 [ 終了 ] をクリックします。

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

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

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 ] をクリックし
ます。

Microsoft SQL Server Desktop Engine（MSDE）の構成
MSDE データベース パッケージは、VirtualCenter のインストール時またはアップグ
レード時にデータベースとしてMSDE を選択すると、インストールおよび設定が行
われます。この手順に関しては、「VirtualCenter サーバのインストール（P.75）」を参
照してください。追加設定は不要です。

MSDE は Microsoft SQL Server に対応し、最大 25 人の同時ユーザーをサポートしま
す。データ容量は 2GBに制限されています。ドキュメントも次のMicrosoft 社の
Web サイトから収集できます。
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=413744d1-a0bc-479f-bafa-e4b27
8eb9147&DisplayLang=en

VirtualCenter データベースのメンテナンス
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ったら、標準的なデータベース メンテナンス 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）

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に関する詳細ついては、お使いのデータベースのドキュ
メントを参照してください。

VirtualCenter サーバのインストール
このセクションでは、インストール済みの VirtualCenter が存在しない場合に
VirtualCenter サーバをシステムにインストールする方法について説明します。既存の
VirtualCenter サーバのアップグレードについては、「VirtualCenter のアップグレード
（P.145）」を参照してください。

インストールされるコンポーネント
VMware VirtualCenter バージョン2のデフォルト インストールには、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

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、Virtual Infrastructure Client で使用されるソフトウェア

VMware VI Web Access　ブラウザベースでの仮想マシン管理を可能にするWeb
アプリケーション

VMware Web サービス　VMware 製品用の Software Development Kit（SDK）

注意 MSDE の本番環境での使用は、サポートされていません。MSDE は、テストおよび評
価用としてご使用下さい。MSDE は、Microsoft Access の代わりに低性能のデモ用
データベースとして使用されます。
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VMwareライセンス サーバ　すべてのVMware製品について中央プールからライ
センスを付与し、単一のコンソールから管理を可能にするWindowsサービス 

手順 7 でカスタム セットアップを選択した場合、最後の 3コンポーネントはオプ
ションです。

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

ハードウェアが「 システム要件（P.21）」を満たしていることを確認します。

VirtualCenter データベースを作成します。詳細に関しては、「VirtualCenter サーバ 
データベースの準備（P.69）」を参照してください。データベースを設定してい
ない場合は、VirtualCenter サーバをインストールできません。

固定 IP アドレスとホスト名を入手し、VirtualCenter サーバとライセンス 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、管理下にある
すべての ESX Server ホスト名を正しく解決できる有効な（内部）DNS に登録さ
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。

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。それ以外の場合は、VirtualCenter サーバのインストール時にライセンス 
サーバをインストールします。

ライセンス サーバをインストールする場合、有効なライセンス ファイルが必要で
す。詳細に関しては、「ライセンス ファイルの取得（P.42）」を参照してください。

VirtualCenter サーバのインストール手順

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

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

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

注意  [ 変更 ]、[ 修復 ]、または [ 削除 ] の各オプションが含まれるダイアログ ボックス
が表示された場合、インストーラによって以前の VirtualCenter インストールが
検出されています。「VirtualCenter サーバのアップグレード（P.148）」の手順を
実行する必要があります。
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2 Microsoft .NET Framework バージョン 1.1 のインストール

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

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

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

[ようこそ ] ページが表示されます。

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

使用許諾契約書が表示されます。

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

[ユーザー情報 ] ページが表示されます。

5 ユーザー名と企業名を入力し、[次へ ] をクリックします。

[インストール先フォルダ ]ページが表示されます。

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

[設定タイプ ] ページが表示されます。

7 セットアップのタイプを選択します。

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

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

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

8 「VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.69）」で設定したデータベースに対
応するオプションを選択し、[次へ ] をクリックします。

[データベース情報 ]ページが表示されます。

注意 サポート対象のデータベースを構成していない場合、MSDE データベースをインス
トールする必要があります。または、インストールをキャンセルし、サポート対象
のデータベースをインストールまたは構成する必要があります。サポート対象の
データベースを使用できない場合、VirtualCenter インストーラを続行できません。

esx_vc_installation_guide.book  77 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分

http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/
http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/


インストールおよびアップグレードガイド

78 VMware, Inc.  

9 次のデータベース接続情報を入力します。

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

システムDSN を入力する必要があります。

b お使いのデータベースが、Windows NT 認証を使用するローカルの SQL 
Server データベースではない場合は、ユーザー名とパスワード 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
ているユーザー名とパスワードを入力し、[次へ ] をクリックします。

接続がフェイルすると、以下の警告が表示されます。「[<DSN_Name>]DSN
が存在しないか、システムDSN ではありません。VirtualCenter はシステム
DSNのみを受け取ります。[ODBC DSN 設定 ] ボタンを使用して、ODBC 
Data Source Administrator を開始して定義してください。」

[OK] をクリックし、続行できるようになるまでデータベース接続情報を再
入力します。問題が発生した場合、「VirtualCenter サーバ データベースの準
備（P.69）」を参照してください。

10 VirtualCenter サーバのライセンス サーバの構成方法を決定します。VirtualCenter
サーバ マシンにライセンス サーバをインストールする場合は、手順 11 に進んで
ください。その他の場所にインストールされているライセンス サーバを使用す
る場合は、手順 12 に進んでください。

VirtualCenter サーバにはライセンス サーバが必要です。このマシンにライセン
ス サーバをインストールしない場合は、ライセンス サーバをまだインストール
していなくても [VirtualCenter を構成して既存のライセンス サーバを使用する ]
を選択します。

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し、
使用することをお勧めします。同じマシンにインストールすると、ライセンス 
プールの可用性が最大限確実なものとなります。

11  VirtualCenter サーバ マシンにライセンス サーバをインストールする場合、必ず
このマシンにライセンス ファイルを保存しておきます。以下の手順を実行して
ください。

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

[ライセンス情報 ]ページが表示されます。

注意 このリリースは、このコンピュータにインストール済みの Flexnet または
VMware ライセンス サーバのアップグレードをサポートしていません。ライセン
ス サーバをインストール済みの場合、このダイアログボックスは表示されません。
手順 13 に進んでください。
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b 保存したライセンス ファイルの場所を入力、または [ 参照 ] をクリックして
このファイルの場所を指定します。

c [ 次へ ] をクリックして、続行します。

d 手順 13 に進みます。

12 VirtualCenter をインストールするマシンにライセンス サーバをインストールし
ない場合は、以下の手順を実行します。

a [VMware VirtualCenter を構成して既存のライセンス サーバを使用する ] を選
択し、[ 次へ ] をクリックします。

[ライセンス情報 ]ページが表示されます。

b VirtualCenter ライセンス サーバのネットワーク上の場所を設定するには、
以下のいずれかの形式で VirtualCenter ライセンス サーバのポートとホスト
名を入力します。

port@hostname　（例：27000@testserver.vmware.com）

port@ip.address　（例：27000@192.168.123.254）

ライセンス サーバをインストールしていない場合は、デフォルトのポート 
エントリを使用します。詳細に関しては、「スタンドアロン ライセンス サー
バのインストール（P.64）」を参照してください。

[次へ ] をクリックします。

[VirtualCenter Web Service] ページが表示されます。

13 VirtualCenter SDK Web サービスを設定するには、次の手順に従ってください。

このダイアログ ボックスは VMware Software Development Kit（SDK）のWeb
サービスを設定します。このWebサービスは、クライアント ダウンロードおよ
び管理機能を提供する VirtualCenter サーバWebサーバとは異なるので注意して
ください。VirtualCenter サーバのWebサーバは次の手順で設定します。

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

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

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

d VirtualCenter ポート（VirtualCenter が VI Client との通信に使用するポート）
を入力します。デフォルトは 902 です。

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

f 以前の SDK Web インターフェイスとの互換性を保つ場合、チェック ボック
スを選択します。
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g [ 次へ ] をクリックします。

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

14 VirtualCenter Web サーバを設定するには、次の手順に従ってください。

a Web サーバが通信する TCP/IP ポートを確認します。

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

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

d Web サーバの設定を終了したら [ 次へ ] をクリックします。

15 [ インストール ] をクリックして、インストールを開始します。

インストールに数分かかる場合があります。VMware VirtualCenter サーバのイン
ストール中は、複数のプログレス バーが表示されます。

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

Virtual Infrastructure Client のインストール
このセクションでは、インストール済みの VirtualCenter が存在しない場合に VI Client
をシステムにインストールする方法について説明します。

旧バージョンの VirtualCenter クライアントのアップグレードに関しては、
「VirtualCenter のアップグレード（P.145）」を参照してください。

Windows ホストへ VI Client をインストールする手順

1 Windows システムのシステム管理者として、CDから VI Client インストーラを実
行する、または VI Client インストーラをダウンロードします。

CD から　[VMware VirtualCenter インストール ] メニューから [Virtual 
Infrastructure Client] をクリックします。手順 2に進んでください。

ダウンロードから　次の手順に従ってください。

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

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

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

注意 VI Client は、何台のWindows マシンにでもインストールできます。使用許諾契約書
には、VI Client のインストール台数に関する制限がありません。
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d Windows Explorer で VMware-viclient.exe ファイルをダブルクリックし
ます。

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

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

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

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

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

[ようこそ ] ページが表示されます。

3 VI Client をインストールしていることを確認し、[次へ ] をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。

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

[ユーザー情報 ] ページが表示されます。

5 ユーザー名と企業名を入力し、[次へ ] をクリックします。

[インストール先フォルダ ]ページが表示されます。

6 デフォルトのフォルダを選択するか、[参照 ] をクリックして VI Client をインス
トールするフォルダを選択し、 [ 次へ ] をクリックします。

[プログラムのインストール準備 ] ページが表示されます。

7 [ インストール ] をクリックして、インストールを開始します。

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

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

VirtualCenter コンポーネント間の通信の設定
VirtualCenter サーバは、VirtualCenter の各管理ホストへのデータ送信および各 VI 
Client からのデータ受信が可能である必要があります。VirtualCenter 管理ホスト間で
の移行やプロビジョニング アクティビティを実現するには、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なければなりません。
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通常の稼動中、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。さらに、VirtualCenter は、管理対象ホストが VirtualCenter
からのデータを指定ポートで待機していると見なします。これらの構成要素間にファ
イアウォールが存在する場合は、指定ポートへのデータ転送を許可するルールを作成
する必要があります。

次のセクションでは、この通信を容易にする方法について説明します。SDK 通信に
関しては、VMware SDK 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
に関する詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

次のセクションでは、通信要件およびオプションについて説明します。

ファイアウォール経由での VirtualCenter サーバへの接続（P.82）

ファイアウォール経由での管理ホストへの接続（P.83）

ファイアウォール経由での VirtualCenter サーバへの接続
VirtualCenter サーバは、ポート 80 および 902 をデフォルト ポートとして使用し、VI 
Client からの接続を待機します。また、VI Web Access クライアントおよびその他の
SDK クライアントからのデータ転送の待機には、ポート 443 を使用します。

VirtualCenter サーバと VirtualCenter クライアントの間にファイアウォールが存在す
る場合は、VirtualCenter サーバが VirtualCenter 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 サーバが 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と 902 を開いて VirtualCenter クライアントから VirtualCenter
サーバへのデータ転送を許可します。VirtualCenter サーバが VI Web Access クライアン
トから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 443を開きま
す。ファイアウォールのポート設定に関する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 サーバが VirtualCenter クライアントのデータを受け取るために別の
ポートを使用したい場合は、『基本システム管理』を参照してください。

VirtualCenter クライアントのデータがファイアウォールを回避して VirtualCenter
サーバの受信ポートに届くようにする場合については、『基本システム管理』を参照
してください。この方法は VirtualCenter コンソール機能を無効化するので、お勧め
できません。

esx_vc_installation_guide.book  82 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 83

4 章 VMware VirtualCenter の インストール

  

ファイアウォール経由での管理ホストへの接続
VirtualCenter は、ポート 902 をデフォルト ポートとして使用し、管理ホストにデー
タを送信します。

VirtualCenter サーバと VirtualCenter 管理ホストの間にファイアウォール存在する場
合は、VirtualCenter サーバが 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。

2台のVirtualCenter の管理対象ホスト間にファイアウォールが存在し、移行やクローン
作成など任意のソース アクティビティまたはターゲット 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。

管理ホストは、UDPポート 902 を使用して、VirtualCenter サーバに定期的なハートビー
トの送信も行います。このポートはファイアウォールでブロックしてはいけません。

VirtualCenter の管理対象ホストがデフォルトのポートでデータを受信できるように
する手順

VirtualCenter サーバまたはその他の VirtualCenter の管理対象ホストから
VirtualCenter の管理対象ホストへのデータ転送を許可するファイアウォールのポート
902 を開きます。ポート設定に関する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。

ホストとライセンスサーバ間のファイアウォール経由の接続
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、
ESX Server ホストと通信します。ESX Server ホストでサーバ ベースのライセンスを使
用しており、ESX Server ホストとライセンス サーバ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 ファイルを編集すると、これらのデフォルト ポートを変更することがで
きます。詳細に関しては、「ライセンス ファイルの編集（P.61）」を参照してくださ
い。ポートを変更したら、ファイアウォールで選択した新しいポートを開きます。
ポート設定に関する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 サーバ ファイアウォールの構成に関する詳細ついて
は、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

次の手順

VMware ESX Server ソフトウェアのインストール（P.87）
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VirtualCenter コンポーネントのアンインストール
VI Client および VirtualCenter サーバは、同一マシンにインストールされている場合で
も個別にアンインストールします。VirtualCenter コンポーネントをアンインストール
するには、システム管理者特権が必要です。

VirtualCenter コンポーネントをアンインストールしても、.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 .NET framework を使用
する場合は、.NET framework をアンインストールしないでください。

VirtualCenter コンポーネントをアンインストールする方法には、次の 2つの方法があ
ります。Windows の追加と削除ツールを使用する方法と VirtualCenter インストーラ
を使用する方法です。VirtualCenter インストールを使用して VI Client をアンインス
トールすることも可能です。

[ プログラムの追加と削除 ] ツールを使用して VirtualCenter サーバまたは
VI Client をアンインストールする手順

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

2 VirtualCenter コンポーネントを選択するには、次の手順に従ってください。

a 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。

b 削除する VirtualCenter コンポーネントを選択します。

c [ 削除 ] をクリックします。

3 [ はい ] 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 ] をクリックします。

これで VirtualCenter コンポーネントが削除されました。

警告 VirtualCenter サーバの動作中にこのサーバをアンインストールする場合、
本当にアンインストールすることを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した場合、サービスに接続中の任意の
VirtualCenter クライアントのシステム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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インストーラを使用して VirtualCenter サーバをアンインストールする手順

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

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

スプラッシュ スクリーンが表示されます。The VirtualCenter サーバ インストー
ラがコンポーネントの変更、修復、または削除の準備を行います。

[ようこそ ] ページが表示されます。

2 [ 次へ ] をクリックします。

[プログラムのメンテナンス ]ページが表示されます。

3 [ 削除 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

[プログラムの削除 ]ページが表示されます。

4 [ 削除 ] をクリックして VirtualCenter サーバをアンインストールします。

プログレス バーが表示されます。削除が完了すると、[アンインストール終了 ]
ページが表示されます。

5 [ 終了 ] をクリックします。

これで VirtualCenter サーバがアンインストールされました。

インストーラを使用して VI Client をアンインストールする

1 Windows システムのシステム管理者として、VMware インストール アイコンを
ダブルクリックする、または [ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択
し、インストーラの場所を [ ファイル名を指定して実行 ] ウィンドウに入力します。

[ようこそ ] ページが表示されます。

2 VirtualCenter インストーラを使用していることを確認し、[ 次へ ] をクリックし
ます。

[プログラムのメンテナンス ]ページが表示されます。

3 [ 削除 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

4 アンインストールを続行する準備ができていることを確認し、[削除 ] をクリッ
クします。

アンインストール処理中は、VirtualCenter で進行状況表示画面が表示されます。
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5 [ 終了 ] をクリックして、インストール ウィザードを閉じます。

これで VirtualCenter クライアントが削除されました。
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5

この章では、ESX Server のインストール方法および構成方法について説明します。以
下のトピックを参照してください。

インストールの準備（P.87）

ESX Server のインストール（P.89）

インストール後の考慮事項（P.100）

Virtual Infrastructure Client のダウンロード（P.103）

インストールの準備
このセクションでは、ESX Server のインストールでインストールされるコンポーネン
ト、および 2種類の使用可能なインストール方法について説明します。インストー
ル用のブート ドライブを選択する方法についても詳しく説明します。

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

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

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

VMware ESX Server ソフトウェア
のインストール 5
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インストール方法
VMware ESX Server ソフトウェアのインストールには、2種類のインストール モード
があります。

グラフィカル モード　ESX Server をインストールまたはアップグレードするマウ
スベースのグラフィカルなインストール プログラムです。ヴイエムウェアでは、
この方法でのインストールをお勧めします。「ESX Server のインストール（P.89）」
を参照してください。

テキスト モード　ESX Server をインストールまたはアップグレードするテキスト
ベースのインターフェイスです。グラフィカル インストーラを使用して、ビデ
オ コントローラ、キーボード、マウスが正しく機能しなかった場合、このイン
ストール方法を選択してください。「ESX Server のインストール（P.89）」を参照
してください。

ILO、DRAC、RSA II の使用方法
ILO（Integrated Lights-Out）またはDRAC（Dell Remote Access Card）を使用して
ESX Server をインストールし、仮想 CD機能を使用する場合は注意してください。  負
荷のかかったシステムで Virtual CD 機能を使用すると、問題が生じる場合がありま
す。この方法で ESX Server をインストールする必要がある場合は、ESX Server インス
トーラのメディア テストを実行してください。

DRAC を使用した ISO イメージからのリモート インストールは失敗する場合がありま
す。失敗した場合は、物理 CD-ROMメディアからリモート インストールを実行して
ください。

RSA（Remote Supervisor Adapter）II で仮想 CD機能を使用して ESX Server をインス
トールまたはアップグレードすることは避けてください。

IDE または SATA ドライブへのインストール
ESX Server ソフトウェアを ATA エミュレーション モードの IDE ドライブまたは SATA
ドライブにインストールしようとすると、インストーラにより警告が表示されます。
VMFS は IDE または SATA ではサポートされていません。ESX Server ホストには、仮
想マシンを保存する SCSI ストレージ、NAS、SANが必要です。

ハードウェアの必要条件については、「ESX Server の要件（P.25）」を参照してくださ
い。パーティショニングの必要条件については、「データストアのパーティショニン
グ（P.195）」を参照してください。
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LUN要件
ESX Server がサポートする LUNは最大 256 ですが、インストーラがサポートする
LUNは最大 128 です。LUNが 128 を超える場合、インストール完了後に接続してく
ださい。VMFS3 でサポートされている最小 LUNキャパシティは 1200 MB です。

ESX Server ホストは、「ESX Server の最大構成（P.28）」で説明されているように、起
動時にロードされた最初の 256 の LUNのみをサポートします。起動ボリュームは最
初の 256 の LUNになければなりません。ない場合、起動時に ESX Server ホストが
ハングします。起動ボリューム前にコントローラが 256 の LUNをロードする場合、
そのコントローラの LUNの数を 256 以下に減らす必要があります。

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

ESX Server ホストを SANから起動する場合、LUN全体を各 ESX Server ホストに割り
当ててください。インストール後の構成については、「ESX Server ホストを SANから
起動するように構成する（P.100）」を参照してください。VMFS の説明については、
「必須パーティショニング（P.195）」を参照してください。

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

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

ESX Server のインストール
以前の ESX Server バージョンからアップグレードする場合、「VMware Infrastructure
アップグレードの計画（P.119）」を参照してください。

「インストールの準備（P.87）」を参照して、このインストールの準備をしてくださ
い。

注意 ESX Server ソフトウェアのインストール後は、PCI スロットのドライブ コントローラ
を変更しないことをお勧めします。

注意 使用できる LUNのステータスを判別する必要があります。インストーラは、LUNが
共有かどうかを判別できません。
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インストーラでのナビゲーション
ESX Server インストーラでは、<Tab> キー、スペースバー、方向キー、または
<Enter> キーを押して以下の操作をナビゲートおよび実行します。次の操作ができ
ます。

<Tab> キーを使用して、選択フィールド間でハイライトを移動します。

方向キーを使用するか値を入力して、フィールド内の項目を選択します。

<Tab> キーを押して [OK] ボックスがハイライト表示されたら、次にスペース
バーまたは<Enter> キーを押します。

ESX Server インストール手順
このセクションでは、グラフィカルまたはテキストのいずれかのインストーラを使用
して ESX Server ソフトウェアをサーバにインストールする方法について説明します。

ESX Server インストール手順

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

ESX Server インストーラでは、DHCP のマシン名など特定のネットワーク設定を
検出するために、有効なネットワーク接続を必要とします。

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

ESX Server が起動プロセスを開始し、モード選択ページが表示されます。
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このページが表示されない場合は、次の手順を実行してください。

a マシンを再起動します。

b マシンの [BIOS Setup] ページの入力に必要なキーを押します。

多くの場合、このキーは<F1>、<F2>、<F10> のいずれかです。

c CDドライブを最初の起動デバイスとして設定します。

d マシンを再起動します。

3 <Enter> を押して、グラフィカル インストーラを起動するか、esx textと入力
し、<Enter> を押してテキスト インストーラを起動します。

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

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

[スキップ ] をクリックした場合、手順 5に進んでください。

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

[ようこそ ] ページが表示されます。

5 [ 次へ ]（グラフィカル インストーラ）、または [OK]（テキスト インストーラ）を
クリックします。

[キーボードの選択 ]ページが表示されます。

6 リストからキーボード言語を選択して、[次へ ]（グラフィカル インストーラ）
または [OK]（テキスト インストーラ）をクリックします。

[マウスの構成 ] ページが表示されます。

7 お使いのマウスを選択します。

マウスを特定するためのヒントを次に示します。

コネクタが円形の場合、マウスは PS/2 または Bus マウスです。

コネクタが台形で 9個の穴がある場合は、シリアル マウスです。

注意 マウス構成は、重要な設定ではありません。ESX Server がインストールされる
と、この設定は無視されます。XWindowシステムは、サービス コンソールでは
サポートされません。
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コネクタが平たい矩形の場合は、USB マウスです。

[ 正確に一致するマウスを選択 ]　正確に一致するマウスがない場合、互換性の
あるマウス タイプを選択してください。あるいは、適切な汎用マウス タイプを
選択します。

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

マウスを選択したら、[次へ ]（グラフィカル インストーラ）または [OK]（テキ
スト インストーラ）をクリックします。

8 インストールのタイプを選択します。

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

[ インストール ]　ESX Server 構成データを保持せずに最初からインストール
を行う場合、[インストール ] を選択して、[ 次へ ]（グラフィカル インス
トーラ）または [OK]（テキスト インストーラ）をクリックします。

[ アップグレード ]　アップグレードする場合、「グラフィカル インストーラ
を使用したアップグレード（P.167）」を参照してください。次の手順には進
まないでください。

9 VMware 使用許諾契約書に同意します。

グラフィカル インストーラを使用する場合、エンドユーザー使用許諾契約
書をよく読んで、[使用許諾契約書に同意します ] を選択してください。[次
へ ] をクリックします。

テキスト インストーラを使用する場合、エンド ユーザー使用許諾契約書を
よく読んで、[エンド ユーザー使用許諾契約書に同意する ]を選択してくだ
さい。[OK] をクリックします。

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

ドライブにデータがない場合、[OK] をクリックして、パーティショニングを実
行できます。インストール中、ドライブを初期化して使用する必要があります。

10 パーティショニング オプションを選択します。

注意 使用許諾契約書に同意しない限り、この製品をインストールできません。
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[ 推奨 ]　このオプションは、ハード ドライブ容量に基づいて、デフォルト 
パーティションをユーザーに代わって構成します。この方法を選択した場
合、「推奨パーティショニング（P.95）」に進んでください。

[ 詳細 ]　すべてのパーティション設定を指定してください。この方法を選択
した場合、「詳細パーティショニング（P.96）」に進んでください。

11 次のいずれかの ESX Server の起動方法を選択します。 

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

このドライブは、ホスト BIOS の最初の 起動デバイスと一致する必要があり
ます。これらの設定が一致しない場合、ホストは、ESX Server ソフトウェア
から起動できません。92 ページの手順 10 も参照してください。

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

テキスト インストーラを使用する場合、[OK] をクリックします。

12 起動オプションを構成します。

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

[LBA32 を使用 ]　このオプションを使用すると、/bootパーティションの
1024 シリンダ制限を超えることができます。オペレーティング システムの
起動に LBA32 拡張機能をサポートするシステムが 1024 シリンダ制限を超え
ていて、/bootパーティションをシリンダ 1024 より上位に置く場合、この
オプションを選択してください。これは、通常、レガシー ハードウェアで
のみ必要です。

13 [ 次へ ]（グラフィカル インストーラの場合）または [OK]（テキスト インストー
ラの場合）をクリックして、インストールを続けます。

注意 ESX Server ホストを SANから起動する場合、「ESX Server のインストール
（P.89）」を参照して、VMFSパーティショニングの必要条件を確認してくださ
い。

注意 SAN から ESX Server ホストを起動する場合は、ドロップダウン メニューか
ら SANベースの LUNを選択します。テキスト インストーラを使用している
場合は、[OK] をクリックします。
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14 ネットワーク設定を構成します。

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

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

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

必要なネットワーク構成情報がない場合、ネットワーク管理者にお問い合わ
せください。

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

このオプションが使用できるのは、固定 IPアドレスを使用する場合だけです。

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

e [仮想マシンのデフォルト ネットワークを作成する ]を選択して、仮想マシン
のデフォルト ポート グループを作成します （このオプションは、デフォル
トで選択されています）。

f [ 次へ ]（グラフィカル インストーラ）または [OK]（テキスト インストーラ）
をクリックします。

15 タイム ゾーンを設定します。詳細に関しては、「タイム ゾーンの設定（P.99）」
を参照してください。

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

注意 Virtual Infrastructure Client は、ホスト名または IP アドレスのいずれかを使用
して、ESX Server ホストにアクセスできます。

注意 [ 仮想マシンのデフォルト ネットワークを作成する ]を選択すると、仮想マ
シンはネットワーク アダプタをサービス コンソールと共有します。最適な
セキュリティを実現するためには、この構成はお勧めできません。このオプ
ションを選択しない場合は、『サーバ構成ガイド』の説明に従って、ネット
ワーク接続を作成してください。

esx_vc_installation_guide.book  94 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 95

第 5章 VMware ESX Server ソフトウェアのインストール

  

16 ルート パスワードを入力します。

同じパスワードを両方のフィールドに入力して、[次へ ]（グラフィカル インス
トーラ）または [OK]（テキスト インストーラ）をクリックします。

ルート パスワードは 6文字以上にする必要があります。パスワードが一致しな
い場合、警告が表示されます。

17 インストール構成を確認して、[次へ ]（グラフィカル インストーラ）または 
[OK]（テキスト インストーラ）をクリックします。

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

18 [ 終了 ] をクリックして、終了します。

推奨パーティショニング
このセクションでは、推奨パーティショニング設定を使用してハード ドライブを
パーティショニングする方法について説明します。

推奨パーティショニングを使用してハード ドライブをパーティション化する手順

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

2 既存の VMFS パーティションを既存の仮想マシンで保持する場合、[ 仮想マシン
および VMFS を保持する ] を選択します。

これが適用されるのは、通常、前のバージョンの ESX Server の上にインストール
する場合だけです。

3 [ 推奨パーティショニング ]を選択して、[ 次へ ]（グラフィカル インストーラ）
または [OK]（テキスト インストーラ）をクリックします。

警告ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ はい ] をクリックして、パーティショニング選択を続けます。

5 自動パーティショニング設定を変更します（オプション）。

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

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

警告 これは、キャンセルできる最後の機会で、前の構成に戻ることができま
す。[次へ ] または [OK] をクリックすると、インストーラにより、ファイ
ル システムのパーティショニングおよびフォーマット化が開始されます。
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[ 削除 ]　パーティションを選択し、このボタンをクリックして、既存のパー
ティションを削除します。

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

6 自動パーティショニングが終了したら [ 次へ ]（グラフィカル インストーラの場
合）または [OK]（テキスト インストーラの場合）をクリックし、93 ページの手
順 11 に進みます。

詳細パーティショニング
手動パーティショニングでは、インストーラにより、既存のパーティション、お
よび使用できる空き容量を示すドライブのリストが表示されます。特定のマウン
ト ポイント、ファイル システム、容量を決めて、すべてのパーティションを作
成する必要があります。

各 ESX Server ホストでは、5つの固有パーティションが必要です。ホストにネッ
トワーク ストレージがある場合、最初の 3つの必須パーティションのみをロー
カル ストレージで構成する必要があります。必須パーティションおよびオプ
ション パーティションの詳細については、「データストアのパーティショニング
（P.195）」を参照してください。

ローカル ストレージをパーティション化する

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

2 既存の VMFS パーティションを既存の仮想マシンで保持する場合、[ 仮想マシン
および VMFS を保持する ] を選択します。

これが適用されるのは、通常、前のバージョンの ESX Server の上にインストール
する場合だけです。

3 [ 上級パーティショニング ]を選択して、[ 次へ ]（グラフィカル インストーラ）
または [OK]（テキスト インストーラ）をクリックします。

警告ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ はい ] をクリックして、パーティショニング選択を続けます。

5 パーティションを作成するには、[新規 ] をクリックします。[ パーティションの
追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。以下の手順で説明されているよう
に、各パーティションのパラメータを入力して、[OK] をクリックします。

a 起動パーティションを作成するには、次のように設定してください。

[ マウント ポイント ]　/boot

[ ファイル システム ]　ext3

esx_vc_installation_guide.book  96 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 97

第 5章 VMware ESX Server ソフトウェアのインストール

  

[ サイズ（MB）]　100MBを推奨します。

[ 追加サイズ オプション ]　固定サイズ

b スワップ パーティションを作成するには、次のように設定してください。

[ マウント ポイント ]　適用されません。ファイル システムに swapを選
択した場合、このドロップダウン メニューは使用できません。

[ ファイル システム ]　swap

[ サイズ（MB）]　544MB を推奨します。サイズについては、「データス
トアのパーティショニング（P.195）」のスワップ パーティションに関す
る説明を参照してください。

[ 追加サイズ オプション ]　固定サイズ

c root パーティションを作成するには、次のように設定してください。

[ マウント ポイント ]　/

[ ファイル システム ]　ext3

[ サイズ（MB）]　ルート パーティションには少なくとも 2560 MB を推
奨しますが、ドライブの残り容量が一杯になる可能性があります。サイ
ズについては、「データストアのパーティショニング（P.195）」のルー
ト パーティションに関する説明を参照してください。

[ 追加サイズ オプション ]　固定サイズ

d ログ パーティション（推奨）を作成するには、次のように設定してくださ
い（オプション）。

[ マウント ポイント ]　/var/log

[ ファイル システム ]　ext3

[ サイズ（MB）]　最小サイズは 500MB ですが、ログ パーティションに
推奨されるサイズは 2000MB です。

e 追加の論理パーティションを作成します（オプション）。 

最適なパフォーマンスを実現するため、ESX Server インストーラではなく、
VI Client または VI Web Access を使用して、VMFS3 パーティションを設定し
ます。VI Client またはWeb Access を使用すると、パーティションの開始セ

警告 /パーティションを作成しない場合、インストールは最後の手順で失敗し、
アナコンダがダンプされます。必要なすべてのパーティションを作成して
から、次のインストール手順に進んでください。
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クタが、64 セクタ毎の割り当てになるので、ストレージ パフォーマンスが
改善されます。

6 手動パーティショニングが完了したら、[次へ ]（グラフィカル インストーラの
場合）または [OK]（テキスト インストーラの場合）をクリックし、93 ページの
インストール手順 11 に進みます。

注意 ESX Server ホストにネットワーク ストレージがなく、ローカル ディスクが 1つある場
合、ローカル ディスクに 2つの必須パーティションを追加作成する必要があります
（合計 5つの必須パーティション）。

vmkcore　vmkcore パーティションは、トラブルシューティングのコア ダンプ
の保存に必要です。vmkcore パーティションのない ESX Server ホストはサポート
されていません。

vmfs3　vmfs3 パーティションは、仮想マシンの保存に必要です。

これらの vmfs および vmkcore パーティションは、ESX Server ホストにネットワーク
　ストレージがない場合のみローカル ディスクで必要になります。
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タイム ゾーンの設定
グラフィカル インストーラでは、地図、場所のリスト、タイム ゾーンのリストを使
用してタイム ゾーンを選択するオプションを使用できます。

地図を使用してタイム ゾーンを設定する

1 [ 地図 ] タブをクリックして、地図を表示します。

2 現在地に最も近い町の地図をクリックします。

3 必要な場合、UTC（Coordinated Universal Time: 協定世界時）を使用するチェッ
ク ボックスを選択します （このオプションは、デフォルトで選択されています）。

4 [ 次へ ] をクリックし、95ページの手順 16に進みインストールを続けます。

場所を使用して、タイム ゾーンを設定する

5 [ 場所 ] タブをクリックして、町のリストを表示します。

6 スクロール リストからタイム ゾーンの町を選択します。

7 必要な場合、UTC を使用するチェック ボックスを選択します。

8 [ 次へ ] をクリックし、95ページの手順 16に進みインストールを続けます。

GMT からの UTC オフセットに基づいてタイム ゾーンを設定する

1 [UTC オフセット ] タブをクリックします。

2 オフセットをリストから選択します。

3 チェック ボックスを選択すると、（必要に応じて）夏時間を自動的に補正でき
ます。

4 必要な場合、UTC を使用するチェック ボックスを選択します。

5 [ 次へ ] をクリックし、95ページの手順 16に進みインストールを続けます。

テキスト インストーラを使用してタイム ゾーンを設定する

1 必要な場合、UTC を使用するチェック ボックスを選択します。

2 スクロール リストからタイム ゾーンの町を選択します。

3 [ 次へ ] をクリックし、95ページの手順 16に進みインストールを続けます。

次の手順

ESX Server ホストを SANから起動するように構成する（P.100）

インストール ログの検出（P.100）
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サーバへの新規ハードウェアの割り当て（P.100）

追加ドライバを VMware ドライバ ディスクからインストールする（P.101）

デバイス ドライバ マッピングの確認（P.101）

起動用フロッピー ディスクの作成（P.102）

Virtual Infrastructure Client のダウンロード（P.103）

インストール後の考慮事項
このセクションでは、以下のトピックについて説明します。

ESX Server ホストを SANから起動するように構成する（P.100）

インストール ログの検出（P.100）

サーバへの新規ハードウェアの割り当て（P.100）

追加ドライバを VMware ドライバ ディスクからインストールする（P.101）

デバイス ドライバ マッピングの確認（P.101）

起動用フロッピー ディスクの作成（P.102）

ESX Server ホストへの言語パックのインストール（P.102）

ESX Server ホストを SANから起動するように構成する
ESX Server ホストを SANから起動するように構成する方法については、『SAN 構成ガ
イド』を参照してください。

インストール ログの検出
インストールおよび再起動が終了したら、サービス コンソールにログオンしてイン
ストール ログを参照します。

/root/install.logは、インストールの完全なログです。

/root/anaconda-ks.cfg は、選択したインストールを含むキックスタート ファ
イルです。

サーバへの新規ハードウェアの割り当て
新規ハードウェアをシステムにインストールしたら、VirtualCenter を使用して、ハー
ドウェアを仮想マシンに割り当てます。詳細については、『基本システム管理』を参
照してください。
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マシンを起動または再起動するだけでは、新しくインストールしたハードウェアは
サービス コンソールで認識されません。

新しくインストールしたハードウェアをサービス コンソールで認識されるようにす
るには、root としてサービス コンソールにログオンして、以下のいずれの操作を実
行します。

コマンド プロンプトでコマンド kudzu を実行します。

/etc/modules.confファイルを手動で編集します。 

kudzu を実行する

1 サービス コンソールにルートしてログオンします。

2 コマンド プロンプトで、kudzu と入力します。

3 kudzuユーティリティにより、新規ハードウェアが検知され、該当するエントリが
/etc/modules.confに追加されます。

modules.conf を編集する

/etc/modules.conf ファイルを手動で編集する場合、新規デバイスのエイリアス ラ
インを追加します。たとえば、adapXXXX という名前のドライバを使用する SCSI ア
ダプタを新たに追加する場合、以下の行を追加します。

alias scsi_hostadapter adapXXXX 

追加ドライバを VMware ドライバ ディスクからインストールする
ヴイエムウェアは、このリリースの ESX Server のドライバでは処理されないデバイス
のドライバ ディスクを提供します。ドライバ ディスクを使用して、既存のシステム
のドライバをアップグレードするか、新規ドライバを既存のシステムにインストール
します。

 デバイス ドライバ マッピングの確認
アップグレードでは、ESX Server インストーラによって
/etc/vmware/vmware-device.map.localファイルの名前が
/etc/vmware/vmware-device.map.local.origに変更されます。

アップグレードが終了したら、vmware-device.map.local.origファイルと新たに
作成された vmware-device.map.localファイルを比較し、必要な変更を行います。
ESX Server バージョン 3では、一部のドライバの場所が変更されました。ESX Server
バージョン 3には新たなドライバが追加されたので、vmware-device.map.local

の追加カスタマイズが必要がない場合もあります。
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起動用フロッピー ディスクの作成
dd、rawwritewin、rawriteを使用して、bootnet.imgと呼ばれるフロッピー イ
メージを作成します。このファイルは、/imagesディレクトリの ESX Server CD にあ
ります。

ESX Server ホストへの言語パックのインストール
ESX Server ホストで VI Web Access または VI Client を使用する際に、日本語のサポー
トが必要な場合は、言語パックをインストールしてください。

言語パックをインストールする

1 日本語版 VirtualCenter インストール CD に収録されている langpackのディレク
トリで言語パックの zip ファイルを探す、またはwww.vmware.comから言語パッ
クをダウンロードします。このファイルの名前は
VMware-esxlangpack-2.0.1-<build#>.zipです。

2 この zip ファイルをテンポラリ ディレクトリで解凍します。

3 ESX-LangPack/hostd/ディレクトリから ESX Server ホスト上でホストされてい
るインストール ディレクトリ（通常、 /usr/lib/vmware/hostd/）にファイル
をコピーします。

例 :

cp -pr ESX-LangPack/hostd/locale /usr/lib/vmware/hostd

4 ESX-LangPack/webAccess/ディレクトリから ESX Server ホスト上の VI Web 
Access インストール ディレクトリ（通常、
/usr/lib/vmware/webAccess/tomcat/apache-tomcat-5.5.17/webapps/）
にファイルをコピーします。

例 :

cp -pr ESX-LangPack/webAccess/webapps/ui /usr/lib/vmware/webAccess\ 
/tomcat/apache-tomcat-5.5.17/webapps/

cp -pr ESX-LangPack/webAccess/webapps/WEB-INF /usr/lib/vmware\ 
/webAccess/tomcat/apache-tomcat-5.5.17/webapps/ui/

cp -pr ESX-LangPack/webAccess/webapps/ui/misc/downloads\ 
/VMwareviclient.exe /var/lib/vmware/hostd/docroot\ 
/client/

5 以下の手順で /etc/vmware/hostd/config.xmlファイルを編集して、適切な
デフォルトの言語を有効化します。

注意 上記のコマンドの例で、バックスラッシュは継続を示します。
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config.xmlファイルの下の <locale>タグの内容を ja_JPに変更します。

<locale>
<DefaultLocale>en_US/DefaultLocale>

</locale>を
<locale>

<DefaultLocale>ja_JP</DefaultLocale>
</locale>に変更

6 以下のコマンドを入力し、VI Web Access とホスト エージェント サービスを再開
します。

service mgmt-vmware restart
service vmware-webAccess restart

Virtual Infrastructure Client のダウンロード
VMware Virtual Infrastructure Client は、ESX Server ホストの構成とその仮想マシンの
操作に使用できるWindows プログラムです。 Virtual Infrastructure Client は ESX Server
バージョン 3ホストからダウンロードできます。

ESX Server ホストの URL を取得する必要があります。これは、94 ページで説明され
ている、手順 14 で入力された IP アドレスまたはマシン名です。

クライアントをダウンロードする

1 Windows マシンから、Web ブラウザを開きます。

2 ESX Server ホストの URL を入力します。

たとえば、http://testserver.vmware.com/ と入力します。

Web Access ログイン ページが表示されます。

3 クライアントをダウンロードします。

a ページ右側 [ その他のアプリケーション ] 下のリンクをクリックします。

[セキュリティ警告 ]ダイアログ ボックスが表示されます。

注意 OSのロケールは、VI Client からサーバにログインする際に、アプリケーション ロケー
ルを決定するために使用されます。

ブラウザの言語リストにあるロケールは、Web Access クライアントからサーバにロ
グインする際に、アプリケーション ロケールを決定するために使用されます。
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b [ はい ] をクリックします。

4 クライアントをインストールします。

「Virtual Infrastructure Client のインストール（P.80）」の手順に従ってください。

次の手順

VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.69）

VirtualCenter サーバのインストール（P.75）

Virtual Infrastructure Client のインストール（P.80）

VirtualCenter および ESX Server のライセンス モデル（P.33）
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6

以下のセクションでは、リモートおよびスクリプト インストールを使用して ESX 
Server をインストールする方法について説明します。

インストールのスクリプト作成（P.105）

スクリプトの設定（P.107）

インストールのスクリプト作成 
ESX Server をシステムにインストールしたら、同じまたは同様の構成を共有するより
多くの ESX Server システムをすぐに配布またはプロビジョニングできます。インス
トールに役立つスクリプトを設定できます。ESX Server スクリプト インストール方法
は、Red Hat のキックスタート インストール方法に基づいています。スクリプトは、
キックスタート構成ファイルです。これは、ESX Server ソフトウェアのインストール
中に行う選択に基づいて構成されます。

すべてのサーバでオリジナルの ESX Server システムと同じ構成を使用する場合、ESX 
Server をオリジナル システムにインストールしたときと同じスクリプトを選択する
必要があります。

インストールは、オリジナル システムの場合と同様に無人で実行できますが、イン
ストーラがシステムに指定されていない設定を検出した場合、プロンプトが表示され
ます。このプロンプトには応答する必要があります。

スクリプトを設定したら、これを使用して、以下のいずれかの方法で ESX Server ファ
イルをインストールできます。

新規システムのローカル CD-ROMドライブの ESX Server CD を使用する。

ネットワークを介して、リモート サーバにホストされているインストール ファ
イルを使用する。

リモートおよびスクリプト 
インストール 6
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スクリプト化インストールの有効化
システムに ESX Server 3.0.1 をインストールし、スクリプト化インストール機能を有
効にしなければ、Web Access を使用してインストール スクリプトを作成することは
できません。

スクリプト化インストールを有効化する

1 root として ESX Server 3.0.1 のサービス コンソールにログインします。

2 vi などのテキスト エディタでファイル
（/usr/lib/vmware/webAccess/tomcat/apache-tomcat-5.5.17/webapps/ui
/WEB-INF/struts-config.xml）を開きます。

3 スクリプト化されているセクションを探します。

4 次の行をコメント アウトします。

<action path="/scriptedInstall"
type="org.apache.struts.actions.ForwardAction" 
parameter="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/disabled.jsp" />

5 次の行はアンコメントします。

<!--
      <action path="/scriptedInstall" 

type="com.vmware.webcenter.scripted.ProcessAction">
         <forward name="scriptedInstall.form1" 

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form1.jsp" />
         <forward name="scriptedInstall.form2"

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form2.jsp" />
         <forward name="scriptedInstall.form3" 

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form3.jsp" />
         <forward name="scriptedInstall.form4" 

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form4.jsp" />
         <forward name="scriptedInstall.form5" 

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form5.jsp" />
         <forward name="scriptedInstall.form6" 

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form6.jsp" />
         <forward name="scriptedInstall.form7" 

path="/WEB-INF/jsp/scriptedInstall/form7.jsp" />
      </action>
-->

6 ファイルを保存し、閉じます。

7 service vmware-webAccess restartと入力します。

esx_vc_installation_guide.book  106 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 107

6 章リモートおよびスクリプト インストール

  

スクリプトの設定 
システムに ESX Server をインストールし、そのシステムでスクリプト化インストール
を有効にすると、他のシステムで ESX Server のスクリプト化インストールを実行する
ために必要なスクリプトを設定できます。

スクリプトを設定する場合、ESX Server をインストールするサーバのネットワーキン
グ方法（静的 IP またはDHCP）を選択する必要があります。各システムの固定 IP ア
ドレスおよびホスト名など、固有のネットワーク識別情報を指定できます。または
DHCP を最初に使用して、いくつかの ESX Server システムを素早く設定できます。さ
らに、ネットワーク コマンドをコメント アウトし、キックスタート構成ファイル
（「キックスタート構成ファイルの編集（P.114）」を参照）を編集できます。コメント 
アウトすると、インストーラは、インストール中にネットワーク情報を尋ねるプロン
プトを表示します。

最初にDHCP を使用して、新規 ESX Server システムの配布に使用されるインストー
ル スクリプトを作成する場合、各システムを個別に構成して、一意なホスト名およ
び IP アドレスを割り当てる必要があります。この要件は、管理インターフェイス 
ウィザードでのサーバの構成の追加作業です。

また、スクリプト設定時に指定する固有のネットワーク識別情報をそれぞれに含む複
数のスクリプトを作成することもできます。

設定プロセス終了時に生成されたスクリプトは、フロッピー ディスクまたはネット
ワーク アクセス可能サーバにコピーする必要があります。

また、ESX Server インストール ファイルにアクセスする必要があります。これらの
ファイルは、ESX Server CD-ROMから使用するか、個別のサーバに保存して、ネット
ワークを介してアクセスできます。

スクリプトを作成するには、VI Web Access グラフィカル インターフェイスを使用し
てスクリプト オプションを指定するか、キックスタート構成ファイルを手動で作成
および編集します。

VI Web Access を使用してスクリプトを作成する
VI Web Access インターフェイスでは、グラフィカル インターフェイスを使用して、
キックスタート構成ファイルを作成できます。

スクリプトを設定する 

1 サポートされているWebブラウザを起動し、ESX Server インストールのURL を
入力して、VI Web Access を開きます。

[ ようこそ ] ページが表示されます。

2 [ スクリプト インストーラにログインする ]をクリックします。
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[ スクリプト インストール ] ページが表示されます。

3 別の ESX Server システムの構成に必要なスクリプトの情報を入力します。

a [ インストール タイプ ] リストで、新規インストールを実行する場合、[ 初
期インストール ] を選択します。既存の ESX Server システムをアップグレー
ドする場合、[アップグレード ] を選択します。

b [ インストール方法 ]リストで、以下のオプションから選択します。

[リモート ] を選択して、ESX Server インストール ファイルを含むHTTP または
FTP サーバからリモート ネットワーク インストール オプションを実行しま
す。 [ リモート サーバのURL] フィールドに、ESX Server インストール ファイ
ルが保存されているサーバの名前と、ポート番号を以下のように入力します。

http://<hostname>:<port number>/ 
ftp://<hostname>:<port number>/

ここで、<hostname> は、HTTP または FTP サーバに割り当てられた名前です。

 [CD-ROM] を選択して、新規システムのローカルCD-ROMドライブのCDから
インストールします。

[NFS] を選択して、Network File System（NFS）アプリケーションを使用して
ネットワーク インストールを実行します。 [リモート サーバのURL] エントリ 
フィールドに、ホスト マシン名およびマウント ポイントを以下のように入
力します。

<hostmachine>:<mountpoint> 

c [ ネットワーク方法 ]リストで、ESX Server システムで動的 IP アドレスを使
用する場合、[DHCP] を選択します。ESX Server システムで固定 IP アドレス
を使用する場合、[静的 IP] を選択します。
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d ネットワークで VLAN ID が必要な場合、[VLAN ID] フィールドに入力します。

e [VMのデフォルト ネットワークを作成する ] を選択して、仮想マシンのデ
フォルト ネットワークを作成します。

このオプションを選択すると、サービス コンソールのポートグループおよ
び仮想マシンのポートグループが作成されます。このオプションを選択しな
い場合、サービス コンソールのポートグループのみが作成されます。仮想
マシンのポートグループは手動で作成する必要があります。

f [ タイム ゾーン ] リストで、インストールするサーバのタイム ゾーンを選択
します。

リストのデフォルトは、オリジナル ESX Serve マシンの設定です。

g [ インストール後に再起動する ] リストで、[ はい ] を選択して、インストー
ル完了後にシステムを再起動します。

再起動前に、キックスタートにより、サーバの再起動前にキーを押すように
ユーザーに指示するメッセージが表示されます。

h [ ルート パスワード ] で、ルート パスワードを指定します。 [ パスワード ] 
フィールドに root パスワードを入力します。 [ 確認 ] フィールドにこのパス
ワードをもう一度入力します。

4 エンド ユーザー使用許諾契約書をよく読み、[使用許諾契約書を読み、これらの
条項に同意します。] チェックボックスを選択します。

5 ESX Server システムが固定 IP アドレスを使用する場合、[ ネットワーキング オプ
ション ] ページが表示されます。

注意 各 ESX Server システムでは、独自の固定 IP アドレスを使用することをお勧め
します。ただし、DHCP を使用すると、新規 ESX Server システムを同じフ
ロッピー イメージから配布し、各システムを個別に構成して、固有のホスト
名および IP アドレスを割り当てることができます。または、ここで指定する
ネットワーク識別情報を含む複数のフロッピー イメージを作成できます。
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ESX Server システムがDHCP を使用する場合、手順 4に進んでください。

6 ホスト名を [ ホスト名 ] フィールドに、IP アドレスを [IP アドレス ] フィールド
に、ネットマスクを [ ネットマスク ] フィールドに、ネットワーク ゲートウェイ
を [ ゲートウェイ ] フィールドに、ドメイン ネーム サーバを [ ネームサーバ ]
フィールドに入力します。

7 [ 次へ ] をクリックして、続行します。

注意 ドメインで実行している場合、完全なドメイン名を含んでいるか確認してくだ
さい。
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[ パーティション構成 ]ページが表示されます。

8 [ パーティション構成 ]で、サービスの各パーティションで以下の項目を指定し
ます。

[ドライブ ] リストで、ディスクのリストから選択します。

[マウント ポイント ] フィールドで、マウント ポイントを指定します。

少なくとも、起動（/boot）および root（/）マウント ポイントを指定してくださ
い。

[サイズ ]フィールドで、パーティションのサイズをMB単位で指定します。ここで
は 500 など整数値を指定してください。数値にMBを追加しないでください。

推奨パーティション サイズについては、付録B 「データストアのパーティショニ
ング（P.195）」を参照してください。

注意 サービス コンソールを IDE ハード ドライブにインストールする場合、[/dev/hda] 
を選択します。
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[ タイプ ] リストで、ファイル システムのタイプを選択します。vmfs、vmcore、
ext3、swap から選択します。パーティションがスワップ パーティションの場
合、swap を選択します。スワップ パーティションを作成する必要があります。

ディスクの使用可能なスペースが一杯になるまで、つまり最大サイズ設定に到達
するまで、パーティションを増加する場合、[増加 ] チェックボックスを選択し
ます。

起動およびスワップ パーティションを増加可能にすることはお勧めしません。

9 [ ライセンシング モード ] リストから、以下のいずれかを指定します。

[ インストール後 ]　このオプションを選択すると、インストール後にライセン
スを手動で構成します。

[ サーバ ベース ]　このオプションを選択すると、ライセンス サーバから自動
的にライセンスを取得します。 

[ ファイル ベース ]　このオプションを選択すると、ライセンス ファイルを
アップロードします。

10 選択したら、[ 次へ ] をクリックして、先に進みます。

11 サーバ ベースのライセンスを選択した場合、ライセンス サーバ ベースのライセン
ス情報を入力します。

 [ ライセンス サーバ ]　使用するライセンス サーバを入力します。
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 [ ポート ]　接続するポートを入力します。

[ESX Serverライセンス タイプ]　スタータ または スタンダード を選択します。

12 ファイル ベースのライセンスを選択した場合、アップロードするライセンスを
指定、または参照します。

13 [ 次へ ] をクリックして、次の構成画面に進みます。

14 [ キックスタート ファイルのダウンロード ]をクリックして、キックスタート構
成ファイルを作成します。

スクリプト インストールをキックスタート ファイルから実行する
キックスタート ファイルを作成したら、ESX Server インストール CD-ROMからか、
あるいはリモート サーバで提供されるインストール ファイルから選択したかにより、
以下のいずれかの手順を使用して、スクリプト インストールを実行します。

CD を使用してスクリプト化インストールを実行する

1 キックスタート ファイルをフロッピー ディスクにコピーします。

2 ESX Server をインストールするマシンのフロッピー ドライブにフロッピー ディス
クを差し込みます。ESX Server Installation CD を CD-ROMドライブに挿入します。

3 マシンを起動します。

モード選択ページが表示されます。

4 esx ks=floppy method=cdromと入力し、<Enter> を押してスクリプト インス
トールを開始します。

PXE サーバを使用してスクリプト インストールを実行する

1 キックスタート ファイルをNFSサーバ、HTTPまたはサーバにアップロードし
ます。

2 PXE サーバ起動オプションでインストール方法を指定します。ここで、<ks url> 
はキックスタート ファイルにアクセスするURL です。<method url> は、アップ
ロードされるインストール ファイルにアクセスするURL です。
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キックスタート構成ファイルの編集
キックスタート構成ファイルは、、ESX Server インストールに指定されたオプション
を含むテキスト ファイルです。キックスタート構成ファイルを編集して、VI Web 
Access インターフェイスで指定したオプションを変更する、またはこのインター
フェイスで使用できない追加オプションを指定できます。

キックスタート構成ファイルには、最大 5つのセクションを含めることができます。

コマンド セクション（P.114）

%packages セクション（P.116）

%pre セクション（P.116）

%post セクション（P.116）

%vmlicense_text セクション（P.117）

コマンド セクション
コマンド セクションには、ESX Server インストールに指定されたオプションが含まれ
ます。このセクションは、必須で、キックスタート ファイルの最初にくる必要があ
ります。

このセクションに含めることができるコマンドのほとんどは、標準の Red Hat キック
スタート コマンドです。これらのコマンドの詳細については、
www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/RHEL-3-Manual/pdf/rhel-sag-en.pdf で入手でき
る、『Red Hat Enterprise Linux 3: システム管理ガイド』の第 9 章を参照してください。
ヴイエムウェア固有のコマンドもあります。これら固有のコマンドは、表 6-1 および
表 6-2 を参照してください。

表 6-1 は、ESX Server を正常にインストールするために必要なコマンドを説明してい
ます。

表 6-1.  ESX Server インストールに必要なキックスタート コマンド

コマンド 内容

authまたは authconfig 標準 Red Hat キックスタート コマンド

bootloader 標準 Red Hat キックスタート コマンド

clearpart 標準 Red Hat キックスタート コマンド upgradeコ
マンドが使用される場合、必要ありません。 
--drivesオプションを使用して、パーティションを
クリアするドライブを指定する必要があります。たと
えば、clearpart --drives=sdaは、システムの
最初の SCSI ドライブのパーティションを削除します。
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Red Hat firewallコマンドは現在はサポートされていません。スクリプト インス
トール中にファイアウォールを構成するには、esxcfg-firewallコマンドをキック
スタート ファイルの %postスクリプト セクションで呼び出します。
esxcfg-firewall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。

表 6-2 には、オプションのヴイエムウェア固有のコマンドをリストします。

installまたは upgrade 標準 Red Hat キックスタート コマンド

keyboard 標準 Red Hat キックスタート コマンド

lang 標準 Red Hat キックスタート コマンド

langsupport 標準 Red Hat キックスタート コマンド

mouse 標準 Red Hat キックスタート コマンド

network 標準Red Hatキックスタート コマンド、ヴイエムウェア
固有の2つのオプションがあります。

--addvmportgroup=<1 or 0>
仮想マシンのポートグループを作成する場合は 1、
ポートグループを作成しない場合は 0を設定しま
す。デフォルトは 1です。
--vlanid=<vlanid>
ネットワーキングに使用する VLANを指定する
0 ～ 4095 の整数を指定します。

part 標準 Red Hat キックスタート コマンド upgrade コ
マンドが使用される場合、必要ありません。
--ondiskオプションを使用して、パーティションが
作成されるディスクを指定する必要があります。たと
えば、part --ondisk=sdaは、システムの最初の
SCSI ドライブでパーティションを作成します。

rootpw 標準 Red Hat キックスタート コマンド

skipx 標準 Red Hat キックスタート コマンド

timezone 標準 Red Hat キックスタート コマンド

vmaccepteula ESX Server 使用許諾契約書に同意します。

表 6-1.  ESX Server インストールに必要なキックスタート コマンド （続き）

コマンド 内容
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ヴイエムウェア固有でないオプション コマンドについては、『Red Hat Enterprise 
Linux 3: システム管理ガイド』を参照してください。

%packages セクション
このセクションでは、インストールのパッケージを指定します。%パッケージ セク
ションは、正常にインストールするために必要なセクションで、コマンド セクション
の後に続く必要があります。このセクションは、以下の 2つのラインで構成されます。

%packages
@ base

%pre セクション
%pre セクションでは、インストール前に実行するスクリプトを指定できます。この
セクションはオプションで、コマンド セクションの後に指定する必要があります。
インストール前のスクリプト作成の詳細については、『Red Hat Enterprise Linux 3: シ
ステム管理ガイド』を参照してください。

%post セクション
%post セクションでは、インストール後に実行するスクリプトを指定できます。この
セクションはオプションで、コマンド セクションの後に指定する必要があります。
インストール後のスクリプト作成の詳細については、『Red Hat Enterprise Linux 3: シ
ステム管理ガイド』を参照してください。

表 6-2.  オプションのヴイエムウェア固有のキックスタート コマンド

コマンド 内容

vmlicense ライセンス情報を指定します。サーバ ベースのライセンシングを指定する場合、
コマンドは次のフォームを使用します。
vmlicense --mode=server --server=<server> 

[--features=<features>] 
[--edition=<edition>]

ここで、<server> は、port@hostnam フォーマットのライセンス サーバのホスト
名または IP アドレスです。<features> はオプションで、ライセンス サーバから要
求する機能を示すコンマで区切ったリストであり、<edition> は ESX Server エディ
ションです。
ホストベースのライセンシングを指定する場合、コマンドは次のフォームを使用し
ます。
vmlicense --mode=file [--features=<features>] 

[--edition=<edition>]
ライセンス ファイルの内容は、キックスタート ファイルの %vmlicense_text セク
ションに含める必要があります。
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%vmlicense_text セクション
このセクションには、ESX Server インストールのライセンス ファイルが含まれます。
ホストベースのライセンシングを指定していない場合、このセクションを省略してく
ださい。このセクションは、コマンド セクションの後に指定する必要があります。

サンプル キックスタート ファイル
ライセンス サーバを使用する ESX Server インストールのキックスタート ファイルの
例を以下に示します。

# Installation Method
cdrom
# root Password
rootpw --iscrypted $1$MpéRëÈíÌ$n9sgFQJweS1PeSBpqRRu..
# Authconfig
authconfig --enableshadow --enablemd5
# BootLoader ( ユーザーはデフォルトの grubを使用する必要があります）
bootloader --location=mbr
# Timezone
timezone America/Los_Angeles
# X windowing System
skipx
# Install or Upgrade
install
# Text Mode
text
# Network install type
network --device eth0 --bootproto dhcp
# Language
lang en_US
# Language Support
langsupport --default en_US
# Keyboard
keyboard us
# Mouse
mouse generic3ps/2 --device psaux
# Reboot after install ?
reboot
# Clear Partitions
clearpart --all --initlabel --drives=sda
# Partitioning
part /boot --fstype ext3 --size=100 --ondisk=sda
part / --fstype ext3 --size=1500 --ondisk=sda
part None --fstype vmkcore --size=100 --ondisk=sda
part None --fstype vmfs3 --size=900 --grow --maxsize=2500 --ondisk=sda
part swap --size=256 --grow --maxsize=512 --ondisk=sda
#VMware Specific Commands
vmaccepteula
vmlicense --mode=server --server=27000@license.vmware.com 

--edition=esxFull --features= backup
%packages
@ base 

%post
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7

この章では、ESX Server 2.x または VirtualCenter 1.x 環境から ESX Server 3.0.1 または
VirtualCenter 2.0.1 環境に Virtual Infrastructure をアップグレードするための計画およ
び準備について説明します。アップグレードは、処理を特定の順序に従って実行する
必要がある複数のステージ プロセスです。アップグレード パスは、ESX Server ホス
トおよびデータストア構成により異なります。この章の情報は、システム ダウンタイ
ムを最小に抑えたスムーズなアップグレードを計画するのに役に立ちます。

この章では、データ消失を防ぐためにアップグレード前に考慮する必要がある注意事
項のリストから始まります。次に、アップグレード プロセス中に発生する VMware
アーキテクチャの変更、および 4 つのアップグレード ステージについて説明します。
最後に、アップグレードの一般的な戦略を説明し、4つのアップグレード シナリオ例
が続きます。

この章の内容は、以下のとおりです。

アップグレードを安全かつスムーズに行うための確認事項（P.120）

VMware アーキテクチャ変更についての理解（P.123）

インプレイスまたは移行アップグレードの戦略（P.125）

アップグレードのステージについて（P.128）

アップグレードの例（P.137）

VMware Infrastructureアップ
グレードの計画 7

警告 アップグレードの前にこの章を読んでおくことをお勧めします。適切な安
全策を実行しない場合、データを消失、およびサーバにアクセスできなく
なることがあります。また、注意して計画しないと、必要以上にダウンタ
イムが長くなることがあります。
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アップグレードを安全かつスムーズに行うための確認事項
アップグレードをすぐに開始する必要がある場合でも、以下のトピックを読んで、
データ消失や予期せぬ出来事を防いでください。

このリリースでサポートされているアップグレード（P.120）

アップグレードの順番は重要です（P.120）

アップグレードを逆に行うことはできません（P.121）

バックアップおよびリストア戦略（P.121）

事前アップグレード スクリプト（P.122）

仮想マシンのダウンタイム（P.123）

このリリースでサポートされているアップグレード
この ESX Server 3.0.1 リリースおよび VirtualCenter 2.0.1 リリースでは、以下のアップ
グレードがサポートされています。

VirtualCenter のアップグレード は、VirtualCenter のほとんどのリリース バージョン
からこの VirtualCenter 2.0.1 リリースまでサポートされます。互換性リストについ
ては、「VMware VirtualCenter をアップグレードする前に（P.145）」を参照してく
ださい。

ESX Server のアップグレード は、ほとんどの ESX Server バージョン 2.x からこの
ESX Server 3.0.1 リリースまでサポートされます。互換性リストについては、「ESX 
Server をアップグレードする前に（P.159） 」を参照してください。

ESX Server バージョンのサブセットは、VMotion による新しいデータストアへの
同時再配置を可能にする ESX Server 3.0.1 の新機能を使用した移行アップグレー
ドをサポートします。この機能をサポートするリリースについての詳細は、リ
リース ノートを参照してください。

サポートされていないアップグレードは、フェイルしてデータが消失したり、
ネットワーク接続が切断、構成が使用できなくなることがあります。重要な情報
を含む、またはプロダクションマシンであるサポートされていない構成は、
アップグレードしないでください。

アップグレードの順番は重要です
「アップグレードのステージについて（P.128）」で説明されているように、
VirtualCenter サーバ、ESX Server ホストおよびデータストアを特定の順序でアップグ
レードする必要があります。移行前に各アップグレードを完了しない場合、データお
よびサーバ アクセスを消失することがあります。
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各アップグレード段階での順番も重要です。正確な順番でなくても構いませんが、正
確にすることをお勧めします。たとえば、ダウンタイムを最小に抑えるため、アップ
グレード ステージの特定手順の完了および繰り返しに関するヴイエムウェアの指示
に従ってください。

アップグレードを逆に行うことはできません
アップグレード プロセスは、一方通行のプロセスです。Virtual Infrastructure の一部
をアップグレードすると、アップグレードした部分は、以前の VMware ソフトウェ
アで使用するために戻すことができなくなります。

適切なバックアップおよび計画を行うことで、オリジナル ESX Server 2.x および
VirtualCenter 1.x 構成をリストアできます。

バックアップおよびリストア戦略
ヴイエムウェアでは、アップグレード前に VMware Infrastructure コンポーネントの
バックアップを作成しておくことを強くお勧めします。このセクションでは、各コン
ポーネントのバックアップおよびリストア戦略について簡単に説明します。

VirtualCenter のバックアップ
アップグレード前に、VirtualCenter データベースの完全なバックアップを作成しま
す。バックアップ方法の詳細については、使用しているデータベースのマニュアルを
参照してください。

VirtualCenter サーバリポジトリにある任意の仮想マシン テンプレートをバックアッ
プします。

VirtualCenter の以前の構成をリストアする

1 VirtualCenter 2.0 を完全にアンインストールします。

詳細に関しては、「VirtualCenter コンポーネントのアンインストール（P.84）」を
参照してください。

2 VirtualCenter 1.x データベースをバックアップからリストアします。

3 インストール プロセス中にリストアしたデータベースを選択して、オリジナル
VirtualCenter 1.x バージョンを再インストールします。

ESX Server のバックアップ
ESX Server ホストをアップグレードする前に、以下を含むサービス コンソールおよび
ローカル VMFS2 ファイル システムをバックアップします。

/etc/passwdおよび /etc/groupsファイル

カスタム スクリプト
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.vmxファイル

ローカル イメージ（テンプレート、エクスポートした仮想マシンおよび .iso

ファイル）

オリジナル ESX Server ホスト構成をリストアする

1 オリジナル バージョンの ESX Server をホストに再インストールします。

2 バックアップしたサービス コンソールおよびローカル VMFS ファイルをリスト
アします。

ESX Server システムのバックアップの詳細については、
http://www.vmware.com/pdf/esx_backup_wp.pdfで「VMware ESX Server システムおよび
VMware Virtual Infrastructure をバックアップ、リストアおよび災害復旧に使用する」
を参照してください。

仮想マシンのバックアップ
アップグレードを開始する前に、以下のいずれかの方法で、仮想マシンをバックアッ
プします。

仮想マシン ファイルをバックアップする　.vmdkファイルまたは.dskファイル、
および .vmxファイルなどの仮想マシン ファイルをバックアップします。.vmdk 
または .dsk ファイルは、VMFS2 パーティションにあります。.vmx ファイルは、
サービス コンソールに保存されます。

バックアップ エージェント　バックアップ エージェントを使用して、各仮想マ
シンをオペレーティング システム レベルでバックアップします。この方法では、
バックアップからリストアする前に、仮想マシンの .vmxおよび .vmdkファイル
を再作成する必要があります。

クローン作成　仮想マシンのクローンを別のデータストアに作成します（この場
合、UUID が変更されるので、すべての面でオリジナルと同じ仮想マシンは生成
されないので注意してください）。

事前アップグレード スクリプト
ESX Server バージョン 3.0.1 には、事前アップグレード スクリプトが用意されていま
す。このスクリプトは、ユーザーのシステムがアップグレード可能かどうかを検証
し、アップグレードの前に対処すべき問題点について警告します。ESX Server ホスト
をアップグレードする前に、「事前アップグレード スクリプトの実行（P.167）」で説
明されているように、事前アップグレード スクリプトを実行して、スクリプトによ
りフラグが付けられた問題に対処します。
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仮想マシンのダウンタイム
アップグレード プロセス中、個々のそれぞれの仮想マシンのダウンタイムを計画す
る必要があります。通常、このダウンタイムは、ステージ 3（仮想マシンのアップグ
レード）およびステージ 4（VMware Tools のアップグレード）で発生します。アッ
プグレード戦略によっては、ステージ 2（ESX Server および VMFS のアップグレード）
でも仮想マシンのダウンタイムが発生します。各ステージのダウンタイム要件につい
ては、「アップグレードのステージについて（P.128）」を参照してください。

アップグレード戦略によっては、一定時間、複数の仮想マシンをシャットダウンする
必要がないこともあります。個々の仮想マシンのダウンタイムを調整したり、補正し
て、ユーザーやお客様に合わせてスケジュールを調整できます。

例：

仮想マシン ユーザーが異なるタイム ゾーンにいる場合、特定のタイム ゾーンに
合わせて、仮想マシンを特定のホストに移行することで、準備が簡単になること
があります。このようにすると、そのタイム ゾーンで営業時間外に仮想マシンの
ダウンタイムが透過的に発生するようにホスト アップグレードを調整できます。

仮想マシン ユーザーが休みなく活動する場合、通常通りスケジュールしたメン
テナンス期間に合わせて、仮想マシンのダウンタイムを遅延できます。アップグ
レードを特定の期間内に完了させる必要はありません。どの段階で実行しても構
いません。

「インプレイスまたは移行アップグレードの戦略（P.125）」では、2つの具体的な
アップグレード戦略について説明します。

VMware アーキテクチャ変更についての理解
このセクションでは、アップグレード プロセスに関連する VMware アーキテクチャ
の変更について説明します。アーキテクチャの詳細が必要ない場合、「アップグレー
ドのステージについて（P.128）」に進んでください。

アップグレード順番がなぜ重要かを分かりやすく説明するため、以下のセクションで
は、前のバージョンとのアーキテクチャとの違いについて説明します。

仮想マシン ファイル システム フォーマット : VMFS2 から VMFS3（P.123）

VM2仮想マシン フォーマットを VM3 にアップグレードする（P.125）

仮想マシン ファイル システム フォーマット : VMFS2 から VMFS3
FAT、NTFS、HPFS、UFS、EXT3 などのファイル システム フォーマットをご存知かも
しれません。ヴイエムウェアは、VMFS という仮想マシン向けに最適化したファイル 
システムを作成しました。
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VMFS ファイル システムは、次の 2種類があります。

VMFS2　このファイル システムは、ESX Server バージョン 2.x で作成されます。

VMFS3　このファイル システムは、ESX Server バージョン 3で作成されます。
VMFS3 拡張には、マルチディレクトリ サポート、および仮想マシンのすべての
コンポーネント（.vmxと .vmdkの両方のファイル）を VMFS3 データストアに
保存するサポートが含まれます。仮想マシンは、ESX Server バージョン 3ホスト
でパワーオンにできるようになる前に、VMFS3 上に存在する必要があります。

ファイル システムを VMFS3 に変換するには、約 15分かかります。ボリュームに
残っているすべての仮想マシンのダウンタイムが必要になります。

.vmx 構成ファイルなど、すべての仮想マシン ファイルをファイバ チャネル SANや
iSCSI SAN、NAS や VMFS3 などの中央の共有ストレージに移動すると、ESX Server ホ
ストは、SAN、NAS および iSCSI で大規模なストレージ環境のメリットを受けられま
す。 仮想マシンのすべての情報が主として保存され、ESX Server 2.x と比較して、仮想
マシンの管理、バックアップ、リストア、移行およびコピーが簡単になります。すべ
ての仮想マシン データを主に VMFS3 データストアに保存することは、VMware HA な
どのより新しい VMware Infrastructure 機能でも重要です。

ファイル システムのボリュームの変換は、「アップグレードのステージについて
（P.128）」の手順 2B です。この手順の詳細については、「データストアのアップグ
レード（P.176）」を参照してください。

表 7-1.  VMFS ファイル システムへのホスト アクセス

VMFS2 データストア VMFS3 データストア

ESX Server バージョン 2ホスト 読み取り /書き込み（VMを実行） アクセスなし

ESX Server バージョン 3ホスト 読み取り専用（VMをコピー） 読み取り /書き込み（VMを
実行）

注意 VMFS ファイル システムのブロック長は、8MB以下に制限されています。ブロック長
が 8MBを超える VMFS2 ファイル システムを VMFS3 に直接アップグレードすること
はできません。8MBを超えるブロック長の VMFS2 ファイル システムをアップグレー
ドするには、「移行アップグレード（P.126）」に記載されている移行アップグレード
戦略を使用する必要があります。

警告 VMFS3 から VMFS2 に戻すことはできません。一度アップグレードされる
と、VMFS3 ボリュームは、ESX Server バージョン 3ホストのみで使用でき
ます。
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VM2仮想マシン フォーマットを VM3にアップグレードする
VMware ソフトウェアは、仮想マシンを複数のファイルに保存します。これらのファ
イルには、仮想ディスク ファイル、ゲストOS に提供されるハードウェア情報、仮想
マシン構成属性が含まれます。

仮想マシンの形式は、次の 2種類です。

VM2 仮想マシン　VM2フォーマットは、ESX Server バージョン 2で作成される仮
想マシンで使用されます。

VM3 仮想マシン　VM3フォーマットは、ESX Server バージョン 3で作成される仮
想マシンで使用されます。VM3拡張機能には、改善されたスナップショット サ
ポート、および新規ハードウェアのサポートが含まれます。

ESX Server バージョン 3は、VM2 フォーマット仮想マシンが VMFS3 データストアに
ある場合、これらを「レガシー モード」でパワーオンにできます。ただし、VM3 に
アップグレードしない場合、パフォーマンスや機能が制限されます。

VM2から VM3へのプロセスの一部では、仮想マシン .vmx 構成ファイルが ESX 
Server ホスト ファイル システムから VMFS3 データストアのディレクトリに移動さ
れ、その仮想マシンのすべてのファイルが 1つのディレクトリに収納されます。

仮想マシン フォーマットのアップグレードは、「アップグレードのステージについて
（P.128）」のステージ 3です。この手順の詳細については、「仮想マシンのアップグ
レード（P.181）」を参照してください。

インプレイスまたは移行アップグレードの戦略
このセクションでは、VMFS ボリュームおよび仮想マシンのアップグレード プロセス
を中心に説明します。アップグレード戦略は、次の 2種類です。

インプレイス アップグレード（P.125） 

移行アップグレード（P.126） 

これらの戦略の例については、「アップグレードの例（P.137）」を参照してください。

インプレイス アップグレード
インプレイス アップグレードは、通常のソフトウェア アップグレードで使用される
方法です。特定のソフトウェア パッケージをコンピュータで実行していて、同じソ
フトウェアのより新しいバージョンをインストールすることとします。この章の後半
では、2つのインプレイス アップグレードについて詳しく説明します。

警告 VM3 から VM2 に戻すことはできません。一度アップグレードされると、
VM3 フォーマット仮想マシンは、ESX Server バージョン 3のみで使用でき
ます。
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ローカル ディスクの仮想マシンでホストをアップグレードする（P.137）

インプレイスVMFSアップグレードでSANを共有するホストをアップグレードす
る（P.141）

インプレイス アップグレード戦略では、VirtualCenter サーバ、ESX Server、VMFS
ファイルシステム、およびこれらが現在配置されているホストやデータストア上の仮
想マシンをアップグレードします。

ローカル ディスクのみを使用する ESX Server ホストにおけるインプレイス アップグ
レードは、既存の ESX Server 2.x を ESX Server 3.0 に、既存の VMFS2 を VMFS3 に置き
換え、VM2フォーマット仮想マシンを VM3にアップグレードすることを意味します。

SAN LUN を共有する複数の ESX Server ホストにおけるインプレイス アップグレード
は、さらに複雑になります。1つ以上の ESX Server 2.x ホストを ESX Server 3.0 にアッ
プグレードします。次に、適切なタイミングで、SAN LUN を VMFS2 から VMFS3 に
アップグレードします。その LUNのすべての仮想マシンのダウンタイムがこの時点
で発生します。

インプレイス アップグレードのメリット
適切に準備されたデータストアおよび仮想マシンは、1回のクリックでアップグレー
ドできます。また、この戦略では、移行アップグレードよりも必要な関連資料が少な
くて済みます。

インプレイス アップグレードのデメリット
インプレイス アップグレードのデメリットは、VMFS2 から VMFS3 ファイル システム
にアップグレードするときに、特定のデータストアのすべての仮想マシンを同時にパ
ワーオフにする必要があるということです。

移行アップグレード
移行アップグレードは、インプレイス アップグレードより管理された移行です。移
行アップデートは、ESX Server バージョン 2を実行している本番ホストから ESX 
Server バージョン 3を実行している本番ホストに仮想マシンを直接移動することに
よって、ダウンタイムを最小限に抑えます。サポートされている ESX Server 2.x バー
ジョンから ESX Server 3.0.1 にアップデートする場合、VMFS2 データストアから
VMFS3 データストアに仮想マシン ファイルを再配置するのと並行して、ESX Server 
2.x ホストから ESX Server 3.0.1 ホストにパワーオン仮想マシンを移行できます。これ
によって、ホストおよびデータストアのアップグレードに伴う仮想マシンのダウンタ
イムを完全に排除できます。

移行アップグレードでは、まだ本番環境の一部ではない追加マシンおよびストレージ
の容量が必要です。

ESX Server 3.0 の「サーバの最小ハードウェア要件（P.25）」を満たしている 1つ以
上のマシン。
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本番仮想マシンの一部を保持できる十分な空のホスト ストレージ。このスト
レージ容量はできるだけ大きくする必要があります。この追加ストレージでの仮
想マシンの容量が大きいほど、すべての仮想マシンが移行されるまでの必要な操
作が少なくて済みます。

VMFS2 データストアから VMFS3 データストアへの仮想マシンの再配置と並行してパ
ワーオン マシンを移行するには、次の要件を満たす必要があります。

この機能は、特定の ESX Server 2.x バージョンからのアップグレードについてのみ
サポートされます。この機能がアップグレードする ESX Server 2.x バージョンでサ
ポートされているかどうかを確認するには、リリース ノートを参照してください。

移行する仮想マシンには、通常モードのディスクが必要です。

移行の例については、この章の後半で説明します。詳細に関しては、「VMotion を使
用した SANのホストのアップグレードとデータ ストアの再配置（P.139）」を参照し
てください。

移行アップグレードのメリット
移行アップグレードのメリットは、ESX Server ホストをアップグレードして仮想マシン
を受け入れる準備ができるまで、これらを実行したままにすることで、ミッション 
クリティカルな仮想マシンのダウンタイムを最小限に抑えることができるということ
です。移行アップグレードでは、特定のデータストアのすべての仮想マシンを同時に
パワーオフにする必要はありません。仮想マシンは、パワーオン状態でも新しい環境
に移行できます。

移行アップグレードのデメリット
このアップグレード戦略のデメリットは、追加リソースが必要になるということで
す。移行アップグレードは、ESX Server バージョン 2ホストおよび ESX Server バー
ジョン 3ホストで本番環境をそれぞれ部分的に実行できるだけの十分なリソースを
必要とします。必要な冗長性および安全措置をアップグレードするインフラストラク
チャとアップグレードしないインフラストラクチャの両方で転送中に使用可能にする
必要があります。

次の手順

アップグレードの技術的な詳細について、または問題を防ぐ方法の詳細について
は、この章の残りの部分をお読みください。

インストールのアップグレードを開始する場合、処理手順を始めるために、
「VMware VirtualCenter をアップグレードする前に（P.145）」 を参照してください。
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アップグレードのステージについて
Virtual Infrastructure を VMware VirtualCenter バージョン 2および ESX Server バージョン
3にアップグレードするには、4つの連続するステージがあります。

ステージ 1 VMware VirtualCenter のアップグレード（P.128）

ステージ 2 — ESX Server ホストおよびデータストアのアップグレード

手順 2A　VMware ESX Server ホストのアップグレード（P.133） 

手順 2B　VMFS2 から VMFS3 へのデータストアのアップグレード（P.133）

ステージ 3　仮想マシンのアップグレード（P.134）

ステージ 4　ゲストOS 内での VMware Tools のアップグレード（P.136）

ステージングの必要条件
アップグレードの各ステージを達成するまで時間をかけることができますが、以下の
点に注意してください。

各ステージは、次のステージに移動する前に完了する必要があります。

アップグレードを開始すると、前のステージに戻ることができなくなります。こ
れら各ステージは、前の戻ることができないプロセスです。

メジャー ステージには、マイナー手順が含まれるものもあります。マイナー手
順の必須順序については、各ステージ内の指示に従ってください。

ステージ 1  VMware VirtualCenter のアップグレード
このステージは、VirtualCenter サーバおよびそのデータベースをアップグレードします。

ステージ 1で予測されるダウンタイム
VirtualCenter サーバ  以下の構成要素のダウンタイムを予測します。

警告 特定のコマンドでは、複数のステージを同時にアップグレードできるの
で、本番環境をアップグレードする前に、各ステージで元に戻すことがで
きない変更について十分理解しておくことをお勧めします。

注意 このリリースで、現在のソフトウェア バージョンからのアップグレードが確実
にサポートされるようにするには、「アップグレード サポートのリリース
（P.145）」を参照してください。
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インプレイス アップグレード　ヴイエムウェアは、アップグレードによっ
て VirtualCenter サーバが 10 分間、稼動停止する必要があると予測します。
バージョン 1ソフトウェアを削除して、バージョン 2ソフトウェアをイン
ストールする必要があります。再起動は必要ありません。ダウンタイムは、
都合に合わせて全体的に計画できます。

移行アップグレード　追加のサポート マシンがある場合、ステージ 1のダ
ウンタイムを回避できます。（「VirtualCenter サーバの要件（P.21）」を参
照）。VirtualCenter バージョン 1サーバをサービス休止にする前に、
VirtualCenter バージョン 2サーバを追加マシンにインストールします。

VMware License サーバ　ダウンタイムは必要ありません。

ESX Server ホスト　ダウンタイムは必要ありません。

仮想マシン　ダウンタイムは必要ありません。

ステージ 1  前提条件
以下の項目は、インストールのステージ 1を完了するための前提条件です。

VirtualCenter リリース 1.x サーバ

VMware VirtualCenter バージョン 2インストール メディア

すべての購入した機能のライセンス キー

これらのキーには、VirtualCenter サーバ、ESX Server、Virtual SMP、VMotion、
DRS、HAが含まれます。

VirtualCenter データベースで使用されるログイン証明書、データベース名および
データベース サーバ名。データベース サーバ名は、通常、VirtualCenter データ
ベースのODBC System DSN 接続名です。

警告 ヴイエムウェアは、複数の VirtualCenter サーバマシンで 1つの ESX Server
ホストの管理をサポートしません。安全機能はありますが、何かの事情で
VirtualCenter バージョン 1とバージョン 2のサーバによって同時に管理さ
れているホストを見つける場合があるかもしれません。その場合、バー
ジョン 1サーバを直ちにシャットダウンするか、バージョン 1サーバから
ホストを削除し、仮想マシンまたは VirtualCenter データベースが破壊さ
れないようにしてください。
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ステージ 1アップグレード タスク
1 VirtualCenter サーバをバージョン 2にアップグレードします。「VirtualCenter

サーバのアップグレード（P.148）」を参照してください。このページでは、
VirtualCenter サーバのインプレイス アップグレードについて説明しています。

2 VirtualCenter データベースをアップグレードします。「VirtualCenter データベー
スのアップグレード（P.152）」を参照してください。

3 VirtualCenter クライアントのユーザの VI Client をインストールします。
「VirtualCenter クライアントを Virtual Infrastructure Client に アップグレードする
（P.157）」を参照してください。

4 ライセンス サーバをインストールします（オプション）。「Virtual Infrastructure
をアップグレードして、ライセンス サーバを使用する（P.157）」を参照してくだ
さい。（または、既存のライセンス サーバがある場合はそのライセンス サーバを
使用できます）。

ステージ 1の影響
Access データベース　Access はサポートされていません。MSDE は、サポートさ
れているデモ データベースです。

レガシー クライアント　VMware 管理インターフェイス ユーザー、リモート コ
ンソール クライアントは、VirtualCenter バージョン 2サーバに接続できません。
ただし、任意のブラウザから VirtualCenter バージョン 2サーバURL に接続して、
Windows Virtual Infrastructure Client をダウンロードできます。ESX Server 2.x ホ
ストは VirtualCenter サーバ 2.0 によって管理されるようになりましたが、管理イン
ターフェイスおよびリモート コンソール クライアントは今までと同様に ESX 
Server 2.x ホストに直接接続できます。

ステージ 2　ESX Server ホストおよびデータストアのアップ
グレード

アップグレードに十分な空きスペースがあるか確認し、発生し得る他のアップグレー
ド問題を確認するには、事前アップグレード スクリプトを実行します。詳細に関し
ては、「事前アップグレード スクリプトの実行（P.167）」を参照してください。

ローカル ディスクでの ESX Server ホストのアップグレード戦略
共有 SANなしで、ローカル ディスクのみで ESX Server ホストをアップグレードする
場合、アップグレード手順は簡単になります。ESX Server ホストの CD-ROMドライ
ブに製品 CDを挿入して、「ESX Server ホストのアップグレード（P.165）」に説明され
ているように、ESX Server ホストをアップグレードします。これにより、以下のコン
ポーネントがアップグレードされます。

esx_vc_installation_guide.book  130 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 131

7 章 VMware Infrastructure アップグレードの計画

  

ESX Server（インプレイス）

VMFS ファイル システム（インプレイス）

以下のコンポーネントはアップグレードされません。

仮想マシン

各マシン内の VMware Tools

詳細な説明については、「ローカル ディスクの仮想マシンでホストをアップグレード
する（P.137）」を参照してください。

SAN での ESX Server ホストのアップグレード戦略
このセクションの残りの部分では、SANベースの共有 VMFS データストアでのホス
トのアップグレードについて説明します。ここでの問題は、共有している VMFS ディ
スクのアップグレードです。たとえば、1つの VMFS ディスクに依存するサーバが複
数ある場合、そのディスクをどのようにアップグレードするかです。

1つの方法としては、すべてのサーバを最初にアップグレードして、次にディスクを
アップグレードします。この方法は可能ですが、ダウンタイムが長くなります。この
環境のすべての仮想マシンは、ESX Server 3.0 ホストがレガシー VMFS2 ストレージに
存在する仮想マシンを実行できないという主要制限により、プロセス中ダウン状態に
する必要があります。

幸いにも、仮想マシンのダウンタイムを最小化および軽減できる 2つの戦略があり
ます。これらの 2つの方法では、追加の見解および計画が必要になります。

状況によっては、共有 SAN環境のアップグレードに以下のいずれかの戦略を考慮で
きます。

個別の VMFS3 データストアへの移行アップグレード（「VMotion を使用した SAN
のホストのアップグレードとデータ ストアの再配置（P.139）」の例を参照）

各 VMFS2 データストアのインプレイス アップグレード（「インプレイス VMFS
アップグレードで SANを共有するホストをアップグレードする（P.141）」を参
照）

個別の VMFS3 データストアへの移行アップグレードには、レガシー環境から新しい
環境への仮想マシンの移行が含まれます。

メリット　この手順での仮想マシンのダウンタイムをゼロにできます。

デメリット　マシンを 1つずつ移行すると、時間がかかります。また、追加の
ディスク リソースが必要になります。各仮想マシンの仮想ディスクが VMFS2 ボ
リュームから VMFS3 ボリュームにコピーされます。

esx_vc_installation_guide.book  131 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



インストールおよびアップグレードガイド

132 VMware, Inc.  

インプレイス アップグレードには、基本的に、ESX Server ホストのサブセットのアッ
プグレード、次にそれらの関連する VMFS2 ボリュームのインプレイスのアップグ
レードが含まれます。このプロセスは、ESX Server ホストおよびディスクのサブセッ
トに複数回繰り返すことができます。

メリット　インプレイス アップグレードは、移行アップグレードより時間がか
かりません。また、追加のディスクおよびサーバ リソースも必要ありません。

デメリット　仮想マシンのグループには、それらが存在する VMFS2 ボリュームが
アップグレードされている間、同時にダウンタイムが発生する必要があります。

どの戦略でも、2つの基本手順を実行する必要があります。このセクションの残りの
部分では、これらの基本処理手順について説明します。

1 手順 2A　VMware ESX Server ホストのアップグレード（P.133）

2 手順 2B　VMFS2 から VMFS3 へのデータストアのアップグレード（P.133）

ステージ 2で予測されるダウンタイム
ESX Server ホスト  以下の構成要素のダウンタイムを予測します。

手順 2A　移行またはインプレイスのどちらのアップグレードを選択しても、
アップグレードのために各ホストを再起動し、アップグレードがインストー
ルされた後にも再起動する必要があります。アップグレードには、各ホスト
が約 40 分間稼動停止になることが予測されます。仮想マシンは、ダウンタ
イムを防ぐために VMotion で移行できます。

手順 2B　インプレイス アップグレードの場合、各データストア ファイル シ
ステム パーティションは、アップグレード中、アップグレードを実行する
ホスト以外、すべての ESX Server ホストで使用不可能である必要がありま
す。移行アップグレードの場合、VMFS2 データストアは、アップグレード
の前に仮想マシンが空になるので、アップグレードは ESX Server ホストに影
響はありません。

仮想マシン　インプレイス アップグレードの場合、ホストをアップグレードし
てから、VMFS2 データストアが VMFS3 にアップグレードされるまで、ダウンタ
イムが発生します。移行アップグレードの場合、ホストまたはデータストアの
アップグレード中に仮想マシンダウンタイムは発生しません。

注意 この章で説明されているこの移行シナリオでは、ESX Server 3.0.1 の新機能を使用して
います。この機能は、特定の ESX Server 2.x バージョンからのアップグレード以外で
はサポートされません。サポートされる ESX Server 2.x バージョンについての詳細は、
リリース ノートを参照してください。サポートされていないESX Server 2.x バージョン
から ESX Server 3.0.1 に直接アップグレードする必要がある場合は、付録 C 「その他
のマイグレーション アップグレード シナリオ（P.201）」で説明されている代替移行シ
ナリオを使用できます。
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「手順 2A　VMware ESX Server ホストのアップグレード（P.133）」および「手順 2B　
VMFS2 から VMFS3 へのデータストアのアップグレード（P.133）」も参照してくださ
い。

手順 2A　VMware ESX Server ホストのアップグレード
手順 2A には、以下の影響があります。

VM2仮想マシン　VM2フォーマット仮想マシンは、VMFS2データストアに残りま
す。ESX Server 3.0 ホストは、VMFS2 データストアの VM2 フォーマット仮想マ
シンをパワーオンできなくなります。VMFS3 データストアに移行する前に VM2
フォーマット仮想マシンをパワーオンにしようとすると、エラーが発生します。

VMFS2 データストア　VMFS2 データストアは、アップグレードされるか、ス
テージ 2の終了時に ESX Server 3.0 ホストで読み取り専用になります。必要な
VMFS2 から VMFS3 へのアップグレードは、次のステージで実行されます。

レガシー クライアント　VMware管理インターフェイス ユーザーおよびリモート 
コンソール クライアントは、ESX Server バージョン 3ホストに接続できません。
ただし、任意のブラウザから ESX Server バージョン 3ホストURL に接続して、
WindowsVirtual Infrastructure Client をダウンロードできます。

手順 2B　VMFS2 から VMFS3 へのデータストアのアップグレード
VMFS2 から VMFS3 へのアップグレードは、ファイル システムへの非破壊プロセスで
す。VMFS2 ボリュームに保存されている仮想マシンは削除されません。VMFS2 ボ
リュームのディスクでのすべての仮想マシンはパワーオフである必要があります。

手順 2B には、以下の影響があります。

ESX Server バージョン2ホスト　手順2Bが終了すると、もはやサポートされなく
なります。  ESX Server バージョン 2ホストは、VMFS3 データストアにアクセス
できません。

ESX Serverバージョン3ホスト　アップグレードのためだけにVMFS2データスト
アを読み取ります。ESX Server バージョン 3ホストは、VMFS2 データストアから
仮想マシンをパワーオンにできません。

VM2 フォーマット仮想マシン　VMFS3 データストアに移行されても、レガシー 
モードでパワーオンにできます。

アップグレードされない（VM2フォーマット）仮想マシンは、適切な ESX Server
インベントリに残ります。手動 VM3 アップグレードが、ステージ 4で発生し
ます。
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VMFS2 データストア　仮想マシンの実行はサポートされなくなりました。
VMFS2 データストアは、アップグレードされるか、サービスから削除されます。
VMFS2 パーティションのすべての仮想マシンは、適切な ESX Server 3.0 ホストに
登録されたままになります。ただし、VM2フォーマット仮想マシンをパワーオン
にしようとすると、フェイルして、IncompatibleVersionエラー メッセージが
表示されます。

VMFS3 データストア　手順 2B が終了すると、すべての使用可能な仮想マシンが
含まれます。VMFS3 パーティションのすべての仮想マシンは、適切な ESX Server
バージョン 3ホストに登録されます。

ステージ 3　仮想マシンのアップグレード
ステージ 3では、残りの VM2 フォーマット仮想マシンを手動でアップグレードしま
す。 VM3 フォーマット アップグレードを行うと、スナップショットが改善され、他
の機能も拡張されます。

ステージ 3で予測されるダウンタイム
VirtualCenter サーバ　ダウンタイムは必要ありません。

ESX Server ホスト　ダウンタイムは必要ありません。

VMware ライセンス サーバ ダウンタイムは必要ありません。

仮想マシンマシン　アップグレードでは、各仮想マシンが 30分間稼動停止にな
ることが予測されます。ダウンタイムは、複数の仮想マシンでコンカレントにす
ることができます。

ステージ 3前提条件
以下の項目は、インストールのステージ 3を完了するための前提条件です。

すべての .vmdk ファイルは、VMFS3 データストアの ESX Server ホストで使用でき
る必要があります。

以下の場合、仮想マシンをアップグレードできます。

警告 すべての仮想マシンが VMFS3 データストアに移動されるまで、ステージ
3に進まないでください。

警告 ステージ 3アップグレードは元に戻すことができないプロセスです。 アッ
プグレードされた仮想マシンは、VMFS2 データストアに再配置されても、
ESX Server バージョン 2ホストで再びパワーオンにできなくなります。
ESX Server バージョン 2ホストで再び使用する場合、あらかじめバック
アップを作成しておいてください。
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VMFS3 またはNAS データストアに保存されている

中断ファイルがない

仮想ディスクが少なくとも 1つある

ステージ 3の影響
VM2フォーマット仮想マシン　このステージが終了すると、アップグレードさ
れます。

VM3 フォーマット仮想マシン　すべての仮想マシンのフォーマットです。

ステージ 3　アップグレード タスク
1 インベントリの仮想マシンを選択します。

2  [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] を選択し
ます。

この手順の詳細については、「データストアのアップグレード（P.176）」を参照して
ください。

または、スクリプトを実行して複数の仮想マシンを VM2 から VM3 にアップグレード
して、それらの VMware Tools バージョンをアップグレードできます。詳細に関して
は、「複数の仮想マシンでのハードウェアおよび VMware Tools の アップグレード
（P.183）」を参照してください。

VM3仮想ハードウェア フォーマットにアップグレードすると、以下のようになります。

.vmx 構成ファイルが、VM3 フォーマットにアップデートされます。

.vmdk 仮想ディスク ファイルが、VMDK3 フォーマットにアップデートされま
す。これにより、複数のスナップショットなどの機能が有効になります。

.vmx および .vmdk ファイルが、VMFS3 ボリュームの 1つのディレクトリにまと
められます。これにより、データストアを共有する ESX Server ホストで仮想マ
シンを使用できるようになります（移行アップグレードで仮想マシンがこの
VMFS3 データストアに再配置された場合、これらのファイルは仮想ハードウェ
アのアップグレードが行われる前に既に VMFS3 ボリュームに配置されていま
す）。

警告 すべての仮想マシンが VM3 フォーマットにアップグレードされるまで、
ステージ 4に進まないでください。 
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ステージ 4　ゲストOS内での VMware Tools のアップグレード
VMware Tools には、VMware 仮想マシンでエミュレートおよび仮想化されるハード
ウェアに合わせてカスタマイズされたドライバが含まれます。VMware Tools をアッ
プグレードすると、ゲストOSのパフォーマンスおよび安定性が最適になります。

ステージ 4で予測されるダウンタイム
VirtualCenter サーバ　ダウンタイムは必要ありません。

ESX Server ホスト　ダウンタイムは必要ありません。

VMware ライセンス サーバ ダウンタイムは必要ありません。

仮想マシン　VMware Tools のアップグレードの一部として一度、再起動する必
要があります。

ステージ 4前提条件
以下の項目は、インストールのステージ 4を完了するための前提条件です。

サポートされるゲストOSは、仮想マシンにインストールする必要があります。

仮想マシンのパワーオンを可能にするライセンスをインストールする必要があり
ます。

ステージ 4アップグレード手順
1 仮想マシンを起動します。

2 VMware Tools を VirtualCenter 2.0 クライアントからインストールします。手順に
ついては、「VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）」を参照してください。

または、スクリプトを実行して複数の仮想マシンを VM2 から VM3 にアップグレード
して、それらの VMware Tools バージョンをアップグレードできます。詳細に関して
は、「複数の仮想マシンでのハードウェアおよび VMware Tools の アップグレード
（P.183）」を参照してください。

ステージ 4 の影響
VMware Tools 2　このステージが終了すると、すべての仮想マシンで、VMware 
Tools 2 から VMware Tools 3 にアップグレードされます。

VMware Tools 3　すべての仮想マシンで使用されます。

次のセクションでは、いくつかのアップグレード シナリオについて説明します。
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アップグレードの例
このセクションでは、表 7-2 にリストされている 4つの固有アップグレード シナリ
オについて詳しく説明します。これらのシナリオは、一般的な Virtual Infrastructure
環境で可能なアップグレード パスの一部を示しているだけです。すべての可能な
アップグレード パスを包括的に説明したものではありません。

ぞれぞれの予測時間を以下に示します。

ESX Server アップグレードでは、ホストあたり 40 分

VMFS アップグレードでは、15～ 20 分

VMアップグレードでは、仮想マシンあたり 1分

ローカル ディスクの仮想マシンでホストをアップグレードする
このインプレイス アップグレード シナリオでは、1台の ESX Server ホスト、内部
VMFS データストア、1つのセッションのすべての仮想マシンをアップグレードしま
す。ESX Server ホストは、アップグレード中、使用できません。

表 7-2.  アップグレードの例
シナリオ 方法 長所 短所

ローカル ディスクの仮
想マシンでホストをアッ
プグレードする（P.137）

VirtualCenter サーバ、
ESX Server および
VMFS のインプレイス 
アップグレード 

新規ディスク
およびサーバ
なしでアップ
グレードする

ディスクのすべての仮想
マシンにダウンタイムが
発生する

VMotion を使用した
SANのホストのアップ
グレードとデータ スト
アの再配置（P.139）

VirtualCenter サーバお
よび ESX Server のイン
プレイス アップグ
レード
VMFS の移行アップグ
レード 

仮想マシン ダ
ウンタイムを
回避できる

ストレージの複製が必要
仮想マシンのVMFS3デー
タストアへのコピーが遅
くなる可能性がある
ネットワーク オーバー
ヘッドが高い

インプレイス VMFS アッ
プグレードで SAN を共
有するホストをアップグ
レードする（P.141）

VirtualCenter サーバ、
ESX Server および
VMFS のインプレイス 
アップグレード 

新規ディスク
およびサーバ
なしでアップ
グレードする

ディスクのすべての仮想
マシンにダウンタイムが
発生する

表 7-3.  ローカル ディスクを使用する仮想マシンでの 1台のホストのアップグレード
の要約

ESX Server ホスト
内部 SCSI ドライ
ブまたは RAID

ネットワーク ストレージ
または SANボリューム

手動アップグレー
ド時間

1 1 0 2 時間
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このアップグレード シナリオでは、図 7-1 のような、各 ESX Server ホストのローカル
VMFS2 ストレージにその独自な仮想マシンが保存されている環境に適しています。

図 7-1.  「ローカル ディスクの仮想マシンでホストをアップグレードする（P.137）」
の一般的な環境

ローカル ディスクの仮想マシンで 1台のホストをアップグレードする

1 VirtualCenter バージョン 1.x をバージョン 2にアップグレードします。

詳細に関しては、「VirtualCenter アップグレードの実行（P.147）」を参照してく
ださい。

2 すべての仮想マシンの電源を切ります。

3 ESX Server バージョン 2.x をバージョン 3にアップグレードします。ESX Server
ホストを VirtualCenter サーバに再接続します。

詳細に関しては、「ESX Server ホストのアップグレード（P.165）」を参照してく
ださい。

4 VMFS2 を VMFS3 にインプレイス アップグレードします。

「データストアのアップグレード（P.176）」を参照してください。

VMFS2

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2

VMFS2

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2

VMFS2

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2

ODBC

ESX 2 ESX 2

ESX 2

VirtualCenter 1.x
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5 仮想マシンを VM2 フォーマットから VM3 にアップグレードします。

詳細に関しては、「仮想マシンのアップグレード（P.181）」を参照してください。
この手順では、すべての仮想マシン ファイルが VMFS3 データストアに移行され
ます。

6 VMware Tools 2 を VMware Tools 3 にアップグレードします。

詳細に関しては「 VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）」を参照してくだ
さい。

このシナリオでは、ディスク上のすべての仮想マシンでダウンタイムが発生します。

VMotion を使用した SANのホストのアップグレードとデータ
ストアの再配置

このシナリオでは、SANデータストアで VMFS2 ボリュームを共有する複数の ESX 
Server ホストをアップグレードします。このアップグレードの一般的な環境は、
図 7-2 のとおりです。

注意 このタイプの移行アップグレードは、共有モードの VMFS2 データストアに配置され
ている仮想マシンでは使用できません。共有 VMFS2 ボリュームでのアップグレード
についての詳細は、「Microsoft Cluster Service のセットアップ」を参照してください。

表 7-4.  ネットワーク コピーを使用して SANを共有する複数のホストのアップ
グレードの要約

ESX Server ホスト
内部 SCSI ドライ
ブまたは RAID

ネットワーク ストレージ
または SANボリューム

手動アップグレード
時間

2 つ以上 0 1 つ以上 4時間以上（ホストの
数により異なります）
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図 7-2.  「VMotion を使用した SANのホストのアップグレードとデータ ストアの再配
置（P.139）」の一般的な環境

VMotion を使用して SANのホストをアップグレードし、データストアを再配置する

1 VirtualCenter リリース 1.x をバージョン 2にアップグレードします。

詳細に関しては、「VirtualCenter アップグレードの実行（P.147）」を参照してく
ださい。

2 VMotion を使用して、すべての仮想マシンを ESX Server バージョン 2.x ホストか
ら移動します。

3 空になったホストを ESX Server バージョン 3にアップグレードします。

詳細に関しては、「ESX Server ホストのアップグレード（P.165）」を参照してく
ださい。

4 このホストを使用して、新規 VMFS3 ボリュームを SANで作成します。

このボリュームは、アップグレードする VMFS2 ボリュームのストレージ キャパ
シティ以上でなければなりません。

5 仮想マシンでダウンタイムを発生させずに、ESX Server ホストと新規の VMFS3
データストアに仮想マシンを移行します。

ODBC
VirtualCenter 1.x

ESX 2 ESX 2

VMFS2

SAN

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2

注意 VMFS2 データストアから VMFS3 データストアに仮想マシン ディスク ファイルを
コピーする途中で移行がフェイルした場合、仮想マシンをパワーオフし、仮想マ
シンを VMFS3 データストアに再配置する必要があります。
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6 ESX Server バージョン 3ホストを使用して、仮想マシンを VM2フォーマットか
ら VM3 にアップグレードします。

詳細に関しては「仮想ハードウェアの VM3 フォーマットへのアップグレード
（P.181）」を参照してください。

7 ゲストOS内から VMware Tools 2 から VMware Tools 3 にアップグレードします。

詳細に関しては「VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）」を参照してくだ
さい。

8 同じ方法で、残りの仮想マシンを移行します。

インプレイス VMFS アップグレードで SANを共有するホストを
アップグレードする

この例では、SANデータストアを共有する複数の ESX Server ホストのアップグレード
について説明します。このアップグレードの一般的な環境は、図 7-3 のとおりです。

表 7-5.  VMFS データストアが配置されている SANの複数のホストのインプレイス 
アップグレードの要約

ESX Server ホスト
内部 SCSI ドライ
ブまたは RAID

ネットワーク ストレージ
または SANボリューム

手動アップグレード
時間

2 つ以上 0 ボリュームがホストより
多くある

4時間以上（ホストの
数により異なります）
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図 7-3.  「インプレイス VMFS アップグレードで SANを共有するホストをアップグ
レードする（P.141）」の一般的な環境

このタイプのアップグレードを実行する前に、ホスト仮想マシン LUN（HVL）アライ
メントを実行しておく、つまり、特定の LUNのすべての仮想マシンが 1つの ESX 
Server ホストのみに関連付けられるように仮想マシンを移行しておくことをお勧めし
ます。ホスト、仮想マシンおよび LUNがこの方法で調整されていると、他のホスト
およびデータストアへの影響を考慮せずに、ホストと VMFS2 データストアをペアで
アップグレードできます。

通常、HVL アライメントは、VMotion を使用して仮想マシンをホストで調整すること
で実行できます。これができない場合、コールド移行が必要です。コールド移行によ
り発生する追加仮想マシン ダウンタイムが、HVL アライメントを実行した場合のメ
リットを超えることがあります。

ODBC
VirtualCenter 1.x

ESX 2 ESX 2

VMFS2

SAN

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2

VMFS2

SAN

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2
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図 7-4.  HVL アライメント前の一般的な環境

図 7-5.  HVL アライメント後の一般的な環境
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インプレイス VMFS アップグレードで SANを共有するホストをアップグレードする 

1 VirtualCenter バージョン 1.x をバージョン 2にアップグレードします。

詳細に関しては、「VirtualCenter アップグレードの実行（P.147）」を参照してく
ださい。

2 アップグレードするホストおよびデータストアのペアを選択します。ホストのす
べての仮想マシンをパワーオフにします。

3 このホストを ESX Server バージョン 3にアップグレードします。

詳細に関しては、「ESX Server ホストのアップグレード（P.165）」を参照してく
ださい。

4 ファイル システムを VMFS2 から VMFS3 にインプレイス アップグレードします。

「データストアのアップグレード（P.176）」を参照してください。

5 仮想マシンを VM2 フォーマットから VM3 にアップグレードします。

詳細に関しては「仮想ハードウェアの VM3 フォーマットへのアップグレード
（P.181）」を参照してください。この手順では、すべての仮想マシン ファイルが
VMFS3 データストアに移行されます。

6 VMware Tools 2 を VMware Tools 3 にアップグレードします。

詳細に関しては「VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）」を参照してくだ
さい。

次の手順

VirtualCenter のアップグレード（P.145）
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8

以下のセクションでは、VMware VirtualCenter アップグレードの手順と問題点を説明
します。

VMware VirtualCenter をアップグレードする前に（P.145）

VirtualCenter アップグレードの実行（P.147）

VMware VirtualCenter をアップグレードする前に
このセクションでは、注意すべき重要な考慮事項、および VirtualCenter アップグ
レード前の準備について説明します。

アップグレード サポートのリリース（P.145）

VirtualCenter サーバをアップグレードする前に（P.146）

アップグレード サポートのリリース
以前の VirtualCenter リリースからのアップグレードは、以下のとおりサポートてい
ます。

VirtualCenter アップグレードは、VirtualCenter 1.0 ～ 1.4 から VirtualCenter 2.0 リ
リースでサポートされています。 

VirtualCenter のアップグレード 8

警告 VMware ESX Server をアップグレードする前に、VMware VirtualCenter をアッ
プグレードする必要があります。ただし、この章のいくつかのアップグレー
ド手順は、VMware ESX Server をインストールした後に行う必要があります。 
このマニュアルで説明されているステージでアップグレードしない場合、
データおよびサーバへのアクセスが消失することがあります。詳細に関して
は、「アップグレードのステージについて（P.128）」を参照してください。
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サポートされていないアップグレードには、すべての VirtualCenter ベータ リリー
スが含まれます。これらのリリースからのアップグレードは、フェイルしてデー
タが消失し、構成が使用できなくなることがあります。

表 8-1 は、アップグレードがサポートされている VirtualCenter のバージョンです。

VirtualCenter サーバをアップグレードする前に
VirtualCenter サーバをアップグレードする前の考慮事項は次のとおりです。

VirtualCenter バージョン 2サーバは、TCP/IP ポート 80 と 443 を使用する（P.146）

VirtualCenter バージョン 2サーバは GSX Server ホストで実行できない（P.147）

VirtualCenter データベースをアップグレードする（P.147）

MDAC 2.6 以上をWindows 2000 Server SP4 にインストールする（P.147）

VirtualCenter バージョン 2サーバは、TCP/IP ポート 80 と 443 を使用する
以前のリリースでは、TCP/IP ポート 80（http）またはポート 443 を使用して、同じ
マシン上で VirtualCenter サーバをWeb サーバとして実行できました。この構成は、
ポートの衝突の原因になるため、今後は使用できなくなりました。VirtualCenter サー
バは、Virtual Infrastructure Web クライアントに TCP/IP ポート 80 および 443 を使用
します。

表 8-1.  VirtualCenter アップグレード サポート

VMware VirtualCenter バージョン VirtualCenter バージョン 2のアップグレード サポート 

VirtualCenter ベータ リリース
（任意）

アップグレード サポートなし

VirtualCenter リリース 1.0 先に VirtualCenter バージョン 1.2 へのアップグレード
を行ってください。1

1. 少なくとも VirtualCenter バージョン 1.2 にアップグレードしていない場合、データベース 
は保持されません。

VirtualCenter リリース 1.1 先に VirtualCenter バージョン 1.2 へのアップグレード
を行ってください。1

VirtualCenter リリース 1.2 あり

VirtualCenter リリース 1.3 あり

VirtualCenter リリース 1.3.1 あり

VirtualCenter リリース 1.4 あり
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VirtualCenter バージョン 2サーバは GSX Server ホストで実行できない
VirtualCenter バージョン 2サーバは、GSX Server ホストに存在することができません。 
これらの VMware アプリケーションは、同じ TCP/IP ポート（特に 80 および 902）を
使用します。

VirtualCenter サーバ アップグレードの実行後に、GSX Server ソフトウェアを削除で
きます。ただし、同じマシンで両方の製品を使用すると、以下のようなエラーが発生
します。

VirtualCenter バージョン 2サーバへのWebアクセスがなくなる

Virtual Infrastructure Client を使用して接続すると、以下のメッセージが表示さ
れる
530 Please Login with USER and PASS

GSX Server クライアントを使用すると、接続が削除されるか、フェイルする

VirtualCenter データベースをアップグレードする
VirtualCenter サーバのアップグレードの一部として、データベースをアップグレード
する必要があります。VirtualCenter サーバ リリース 1.x とバージョン 2に同じデータ
ベースを使用することはできません。

アップグレード プロセスを開始する前に、「VirtualCenter データベースのアップグ
レード（P.152）」をよくお読みください。

MDAC 2.6 以上をWindows 2000 Server SP4 にインストールする
Windows 2000 Server Service Pack 4 が動作しているコンピュータにインストールされ
た VirtualCenter サーバをアップグレードする場合、データベースを正しくアップグ
レードするには、Microsoft Data Access Components（MDAC）バージョン 2.6 以降
をインストールする必要があります。
http://msdn.microsoft.com/data/ref/mdac/downloads/からMDACの最新バージョンをダ
ウンロードしてください。

VirtualCenter アップグレードの実行
このセクションでは、VirtualCenter サーバおよび ESX Server インフラストラクチャの
（4つのアップグレード ステージの中から）ステージ 1について説明します。すべて
のステージのリストについては、「アップグレードのステージについて（P.128）」を
参照してください。

警告 VirtualCenter データベース アップグレード ウィザードが起動すると、追
加フィールドによりデータベースがアップデートされ、VirtualCenter 1.x
サーバでデータベースを使用できなくなります。
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VirtualCenter のアップグレードには、以下の手順があります。

VirtualCenter サーバのアップグレード（P.148）

VirtualCenter データベースのアップグレード（P.152）

VirtualCenter クライアントを Virtual Infrastructure Client に アップグレードする
（P.157）

Virtual Infrastructure をアップグレードして、ライセンス サーバを使用する
（P.157）

VirtualCenter サーバのアップグレード
VirtualCenter 2.0 インストーラは、以前の VirtualCenter リリースを検知し、アンイン
ストールします。アンインストール後、実際の VirtualCenter 2.0 のインストールが開
始されます。

この操作では、アップグレードする VirtualCenter サーバのダウンタイムが必要です。
仮想マシンの電源を切る必要はありません。

VirtualCenter サーバをアップグレードする手順

1 VirtualCenter インストーラを起動します。

インストーラ CDを挿入するか、VirtualCenter インストーラ ファイルを VMware
セキュアWebサイトからローカル ドライブにダウンロードします。

2 インストーラを実行します。

CD の場合　[ 自動実行 ] メニューの [VirtualCenter/webCenter] をクリックし
ます。

ダウンロードする場合　vmware-vcserver.exe アイコンをダブルクリックし
ます。

スプラッシュ スクリーンが表示されます。VirtualCenter インストーラは、コン
ポーネントのインストールの準備をします。プログレス ダイアログ ボックスが
表示されます。

[ようこそ ] ページが表示されます。

3 VirtualCenter サーバをインストールすることを確認します。インストーラは、以
前のインストールを認識し、削除することを警告します。[次へ ] をクリックし
ます。

使用許諾契約書が表示されます。

注意 [ キャンセル ] をクリックすると、いつでもアップグレードを停止できます。
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4 使用許諾契約書を読み、諸条件に同意する場合は [ 同意する ] をクリックしま
す。[次へ ] をクリックします。

[ユーザー情報 ] ページが表示されます。

5 ユーザー名および会社名を入力します。[次へ ] をクリックします。

[インストール先フォルダ ]ページが表示されます。

6 VirtualCenter サーバをインストールするインストール先フォルダを選択します。
[次へ ] をクリックします。

[設定タイプ ] ページが表示されます。

7 設定のタイプを選択して、[次へ ] をクリックします。

[ 通常 ]　通常の設定を使用して、クイック インストールを実行する場合、こ
のオプションを選択します。

[ カスタム ]　アップグレードのすべての詳細を構成する場合、このオプション
を選択します。

たとえば、VI Web Access をインストールしない場合、カスタム インストー
ルを使用します。

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

8 「VirtualCenter サーバ データベースの準備（P.69）」で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。[ 次へ ] をクリックします。

[データベース情報 ]ページが表示されます。

9 データベース接続情報（Oracle および SQL）を入力します。

a データベースに関連するシステム データ ソース名（DSN）を入力します。

これは、ユーザーDSN ではなく、システムDSNでなければなりません。
ユーザーDSN を指定すると、インストールはフェイルします。

b これがWindows NT 認証を使用するローカルの SQL Server データベースの
場合は、ユーザー名とパスワードを空白にしておきます。それ以外の場合
は、ユーザー名とパスワードを入力します。

注意 サポート対象のデータベースを構成してない場合、MSDE データベースのインス
トールを選択する必要があります。あるいは、アップグレードをキャンセルし、
サポートされているデータベースをインストールまたは構成する必要がありま
す。サポート対象のデータベースを使用できない場合、VirtualCenter インストー
ラを続行できません。

注意 この手順は、MSDE データベース設定にはありません。
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c [ 次へ ] をクリックします。

10 VirtualCenter サーバのライセンス サーバを構成します。

ライセンス サーバをインストール済みの場合、このダイアログボックスは表示
されません。手順 11 に進んでください。

ライセンス サーバは VirtualCenter サーバと同じマシンにインストールすること
をお勧めします。同じマシンインストールすると、ライセンス プールの可用性
が可能な限り高くなります。別のマシンにライセンス サーバをインストールす
る場合は、ライセンス サーバをまだインストールしていなくても [VirtualCenter
を構成して既存のライセンス サーバを使用する ] を選択します。

このマシンにライセンス サーバをインストールするか、既存のライセンス サー
バを別のマシンで使用するように VirtualCenter を構成します。

VirtualCenter サーバにライセンス サーバをインストールします。

ライセンス ファイルはこのマシンに保存されている必要があります。

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

b ライセンス ファイルを参照して、[次へ ] をクリックします。

既存のライセンス サーバを使用するように VirtualCenter を構成します。

インストール済みのライセンス サーバがなくても問題ありません。

a  [VMware VirtualCenter サーバの構成 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

b VirtualCenter ライセンス サーバのネットワーク上の場所を設定します。

以下のいずれかの形式で、VirtualCenter ライセンス サーバのポートおよび
ホスト名を入力します。

port@hostname（例：27000@testserver.vmware.com）

port@ip.address （例：27000@192.168.123.254）

注意 接続がフェイルすると、以下の警告が表示されます。「‘<DSN_Name>’ DSN
が存在しないか、システムDSN ではありません。VirtualCenter はシステム
DSNのみを受け取ります。[ODBC DSN 設定 ] ボタンを使用して、ODBC Data 
Source Administrator を開始して定義してください。」

[OK] をクリックし、続行できるようになるまでデータベース接続情報を再入
力します。問題が発生した場合、「VirtualCenter サーバ データベースの準備
（P.69）」を参照してください。

注意 VirtualCenter バージョン 2サーバでは、ライセンス サーバが必要です。
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ライセンス サーバをインストールしていない場合、デフォルト ポート エン
トリーをそのまま使用します。詳細に関しては、「スタンドアロン ライセン
ス サーバのインストール（P.64）」を参照してください。

c [ 次へ ] をクリックします。

[VirtualCenter Web Service] ページが表示されます。

11 VirtualCenter SDK Web サービスを構成します。

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

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

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

d VirtualCenter ポート（VirtualCenter が VI Client との通信に使用するポート）
を入力します。デフォルトは 902 です。

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

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

g [ 次へ ] をクリックします。

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

12 VirtualCenter Web サーバを構成します。

a Web サーバが通信する TCP/IP ポートを確認します。

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

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

d [ 次へ ] をクリックして、Webサーバの構成を完了します。

13 [ インストール ] をクリックして、インストールを開始します。

注意 このダイアログ ボックスでは、VMware Software Development Kit（SDK）の
Webサービスを構成します。このWebサービスは、クライアント ダウンロード
および管理機能を提供する VirtualCenter サーバWebサーバとは異なるので注意
してください。

注意 VirtualCenter バージョン 1クライアントがこのマシンで開いている場合、インス
トーラは、クライアントを閉じてアップグレードを続行するか尋ねます。
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インストールには数分かかります。VirtualCenter サーバのアップグレード中、複
数のプログレス バーが表示されます。

14 ダイアログ ボックスに [VMware VirtualCenter データベースの設定をこのマシン
から削除しますか ] というメッセージが表示されます。今後のインストール用に
これらの設定を保存しておく場合は、[ いいえ ] を選択します。

データベース アップグレード ウィザードでアップグレードを実行するため
に VirtualCenter データベースを保存しておく場合は、[いいえ ] をクリック
します。

Microsoft Access データベースを使用しており、VirtualCenter データベースが
必要ない場合は [ はい ] をクリックします。

[インストール完了 ]ページが表示されます。

15 インストールが終了したら、VMware VirtualCenter サーバ 2.0 データベース アッ
プグレードの起動ウィザードを選択して、データベースをアップグレードしま
す。[終了 ] をクリックして、VirtualCenter サーバのインストールを完了します。

データベース アップグレード ウィザードが起動します。

16 「データベース アップグレード ウィザードの使用方法（P.155）」に進んでくださ
い。

VirtualCenter データベースのアップグレード
このセクションでは、VirtualCenter データベースのアップグレード方法について説明
します。「データベース アップグレード ウィザードの使用方法（P.155）」の手順に
従って、データベースをアップグレードします。間違って削除したデータベース
DNS をリストアするには、「データベースDSNの修復（P.156）」の手順に従ってくだ
さい。

警告 この VirtualCenter サーバに接続されるすべての VMware クライアントは切
断されています。手順 13中に仮想マシンにアクセスするには、VMware ク
ライアントは、該当する ESX Server ホストに直接接続する必要があります。

警告 ここで [ はい ] をクリックすると、DSNが削除され、データベース アップ
グレード ウィザードでの VirtualCenter データベースのアップグレードは
実行できません。DSNを回復するには、「データベースDSN の修復
（P.156）」の説明に従ってください。

注意 データベースを保持する場合、VirtualCenter サーバ バージョン 1またはバージョン 
1.1 構成をバージョン 1.2 以上にアップグレードする必要があります。
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既存の VirtualCenter データベースを VirtualCenter バージョン 2サーバでサポートさ
れているいずれかのデータベース フォーマットにマイグレーションする場合、以下
の 3つの問題が発生します。

 [ データベースのアップグレード ] オプションを選択すると、データベースのアッ
プグレード用の該当するスクリプトが起動し、進捗状況、ステータス、および発
生したエラー メッセージが VirtualCenter インストーラに表示されます。

アップグレードに選択したデータベースが壊れている、またはデータベース 
アップグレード プロセスに一致しないように思われる場合、VirtualCenter サー
バ インストーラに警告が表示されます。データベース アップグレード プロセス
をキャンセルするオプションを使用できます。

Windows 2000 Server SP4 マシンでアップグレードする場合 Windows 2000 Server 
SP4 に Microsoft Data Access Components（MDAC）2.6 以上をインストールする
必要があります。VirtualCenter を Windows 2000 上でアップグレードする前に最
新バージョンのMDACにアップグレードしてください。

Oracle および SQL データベースのアップグレード
VirtualCenter サーバのアップグレード中、データベース設定を保持するか尋ねるダイ
アログ ボックスが表示されます。データベースを保持できるかどうかは、アップグ
レードする VirtualCenter リリースにより異なります。

VirtualCenterリリース1.0または1.1　VirtualCenterバージョン2はデータベースを
アップグレードできません。[ いいえ ] をクリックします。インストーラは、既
存のデータベース構成およびログイン証明書を使用して、空のデータベースを作
成します。

VirtualCenterリリース1.2および1.3　VirtualCenterバージョン2は、データデース
をアップグレードするか、空のデータベースを作成できます。

[OK] をクリックすると、VirtualCenter バージョン 2の既存のデータベースが
アップグレードされます。

[いいえ ] をクリックすると、インストーラにより、既存データベース構成お
よびログイン証明書を使用して、空のデータベースが作成されます。

Microsoft Access データベース ソフトウェア サポート期間の終了
VMware VirtualCenter バージョン2はMicrosoft Access をサポートしません。デモ イン
ストールでは、VirtualCenter 2.0 は Microsoft MSDE をサポートします。MSDE の構成
については、「Microsoft SQL Server Desktop Engine（MSDE）の構成（P.74）」を参照
してください。

注意 この問題は、他のWindows バージョンには影響なく、Windows 2000 にのみ影
響があるようです。
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アップグレードした VirtualCenter バージョン 2インストールで使用したいデータが
Access データベースにある場合、MSDE または SQL Server データベースに移行する
ことができます。

Access データベースをMSDE または SQL Server に移行する

1 MSDE または SQL Server をインストールします。

2 新規データベースを作成および構成し、「SQL Server の ODBC 接続設定（P.71）」
または「Microsoft SQL Server Desktop Engine（MSDE）の構成（P.74）」のいずれ
かの説明に従って VirtualCenter リポジトリを保存します。

3 VirtualCenter サーバをシャットダウンします。

4 手順 2 で作成したデータベースを使用するデータベースとして選択して、
VirtualCenter バージョン 1.2 または 1.3 を再インストールします。再インストー
ル後、VirtualCenter サービスを起動しないで下さい。

5 Microsoft Access アップサイジング ウィザードを使用して、古いデータベースを
新規データベースに移行します。

a マイグレーションするデータベースをMicrosoft Access で開きます。

b [ ツール ] - [ データベース ユーティリティ] - [ アップサイジング ウィザード ]
を選択します。

c [ 既存のデータベースを使用する ] を選択して、[ 次へ ] をクリックします。

d [ データ ソースの選択 ] ダイアログ ボックスが表示されます。[マシン デー
タ ソース ] タブをクリックして、の一部として作成したDSNを選択します。
手順 2 [OK] をクリックします。

e [>>] をクリックして、使用できるすべてのテーブルを [SQL Server にエクス
ポートする ] コラムに移動します。[ 次へ ] をクリックします。

f 追加するデータ オプションのテーブル属性は選択しないでください。[次へ ]
をクリックします。

g [ アプリケーション変更なし ] を選択します。[ 次へ ] をクリックします。

h [ 終了 ] をクリックします。

6 アップサイジング ウィザード レポートが表示されます。レポートを確認します。
エラーが報告されていない場合、移行は完了です。

Microsoft Access データベースをMSDE または SQL Server データベースにマイグレー
ションすると、VirtualCenter バージョン 2.0 へのアップグレードの一部としてアップ
グレードできます。
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データベース アップグレード ウィザードの使用方法
VirtualCenter インストールの [ 終了 ] ページで [VMware VirtualCenter サーバ 2.0 デー
タベース アップグレード ウィザードの起動 ]のチェックボックスを選択すると、
データベース アップグレード ウィザードが自動的に起動します。

VirtualCenter データベースをアップグレードする手順

1 ウィザードの最初のページで、サポート対象のデータベース タイプを確認しま
す。お使いのデータベースがサポート対象外の場合、[ キャンセル ] をクリック
し、データベースをサポートされているタイプに変換してから、ウィザードを再
起動します。

2 お使いのデータベースがサポート対象であることを確認できたら、[ 次へ ] をク
リックします。

3 アップグレードされたデータベースに以下のいずれかのタイプのデータを含める
場合、ウィザードの [ アップグレード情報 ] ページで、オプションのいずれかま
たは両方を選択します。

[ イベントとタスクを保存 ]　アップグレード後、ESX Server ホスト、仮想マ
シン、および VirtualCenter 1.x に関連するすべてのイベントとタスクが保存
されます。

[ パフォーマンス データを保存 ]　アップグレード後、ESX Server ホストと仮
想マシンのすべてのパフォーマンス データが保存されます。

注意 Microsoft Access のアップサイジング ウィザードは、Microsoft Access 2000 以上の
バージョンで使用できます。これ以前のバージョンの Access でのアップサイジング 
ウィザードの使用について、およびその他の報告されている問題については、以下の
Microsoft ナレッジ ベース記事を参照してください。
support.microsoft.com/default.aspx?kbid=241743および support.microsoft.com/?kbid=237980

注意 ウィザードの最初の 3つのページでは、いつでも [ キャンセル ] をクリックして
アップグレード プロセスを取り消し、ウィザードを閉じることができます。た
だし、VirtualCenter 1.x データベースをアップグレードしないと、このデータ
ベースで VirtualCenter サーババージョン 2.0 を使用できないので注意してくだ
さい。

注意 イベント、タスク、およびパフォーマンス データのテーブルは容量が大き
い可能性があります。このため、これらのテーブルを保存しないという選択
も可能です。ただし、これらのテーブルを保存しないと、このデータベース
が VirtualCenter 1.x で保持されていた期間について、パフォーマンス統計の
履歴やイベントおよびタスクを表示することはできません。
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4 使用するオプションを選択したら、[次へ ] をクリックします。

5 ウィザードの [ 終了する準備ができました ] ページで、概要情報を確認します。
データベースの項目を変更する必要がある場合は、[戻る ] をクリックするか、
[アップグレード情報 ]リンクをクリックして [ アップグレード情報 ] パネルに戻
り、必要な変更を行います。

6 サマリ情報が正しければ、[開始 ] をクリックしてアップグレード プロセスを開
始します。

 [ アップグレード ステータス ] ページが表示され、アップグレードの進捗状況が示
されます。アップグレードが完了すると、[アップグレード ステータス ] ページに
アップグレード プロセスの完了または失敗を示すメッセージが表示されます。

7  [ 終了 ] をクリックしてデータベース アップグレード ウィザードを閉じます。

データベース DSN の修復
「VirtualCenter サーバのアップグレード（P.148）」の手順 14で [ はい ] を選択した場
合は、次の手順に従ってデータベースDSN をリストアし、データベースをアップグ
レードします。

データベースDSNをリストアする手順

1 元の VirtualCenter 1.x DSN の場合と同じオプションを使用して、DSNを作成およ
び構成します。詳細に関しては、「VirtualCenter データベースの設定（P.70）」を
参照してください。

2 VC2.0 サーバ インストーラを再起動します。

3 [ 修復 / 変更 ] を選択し、[ データベース情報 ] ページでデータベースの詳細情報
を入力します。

4 VirtualCenter アップグレード ウィザードの残りのページを完了し、データベー
ス アップグレード ウィザードを起動します。「データベース アップグレード 
ウィザードの使用方法（P.155）」の手順に従ってください。

注意 データベースが正常にアップグレードされると、システムによって vpxd サービ
スが開始されます。データベースが大きすぎてこのサービスがタイムアウトに
なった場合、アップグレードがフェイルしたことを示すエラー メッセージが表
示されます。ただし、このアップグレードはフェイルしたわけではありません。
インストーラは、単にサービスの開始を待機していてタイムアウトになっただけ
です。
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VirtualCenter クライアントを Virtual Infrastructure Client に
アップグレードする
仮想マシン ユーザーおよび VirtualCenter システム管理者は、Virtual Infrastructure 
Client（VI Client）を使用して接続する必要があります。以前のクライアントは、
VirtualCenter バージョン 2サーバまたは ESX Server バージョン 3ホストでは機能しま
せん。

VI Client は、すべての VirtualCenter バージョン 2サーバまたは ESX Server バージョン
3ホストからのダウンロードに使用できます。Webブラウザで該当するマシンの
URL に接続します。

Virtual Infrastructure Client アップグレードのダウンタイム
この操作にはダウンタイムは必要ありません。このプロセスでは、仮想マシンまたは
クライアントの電源を切る必要はありません。

Virtual Infrastructure Client をアップグレードする

1 （オプション）コントロール パネルの [ プログラムの追加と削除 ] を使用して、
前回の VMware クライアントを削除します。

2 「Virtual Infrastructure Client のインストール（P.80）」で説明されているように
Virtual Infrastructure Client をインストールします。

Virtual Infrastructure Client のトラブルシューティング
「アセンブリの 1つ以上のタイプをロードできません」というメッセージが表示され
た場合、クライアントのインストールはフェイルしています。 Windows のコント
ロール パネルから [ プログラムの追加と削除 ] を使用して、VI Client をアン
インストールしてから、再インストールする必要があります。

Virtual Infrastructure をアップグレードして、ライセンス サーバを
使用する
VirtualCenter バージョン 2では、ライセンス サーバが必要です。VirtualCenter イン
ストーラでインストールできない場合、「スタンドアロン ライセンス サーバのインス
トール（P.64）」を参照して、ライセンス サーバをインストールしてください。

注意 以前の VMware クライアントは削除する必要はありません。Virtual Infrastructure 
Client は、VirtualCenter Client バージョン 1.x、GSX Server Client バージョン 3.x、
VMware リモート コンソールと共存できます。
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ライセンス サーバ インストールのダウンタイム
このステージにはダウンタイムは必要ありません。このプロセス中に、仮想マシン、
サーバ、ホスト、クライアントの電源を切る必要はありません。

次の手順

スタンドアロン ライセンス サーバのインストール（P.64）

ESX Server のアップグレード（P.159）
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9

この章では、ESX Server ホストのアップグレードに関する問題とその手順について説
明します。

ESX Server をアップグレードする前に（P.159）

ESX Server ホストのアップグレード（P.165）

データストアのアップグレード（P.176）

付録 9 仮想マシンの再配置（P.178）

ESX Server をアップグレードする前に
アップグレードを開始するする前に「VMware Infrastructure アップグレードの計画
（P.119）」をお読みください。このマニュアルの説明に従わない場合、データが失わ
れ、サーバにアクセスできなくなる場合があります。

このセクションでは、ESX Server ホストをアップグレードする前の重要な考慮事項に
ついて説明します。

リリース アップグレード サポート（P.160）

正しい順序によるアップグレード手順（P.161）

Virtual Infrastructure Client を必要とするホスト構成（P.161）

ESX Server のアップグレード 9

警告 企業内で VMware VirtualCenter を使用している場合は、ESX Server をアッ
プグレードする前に、VirtualCenter サーバをアップグレードする必要があ
ります。 そうしないと、データが失われ、ホストにアクセスできなくなる
可能性があります。詳細に関しては、「アップグレードのステージについ
て（P.128）」を参照してください。
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スクリプトを使用したインストールのサポート（P.161）

レガシー ハードウェアのサポート（P.161）

アップグレードでインストールされるコンポーネント（P.162）

アップグレードの必要条件（P.162）

ILO、DRAC、RSA II の使用方法（P.163）

起動ドライブの選択（P.163）

ホスト ドライブおよび LUNの要件（P.164）

ハードウェア サポートの確認（P.164）

PCI デバイスの割り当て（P.164）

ESX Server 2.x からのアップグレードではデバッグ モードは インストールされな
い（P.164）

取り消し可能モードでの仮想ディスクへの変更の確定または破棄（P.165）

アップグレード後のNFS マウントのリストア（P.165）

アップグレード後の SCSI パススルーによる仮想マシンの再構成（P.165）

RAWディスクを使用する仮想マシンのアップグレード（P.165）

リリース アップグレード サポート
このリリースは、VMware ESX Server ソフトウェアの大部分のリリースからのアップ
グレードをサポートしています。

表 9-1 は、ESX Server バージョンのアップグレード サポートに関する詳細です。

警告 サポートされていないリリースからアップグレードを行うと、データが失
われ、構成ができなくなる可能性があります。表 9-1 を参照し、お使いの
インストールのアップグレードがこのリリースでサポートされているかど
うか確認してください。

表 9-1.  ESX Server のアップグレード サポート
ESX Server バージョン サポート

ESX Server ベータ リリース（すべて） アップグレード サポートなし

ESX Server リリース 1.x アップグレード サポートなし

ESX Server バージョン 2 アップグレード サポートなし

ESX Server バージョン 2.1 アップグレード サポートなし
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正しい順序によるアップグレード手順
コンポーネントは決められた順序でアップグレードする必要があります。完全なアッ
プグレード プロセスには、ファイル システム、仮想マシンのファイル構造、および
VMware Tools のアップグレードが含まれます。どの手順も、順序どおりに行われな
かった場合は、データとサーバ アクセスが失われる原因となります。

このマニュアルは、マルチサーバの本番環境をお使いのユーザーが、1回につき 1台
のホストを VMware ESX Server ソフトウェア 2.x から 3.0.1 にアップグレードすること
を前提としています。ただし、お使いの ESX Server ホストが 1台であっても、アッ
プグレードの手順は正しい順序で実行してください。

Virtual Infrastructure Client を必要とするホスト構成
ホストの構成には、Virtual Infrastructure Client が必要になりました。これは、ブラウ
ザ ベースの管理インターフェイスが組み込まれ、サービス コンソールの使用を推奨
していた前バージョンからの変更点です。ブラウザ ベースの管理インターフェイスで
あるWeb Access では、仮想マシンの管理はできますが、ホストの構成タスクは実行
できません。サービス コンソールの使用はお勧めできません。

スクリプトを使用したインストールのサポート
リモート インストールとスクリプトを使用したインストールの詳細については、第 6
章 「リモートおよびスクリプト インストール（P.105）」を参照してください。

レガシー ハードウェアのサポート
ESX Server 3.0 ソフトウェアでサポートされていないハードウェアをお使いの場合は、
「サーバの最小ハードウェア要件（P.25） 」を参照してください。

ESX Server バージョン 2.1.1 あり

ESX Server バージョン 2.1.2 あり

ESX Server バージョン 2.1.3 あり

ESX Server バージョン 2.2 あり

ESX Server バージョン 2.3 アップグレード サポートなし

ESX Server バージョン 2.5 アップグレード サポートなし

ESX Server バージョン 2.5.1 あり

ESX Server バージョン 2.5.2 あり

ESX Server バージョン 2.5.3 あり

ESX Server バージョン 3.0 あり

表 9-1.  ESX Server のアップグレード サポート
ESX Server バージョン サポート
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アップグレードでインストールされるコンポーネント
VMware ESX Server をアップグレードすると、以下のコンポーネントがインストール
されます。

サービス コンソール　ESX Server 用のサード パーティ製アドオンのインストー
ル、構成、管理を行います。これは、ESX Server ホストの構成のみを目的とし
て、Red Hat Enterprise Linux 3.0 を改定したものです。

VMkernel　サーバ上で動作するシステム ハードウェアと仮想マシンを管理しま
す。ユーザーは、サービス コンソールを介して VMkernel と通信します。

VMkernel モジュール　高性能デバイスの I/Oをサポートし、VMkernel にランタイ
ムの機能を追加することができます（ネットワーク トラフィック フィルタなど）。

アップグレードの必要条件
VMware ESX Server のアップグレードの必要条件は次のとおりです。

VMware ESX Server 3.0.1 が収録されたインストール メディアまたはインストール 
アーカイブ

ESX Server 2.x が動作し、ESX Server バージョン 3.0.1 のシステム ハードウェア要件
を満たしているコンピュータ。「ESX Server の要件（P.25）」を参照してください。

「データストアのアップグレード（P.176）」にあるように、VMFS2 ボリュームを
VMFS3 にアップグレードするには、VMFS2 ボリュームに少なくとも 1200MB の空き
スペースが必要です。「事前アップグレード スクリプトの実行（P.167）」の説明に
従って、事前アップグレード スクリプトを実行します。事前アップグレード スクリ
プトは、VMFS2 ボリュームが空きスペースの最低要件を満たしているかどうかを確
認します。

VMFS2 ボリュームに十分な空きスペースがない場合、VMFS3 へのアップグレードは
フェイルし、エラー メッセージが表示されます。続行するには、VMFS2 ボリューム
の空きスペースを解放します。

VMFS2 ボリュームの空きスペースを解放する手順

1 SSH またはローカル コンソールからサービス コンソールにログオンします。

2 コマンド ラインで vmkload_mod -u vmfs2および vmkload_mod -u vmfs3と入
力し、vmfs2 および vmfs3 モジュールをアンロードします。

3 vmkload_mod fsaux fsauxFunction=fs2unlinkと入力し、VMFS-2 リンク解
除モードの fsaux モジュールをロードします。

4 ボリューム上のファイルを移動または削除して、少なくとも 1200MB のスペー
スを確保します。rmおよび mvコマンドを使用してください。

5 vmkload_mod -u fsauxと入力し、fsaux モジュールをアンロードします。

6 vmkload_mod vmfs2および vmkload_modvmfs3と入力し、vmfs2 および vmfs3
モジュールを再ロードします。

esx_vc_installation_guide.book  162 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 163

9 章 ESX Server のアップグレード

  

7 アップグレードを再度実行します。

ILO、DRAC、RSA II の使用方法
ILO またはDRAC を使用して ESX Server をインストールする場合は、Virtual CD 機能
の使用に十分注意してください。負荷のかかったシステムで Virtual CD 機能を使用す
ると、問題が生じる場合があります。この方法で ESX Server をインストールする必要
がある場合は、ESX Server インストーラのメディア テストを実行してください。

DRAC を使用した ISO イメージからのリモート インストールはフェイルする場合があ
ります。フェイルした場合は、物理 CD-ROMメディアからリモート インストールを
実行してください。

RSA II で仮想 CD機能を使用して ESX Server をインストールまたはアップグレードす
ることは避けてください。

起動ドライブの選択
ESX Server サービス コンソールのオペレーティング システムは、次のストレージ シ
ステムからの起動をサポートしています。

SCSI ディスク ドライブまたは Raid　SCSI ディスク ドライブおよび Raid は、ESX 
Server のインストールおよび仮想マシンのストア用としてサポートされています。

SAN　SAN は、ESX Server のインストールおよび仮想マシンのストア用としてサ
ポートされています。重要な考慮事項については、「LUN要件（P.89）」を参照し
てください。

IDE ディスク ドライブ、ATA ディスク ドライブ、または Raid　IDE ディスク ドラ
イブ、ATA ディスク ドライブ、および Raid は、ESX Server のインストール用と
してサポートされています。

iSCSI   iSCSI ディスク ドライブは、ESX Server のインストールおよび仮想マシンの
ストア用としてサポートされています。

SATA ディスク ドライブおよび RAID は、ESX Server のインストール用としてサポー
トされています。

注意 IDE ドライブにマスタ ブート レコード（MBR）があり、SCSI ドライブに ESX Server
サービス コンソールがインストールさている場合、ESX Server システムをアップグ
レードすると、GRUB ブート ローダ メニューが起動されるなど、起動時に問題が生じ
ることがあります。ESX Server バージョン 3.0 アップグレード インストーラは、デ
フォルトの起動デバイスとしてサービス コンソールが組み込まれているディスクを
選択します。この問題を回避するには、アップグレード時に IDE ドライブを起動デバ
イスとして選択するか、アップグレード後にシステム BIOS の設定を変更し、SCSI ド
ライブを起動デバイスとして設定します。
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ホスト ドライブおよび LUNの要件
IDEまたはATAドライブにESX Serverをインストールする場合、仮想マシンをスト
アするための SCSI ドライブ、SCSI RAID、iSCSI ドライブ、NFS、または SANが必
要です。IDE、ATA、および SATA ドライブは、VMFS3 パーティション用にはサ
ポートされていません。

ESX Serverは、最大255のファイバ チャネルLUNの動作をサポートしていますが、
インストーラがサポートしている SCSI、ファイバ チャネル SAN、およびゲート
キーパー LUNは、最大 128 です。LUNが 128 を超える場合、インストール完了
後に接続してください。

ハードウェア サポートの確認
特定のドライブまたはディスク コントローラに ESX Server を配布する前に、『ESX 
Server ストレージ互換性ガイド』の最新版で使用するコントローラがサポートされて
いるかどうか確認してください。

ESX Server を SANに配布する前に、VMware Web サイト
（www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html）で『ESX Server ストレージ互換性ガイ
ド』と『SAN構成ガイド』の最新版を確認してください。

PCI デバイスの割り当て
ESX Server 2.x には、PCI デバイス割り当てシステムが用意されています。これを使用
して、同じドライバで制御されるすべての SCSI ストレージ デバイスを、以下のいず
れかに割当てる必要があります。

VMkernel（仮想マシンで使用するため）

サービス コンソール

VMkernel（ただし、サービス コンソールと共有）

ESX Server 2.x を 3.0 にアップグレードする場合、すべての PCI デバイスは VMkernel
に割り当てられ、必要に応じてサービス コンソールによって共有されます。

ESX Server 2.x からのアップグレードではデバッグ モードは
インストールされない
ESX Server バージョン 2.x のデフォルトの起動パーティションはあまり大きくないた
め、バージョン3へのアップグレードにデバッグ カーネルを含めることができません。
アップグレードされた ESX Server ホストの起動メニューには、次の 2つのオプション
のみが含まれています。

VMware ESX Server

サービス コンソール専用（トラブルシューティング モード）
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取り消し可能モードでの仮想ディスクへの変更の確定または破棄
問題を回避するため、ESX Server 3.0 へのアップグレードを行う前に、仮想マシンの
REDOログをコミットし、仮想マシンを通常モードに変更しておくことを強くお勧め
します。

アップグレード後のNFS マウントのリストア
ESX Server 2.x から ESX Server 3.0 へのアップグレード時、/etc/fstabファイルがリ
プレースされるため、NFS マウントは失われます。古い /etc/fstabファイルは、
/etc/fstab.saveにコピーされます。NFS マウントをリストアするには、消失した
エントリを /etc/fstab.saveから /etc/fstabにコピーします。

アップグレード後の SCSI パススルーによる仮想マシンの再構成
ESX Server 2.5 システムをアップグレードする場合、パススルー モードで仮想マシン
に接続されていた SCSI デバイスの番号が変更されます。この番号変更により、それ
らのデバイスに以前接続されていた仮想マシンは、無効なデバイスを指定することに
なります。システムをアップグレードしたら、仮想マシンの設定を編集し、番号が変
更されたデバイスを削除し、追加し直してください。ハードウェア デバイスの再構
成については、『基本システム管理』を参照してください。

RAWディスクを使用する仮想マシンのアップグレード
ESX Server 3.0 へのアップグレードを行うと、Rawディスクを使用する仮想マシンは
動作しなくなります。Rawディスクを使用する仮想マシンをアップグレードするに
は、以下のいずれかの手順を実行します。

ESX Server 2.5 からのアップグレードの場合、RAWディスクを rawデバイス マッ
ピングに変換してからアップグレードを実行します。詳細については、『ESX 
Server 2.5 管理ガイド』を参照してください。

ESX Server 2.1からのアップグレードの場合、仮想マシンからRAWディスクを削除
してからアップグレードを実行します。アップグレードを終了したら、RAW
ディスクを rawデバイス マッピングとして追加し直します。

ESX Server ホストのアップグレード
このセクションでは、ESX Server ホストをバージョン 3にアップグレードする手順を
説明しますこの手順は、「アップグレードのステージについて（P.128）」の手順 2Aに
相当します。
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ホストのアップグレードに伴うマシンのダウンタイム
手順 2A では、アップグレードしている 1台の ESX Server ホストでダウンタイムが発
生します。

ホストのアップグレードに伴う仮想マシンのダウンタイム
VMotion を使用して、別の ESX Server ホストにマイグレーションできる場合、手順
2Aで仮想マシンのダウンタイムは発生しません。

VMotionライセンスを所持している場合　VMotionを使用してすべての仮想マシン
を別の ESX Server ホストにマイグレーションしてから、この ESX Server バイナリ
をアップグレードしてください。移行することで、手順 2Aでの仮想マシンのダ
ウンタイムは解消されます。

VMotion がない場合　手順 2Aではすべての仮想マシンでダウンタイムが発生す
ることは避けられません。ESX Server 本番ホストをアップグレードする前に、
ESX Server ホストに VMFS3 パーティションを用意しておくと、本番仮想マシン
のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

ダウンタイムを低減する手順については、「アップグレードのステージについて
（P.128）」を参照してください。

ホストのアップグレード方法
VMware ESX Server ホストのアップグレードには、以下に示す複数の方法があります。

グラフィカル インストーラ（CD）　グラフィカルでマウスベースのインストール 
プログラムを使用して、ESX Server をアップグレードします。ヴイエムウェアで
は、この方法でのインストールをお勧めします。詳細に関しては「グラフィカル 
インストーラを使用したアップグレード（P.167）」を参照してください。

テキストモード インストーラ（CD）　テキストベースのインターフェイスを使用
して、ESX Server をアップグレードします。グラフィカル インストーラを使用し
てビデオ コントローラ、キーボード、またはマウスが正しく機能しない場合に、
この方法を選択します。詳細に関しては「テキストベースのインストーラを使用
したアップグレード（P.171）」を参照してください。

注意 ESX Server バージョン 2の各ホストに対し、手順 2Aと手順 2Bを共に実行することを
強くお勧めします。 1 台のホストとそのデータストアをアップグレードし、次に別の
ホストとそのデータストアをアップグレードする、というように進めていきます。こ
の方法により、長時間どの仮想マシンにもアクセスできないという状態を避けること
ができます。
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tarball インストーラ（ダウンロード）　サービス コンソールを使用して ESX 
Server をアップグレードします。詳細に関しては「tarball からのアップグレード
（P.175）」を参照してください。

CD または PXE サーバのスクリプトを使用したアップグレード　スクリプトによ
るインストール方法を使用して、ESX Server をアップグレードします。詳細に関
しては「インストールのスクリプト作成（P.105）」を参照してください。

事前アップグレード スクリプトの実行
ESX Server バージョン 3.0 には事前アップグレード スクリプトが用意されています。
このスクリプトは、ユーザーのシステムがアップグレード可能かどうかを検証し、
アップグレードの前に対処すべき問題点について警告します。複数のネットワーク 
インターフェイスがサービス コンソールに公開されている場合は、このスクリプト
によってアップグレードに必要な情報をさらに多く収集できます。ESX Server をアッ
プグレードする前に、このスクリプトを実行してください。

事前アップグレード スクリプトを実行する手順

1 ESX Server バージョン 3.0 インストール CDを CDドライブに挿入します。

2 CDを次のようにマウントします。

mount /mnt/cdrom

3 次のアップグレード スクリプトを実行します。

perl /mnt/cdrom/scripts/preupgrade.pl

スクリプトの実行後、警告やエラー メッセージを確認し、適切な措置を実施します。
システムに問題がない場合は、安全にアップグレードできることが通知されます。

グラフィカル インストーラを使用したアップグレード
このセクションでは、グラフィカル インストーラを使用して ESX Server ソフトウェア
をアップグレードする方法について説明します。他のインストーラについては、「テ
キストベースのインストーラを使用したアップグレード（P.171）」を参照してくださ
い。

ESX Server のグラフィカル インストーラでは、<Tab> キー、スペースバー、矢印
キー、<Enter> キーを使用してすべての操作を行います。

グラフィカル インストーラを使用してサーバをアップグレードするには、次の手順
を実行します。

1 事前アップグレード スクリプトを実行し、フラグで示された問題に対処します。
詳細に関しては、「事前アップグレード スクリプトの実行（P.167）」を参照して
ください。
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2 サービス コンソールに使用している Ethernet アダプタにネットワーク ケーブル
が接続されていることを確認します。

ESX Server インストーラでは、DHCP のマシン名など特定のネットワーク設定を
検出するために、有効なネットワーク接続を必要とします。

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

ESX Server が起動プロセスを開始し、モード選択ページが表示されます。

このページが表示されない場合は、次の手順を実行してください。

a マシンを再起動します。

b マシンの [BIOS Setup] ページの入力に必要なキーを押します。

多くの場合、このキーは<F1>、<F2>、<F10> のいずれかです。

c CDを最初の起動デバイスとして設定します。

d マシンを再起動します。

4 <Enter> キーを押します。

一連のインストール メッセージが表示されてスクロールし、最後に [メディアの
テスト ] ページが表示されます。

5 [ テスト ] を選択し、インストーラでインストール CDメディアのエラーを調べ
ます。

[省略 ] を選択した場合は、手順 6に進みます。
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[OK] を選択すると、プログレス バーが表示されます。CDメディアのエラー
がテストされます。テストが完了すると、[ メディア チェックの結果 ] ダイ
アログ ボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

Anaconda システム インストーラ メッセージが表示されます。

6 [ ようこそ ] ページで [ 次へ ] をクリックします。

[キーボードの選択 ]ページが表示されます。

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

[マウスの構成 ] ページが表示されます。

8 お使いのマウスを選択します。

マウスを特定するためのヒントを次に示します。

コネクタが円形の場合、マウスは PS/2 または Bus マウスです。

コネクタが台形で 9個の穴がある場合は、シリアル マウスです。

コネクタが平たい矩形の場合は、USB マウスです。

正確に一致するマウスを選択してください　正確に一致するマウスがない場合、
互換性のあるマウス タイプを選択してください。あるいは、適切な汎用マウス 
タイプを選択します。

3 ボタン マウス エミュレーション　インストール時にこのボックスを選択する
と、1度に両方のマウス ボタンを押して、真ん中のマウス ボタンの機能を使用
することができます。

マウスを選択したら、[次へ ] をクリックします。

インストーラによって ESX Server の以前のインストールが検出された場合は、
[インストール タイプの選択 ] 画面が表示され、更新インストールまたはアップ
グレード インストールを選択できます。

9 インストールのタイプを選択します。

[ インストール ]　アップグレードを行わない場合は、「ESX Server のインス
トール（P.89）」を参照してください。

 [ アップグレード ]　このオプションを選択すると、ESX Server の既存のイン
ストールがアップグレードされます。ESX Server の構成データと VMFS 仮想
マシンのパーティションはそのまま保持されます。

注意 これは重要な設定ではありません。ESX Server がインストールされると、この設
定は無視されます。X Windowシステムは、サービス コンソールではサポートさ
れません。
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 [ アップグレード ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。

10 エンド ユーザー使用許諾契約書をよく読み、[使用許諾契約書の条件に同意する ]
チェック ボックスを選択し、[次へ ] をクリックします。

インストーラによってお使いのドライブが区分化されていることが検出されな
かった場合は、次のダイアログ ボックスが表示されます。

11 ブート ローダ レコードの場所を選択します。

マスタ ブート レコード　ほとんどのインストールにはこのオプションを使
用します。

このドライブは、ホスト BIOS で設定された最初の起動デバイスと一致して
いる必要があります。これらの設定が一致しない場合、ホストは ESX Server
ソフトウェアを起動できません。これらの設定が正しく構成されていない場
合、ホストは ESX Server ソフトウェアではなくGRUB ブート ローダ メ
ニューを起動します。

注意 インストーラは、旧バージョンのインストールがあればこれを検出し、その
バージョンからのアップグレードがサポートされているかどうかを表示しま
す。個々のバージョンのアップグレード サポートについては、「リリース 
アップグレード サポート（P.160）」を参照してください。

注意 使用許諾契約書に同意しない限り、この製品をインストールできません。

警告 アップグレードを行っている場合は、[はい ] をクリックしないでくださ
い。旧バージョンの ESX Server インストールをアップグレードしようとし
てこのダイアログ ボックスが表示された場合は、[ いいえ ] をクリックし
てインストールを終了します。インストーラは、既存の ESX Server インス
トールを認識していません。アップグレードを実行するには、ディスク 
パーティショニングまたはファイル システムを修復する必要があります。
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起動パーティションの先頭セクタ　このオプションは、MBRにBIOS情報を保
存しているレガシー ハードウェアに使用します。

ブート ローダの場所に光メディア ドライブを選択しないで下さい。

12 起動オプションを選択します。

LBA32の強制使用　/bootパーティションの1024シリンダ境界を越える場合
にこのオプションを選択します。パーティショニングが行われないので、こ
のオプションはアップグレードには適用されません。

一般カーネル パラメータ　起動コマンドにデフォルト オプションを追加し
たい場合は、そのオプションをカーネル パラメータ フィールドに入力しま
す。入力したオプションはすべて、起動のたびに ESX Server カーネルに渡さ
れます。

13 [ インストールの確認 ]ダイアログ ボックスで、入力したエントリを確認し、
[次へ ] をクリックします。

アップグレードでは、ディスク パーティション、ネットワーク、タイム ゾーン、
またはルート パスワードを構成する必要はありません。これらの設定は、すべ
て以前のインストールから保持されます。

プログレス バーが表示され、アップグレードのステータスがインジケータに
よってパセンテージで示されます。インストールが完了すると、ダイアログ 
ボックスで通知されます。

14 [ 終了 ] をクリックして終了し、再起動します。

次の手順

続けて手順 2B のアップグレードを行うには、「データストアのアップグレード
（P.176）」を参照してください。

テキストベースのインストーラを使用したアップグレード
このセクションでは、テキストベースのインストーラを使用して ESX Server をアップ
グレードする方法について説明します。他のインストーラについては、「グラフィカ
ル インストーラを使用したアップグレード（P.167）」を参照してください。

警告 ここは、アップグレードをキャンセルして以前の構成に戻ることができる
最後の手順です。[次へ ] をクリックすると、インストーラは既存のイン
ストールのアップグレードを開始します。

注意 システムが再起動して LILOまたは LIなどのブート ローダ プロンプトが表示される場
合は、BIOS の起動設定と、アップグレードの手順 11で指定したディスクが違っていま
す。起動時に正しいディスクが選択されるよう、BIOS の設定を変更してください。
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ESX Server のテキスト インストーラでは、<Tab> キー、スペースバー、矢印キー、
<Enter> キーを押して操作をナビゲートおよび実行します。

<Tab> キーを使用して、選択フィールド間でハイライトを移動します。

方向キーを使用するか値を入力して、フィールド内の項目を選択します。

<Tab> キーを押して [OK] ボックスがハイライト表示されたら、次にスペース
バーまたは<Enter> キーを押します。

テキストベースのインストーラを使用してサーバをアップグレードするには、次の手
順を実行します。

1 ESX Server インストーラ CDイメージをダウンロードし、その CDを作成します。

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

ESX Server インストーラでは、DHCP のマシン名など特定のネットワーク設定を
検出するために、有効なネットワーク接続を必要とします。

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

ESX Server が起動プロセスを開始し、モード選択ページが表示されます。

このページが表示されない場合は、次の手順を実行してください。

a マシンを再起動します。

b マシンの [BIOS Setup] ページの入力に必要なキーを押します。

多くの場合、このキーは<F1>、<F2>、<F10> のいずれかです。
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c CD を最初の起動デバイスとして設定します。

d マシンを再起動します。

4 esx textと入力し、<Enter> キーを押します。

一連のインストール メッセージが表示されてスクロールし、最後に [メディアの
テスト ] ページが表示されます。

5 [ テスト ] をクリックし、インストーラでインストール CDメディアのエラーを
調べます。

[省略 ] をクリックした場合は、手順 6に進みます。

[ テスト ] を選択すると、プログレス バーが表示されます。CDメディアのエ
ラーがテストされます。テストが完了すると、[ メディア チェックの結果 ]
ダイアログ ボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

6 [ ようこそ ] ページで [OK] をクリックします。

7 キーボードで使用する言語を選択し、[OK] をクリックします。

8 お使いのマウスを選択します。

マウスを特定するためのヒントを次に示します。

マウスのコネクタが円形の場合、そのマウスは PS/2 または Bus マウスです。

コネクタが台形で 9個の穴がある場合は、シリアル マウスです。

コネクタが平たい矩形の場合は、USB マウスです。

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

3 ボタン マウス エミュレーション　インストール時にこのボックスを選択する
と、1度に両方のマウス ボタンを押して、真ん中のマウス ボタンの機能を使用
することができます。

マウスを選択したら、[OK] をクリックします。

インストーラによって ESX Server の以前のインストールが検出されると、ダイア
ログ ボックスが表示され、[インストール ] または [ アップグレード ]を選択で
きます。

注意 これは重要な設定ではありません。ESX Server がインストールされると、この設
定は無視されます。X Windowシステムは、サービス コンソールではサポートさ
れません。
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9  [ アップグレード ] を選択し、[OK] をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。

10 エンドユーザー使用許諾契約書をよく読み、[使用許諾契約書に同意します ] 
チェックボックスを選択し、[次へ ] をクリックします。

11 場所ブート ローダ レコードの場所を選択します。

MBR of drive（ドライブのMBR）　ほとんどのインストールにはこのオプ
ションを使用します。

このドライブは、ホスト BIOS で設定された最初の起動デバイスと一致してい
る必要があります。これらの設定が一致しない場合、ホストは ESX Server ソ
フトウェアを起動できません。これらの設定が正しく構成されていない場合、
ホストは ESX Server ではなくGRUBブート ローダ メニューを起動します。

起動パーティションの先頭セクタ　このオプションは、MBRにBIOS情報を保
存しているレガシー ハードウェアに使用します。

ブート ローダの場所に光メディア ドライブを選択しないで下さい。

12 [OK] をクリックします。

13 ブート ローダ オプションを構成し、[OK] をクリックします。

LBA32の強制使用　/bootパーティションの1024シリンダ境界を越える場合
にこのオプションを使用します。オペレーティング システムの起動に
LBA32 拡張機能をサポートするシステムが 1024 シリンダ制限を超えてい
て、/bootパーティションをシリンダ 1024 より上位に置く場合、このオプ
ションを選択してください。

一般カーネル パラメータ　起動コマンドにデフォルト オプションを追加した
い場合は、そのオプションをカーネル パラメータ フィールドに入力します。入
力したオプションはすべて、起動のたびに ESX Server カーネルに渡されます。

[ インストールの確認 ]ページが表示されます。

注意 使用許諾契約書に同意しなければ、この製品をアップグレードできません。
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14 入力したエントリを確認し、[OK] をクリックします。

プログレス バーが表示され、インストールのステータスがインジケータによっ
てパセンテージで示されます。インストールが完了すると、ダイアログ ボック
スが表示されます。

15 [ 終了 ] をクリックして終了し、再起動します。

次の手順

続けて手順 2B のアップグレードを行うには、「データストアのアップグレード
（P.176）」を参照してください。

tarball からのアップグレード
アップグレード スクリプトと一緒にパッケージ化されているアップグレード tarball
を使用して、ESX Server 2.x から ESX Server 3.0.1 にアップグレードできます。

以前のリリースでは、tarball、1 つのスクリプト、2回の再起動でアップグレードを
行うことができました。ESX Server 2.x から 3.0.1 へのアップグレードは複雑さが増し
たため、2つのスクリプトと 3回の再起動が必要です。

tarball を使用して ESX Server ホストをアップグレードする手順

1 ESX Server ホストを Linux モードで再起動します。

2 スクリプト upgrade.plを実行します。

3 ESX Server ホストをサービス コンソール専用モードで再起動します。

4 スクリプト upgrade2.plを実行します。

警告 ここは、アップグレードをキャンセルして以前の構成に戻ることができる
最後の機会です。[次へ ] をクリックすると、インストーラは以前のイン
ストールのアップグレードを開始します。

注意 システムが再起動して LILOまたは LIなどのブート ローダ プロンプトが表示される
場合は、BIOS の起動設定とアップグレードの手順 11で指定したディスクが違ってい
ます。起動時に正しいディスクが選択されるよう、BIOS の設定を変更してください。

注意 tarball を使用してアップグレードを行う場合、アップグレード プロセスを中断しない
よう特に注意する必要があります。アップグレードの途中でアップグレード スクリ
プトが中断されると、空きディスク スペースが不足してアップグレードを再開でき
ない場合があります。

この場合、ディスク スペースを解放してやり直すか、--forceオプションを
upgrade.plに渡して強制アップグレードを行います。

esx_vc_installation_guide.book  175 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



インストールおよびアップグレードガイド

176 VMware, Inc.  

5 ESX Server ホストを VMware ESX Server モードで再起動します。

どちらのスクリプトも同じ構文を使用し、同じ引数をとります。

これらのコマンドの形式は次のとおりです。

 ./upgrade.pl 

使用可能なオプションは次のとおりです。

-h, --help: ヘルプ メッセージを表示します。

--accept-eula: エンド ユーザー使用許諾契約書を自動的に承諾します。

--reboot=[yes|no]: 再起動のプロンプトを表示しません。yes を指定すると、
再起動されます。noを指定すると、再起動されません。どちらも指定されない
場合は、デフォルトにより yes に設定されます。

esxupdate を使用したアップグレード
ESX Server 3.0 で提供されている esxupdate ユーティリティを使用して、ESX Server 
3.0 から ESX Server 3.0.1 にアップグレードできます。

esxupdate を使用してアップグレードする

1 esxupdate tar アーカイブ バンドルをダウンロードします。

2 圧縮されている tar アーカイブを解凍し、新規に作成されたディレクトリに変更
します。

3 esxupdate -n updateと入力します。

4 アップデート コマンドが終了したら、ESX Server ホストを再起動します。

データストアのアップグレード
このセクションでは、ESX Server のデータストアを VMFS2 から VMFS3 にアップグ
レードする手順について説明します。これは、「アップグレードのステージについて
（P.128）」の手順 2B に相当します。

この手順 2B では、データストアをアップグレードするすべての仮想マシンでダウン
タイムが発生します。ただし、ESX Server バージョン 3ホストに複数のデータストア
が装備されている場合、VMFS2 から VMFS3 へのアップグレード中、すでに VMFS3
データストアに保存された仮想マシンは動作することができます。

注意 この tar アーカイブ バンドルは、ESX Server 2.x から ESX Server 3.0.1 へのアップグ
レードで使用される tarball ではありません。続行する前に、適切な tarball をダ
ウンロードしたことを確認してください。
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データストアのアップグレード中、仮想マシンを別のデータストアに移行すること
で、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。「移行アップグレード（P.126）」
を参照してください。

仮想マシンのディスクが複数の VMFS2 ボリューム上にある場合、それらのディスク
が配置されている VMFS2 ボリュームが VMFS3 にアップグレードされる際に最初の仮
想ディスクと .vmxファイルがサブディレクトリに再配置されます。その他の VMFS2
ボリュームに配置されている他の仮想ディスクは、ディスクが VMFS3 にアップグ
レードされても再配置されません。

仮想マシンをパワーオンする前に、その仮想マシンのディスクが配置されているすべ
ての VMFS2 データストアをアップグレードする必要があります。

データストアをアップグレードする

1 VMFS3 に移行するデータストアを使用して ESX Server ホストに接続します。

2 データストアを共有している場合は、VMFS のアップグレードを開始する前に、
それらのデータストアを他のホストから切断します。

3 ESX Server ホストをメンテナンス モードに設定します。

a 一覧の中から適切なホストを右クリックし、ドロップダウン メニューの [ メン
テナンス モードへの切り替え ] を選択します。

b 表示されたダイアログ ボックスで、[ はい ] をクリックして確定します。

4 アップグレードするボリュームを選択します。

a [ 構成 ] タブを選択します。

b [ ハードウェア ] リストから [ ストレージ ] を選択します。

c [ ストレージ ] ペインで適切なアイテムをクリックします。

注意 VMFS ファイル システムのブロック長は、8MB以下に制限されています。以下の手順
では、ブロック長が 8MBを超える VMFS2 ファイルシステムを VMFS3 に直接アップ
グレードすることはできません。ブロック長が 8MBを超える VMFS2 ファイルシステ
ムをアップグレードするには、「移行アップグレード（P.126）」のようにマイグレー
ション アップグレード戦略を使用する必要があります。
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d [VMFS3 へのアップグレード ] をクリックします。

ファイル システムが変換され、VMFS3 になります。

5 ESX Server ホストのデータストアがすべて VMFS3 になるまで、上記のプロセス
を繰り返します。

6 メンテナンス モードを終了します。

a [ サマリ ] タブを選択します。

b [ コマンド ] 領域の [ メンテナンス モードの終了 ] をクリックします。

仮想マシンの再配置
この操作では、.vmx構成ファイルを ESX Server ホストから VMFS3 データストアに移
動します。この操作を終了すると、すべての仮想マシンのデータと構成ファイルは
データストアにある 1つのフォルダに格納されます。

a

b c

d

注意 VMFS2 ファイル システムでいずれかのファイルがロックされている場合、アッ
プグレードはフェイルし、ロックされたファイルを使用している ESX Server ホス
トがエラー メッセージで示されます。
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仮想マシンを再配置する手順

1 VI Client 一覧で ESX Server ホストを右クリックし、ドロップダウン メニューから 
[VMファイルの再配置 ] を選択します。

再配置が完了すると、ダイアログ ボックスに [ ホストの仮想マシン ファイルは
正常に再配置されました ] というメッセージが表示されます。

2 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

次の手順

仮想マシンのアップグレード（P.181）
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10

この章では、仮想マシンのアップグレードに関する問題とその手順について説明しま
す。この章の構成は以下のとおりです。

仮想ハードウェアの VM3 フォーマットへのアップグレード（P.181）

VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）

仮想マシン テンプレートのアップグレード（P.186）

ESX Server 3.0 でのワークステーションまたはGSX Server 仮想ディスクの使用
（P.187）

仮想ハードウェアの VM3フォーマットへのアップグレード
このセクションでは、仮想マシンをアップグレードする手順について説明します。これ
は、「アップグレードのステージについて（P.128）」で説明されているステージ 3に相
当します。

仮想ハードウェアおよび VMware Tools を複数の仮想マシンで一度にアップグレード
するには、「複数の仮想マシンでのハードウェアおよび VMware Tools の アップグ
レード（P.183）」を参照してください。

仮想マシンのアップグレード 10

警告 仮想マシンをアップグレードする前に、その仮想マシンが存在している
ESX Server ホストとデータストアをアップグレードする必要があります。
詳細に関しては、「アップグレードのステージについて（P.128）」を参照
してください。
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仮想ハードウェアをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1 VI Client で、一覧にある仮想マシンを右クリックし、ドロップダウン メニューか
ら [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] を選択します。

確認のダイアログ ボックスに、[この操作を行うと、お使いのゲストOSが動作し
ている仮想ハードウェアに変更が加えられます。この操作は取り消しできません。
また、仮想マシンと旧バージョンの VMware ソフトウェア製品の互換性は失われ
ます。処理を実行する前に、ディスクをバックアップしておくことを強くお勧め
します。構成をアップグレードしますか。] というメッセージが表示されます。

2 [ はい ] をクリックします。

クライアント ウィンドウの下部にある [ 新しいタスク ] ペインにプログレス バー
が表示されます。

このホストのすべての仮想マシンに対し、上記の手順を繰り返します。

VMware Tools 3 へのアップグレード
このセクションでは、仮想マシンのゲストOS ドライバをアップグレードする手順に
ついて説明します。これは、「アップグレードのステージについて（P.128）」で説明
されているステージ 4に相当します。

VMware Tools 3 を使用してすべての仮想マシンをアップグレードすることを強くお勧
めします。ESX Server バージョン 3ホストで、VMware Tools 2 を使用して仮想マシン
の電源をオンにすると、完全なネットワーク接続が使用できない場合があります。ま
た、間違った接続情報が表示されることがあります。

VMware Tools のアップグレード手順
VMware Tools のインストールについては、『基本システム管理』を参照してくださ
い。アップグレードの手順は、VMware Tools の初回インストールの場合と同じです。

注意 読み取り専用、追加、または取消可能モードの仮想マシンで仮想ハードウェアをアッ
プグレードすると、仮想マシンの REDOログがスナップショットに変換されます。対
応するスナップショットは、アップグレードの終了後、スナップショット マネー
ジャで表示できます。ただし、ヴイエムウェアでは、REDOログを確定してから仮想
ハードウェアをアップグレードすることを強くお勧めします。

注意 VMware Tools 1 は、ESX Server バージョン 3ではサポートされていません。仮想マ
シンは、ESX Server バージョン 3ホストで VMware Tools 2 を実行できますが、オリジ
ナルの VMware Tools 1 を実行しているすべての仮想マシンは、VMware Tools 3 に
アップグレードする必要があります。
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仮想アダプタのアップグレード時に発生する予期せぬハードウェア
の変更
仮想ハードウェアのアップグレードと VMware Tools 3 のインストールを行うと、仮
想ネットワーク アダプタも強化されます。Windows ゲストOS は、こうした変更を
仮想マシン内に異種のネットワーク アダプタがあると見なし、新規ハードウェア 
ウィザードを表示する場合があります。

複数の仮想マシンでのハードウェアおよび VMware Tools の
アップグレード
1 台または複数台の仮想マシンの VMware Tools と仮想ハードウェアを旧リリースか
らアップグレードすることができます。ESX Server バージョン 3ホストを使用して、
VMware Tools と仮想ハードウェアを複数の仮想マシンで同時にアップグレードでき、
コンソールから各仮想マシンが相互に対話する必要はありません。アップグレードを
実行するユーザーは、適切な権限を所持している必要があります。

必要条件
VirtualCenter 2 で管理されている仮想マシンのみアップグレードできます。

一斉アップグレードは、Linux およびMicrosoft Windows 2000 以上のみで使用で
きます。

Windows NT、Novell Netware および FreeBSD はサポートされていません。

仮想ディスクは、VMFS-3 ボリューム上に配置されている必要があります。

仮想マシンの電源はオフにしておきます。（Linux 仮想マシンは、パワーオフでな
く、シャットダウンする必要があります。）

Microsoft Windows では、一斉アップグレードのコマンドライン ツールは、
VirtualCenter バージョン 2のインストールの一部として組み込まれます。

VMware Tools と仮想ハードウェアを複数の仮想マシンでアップグレードするには 

1 Windows コマンド プロンプトを開きます。

たとえばWindows 2000 Professional マシンでは、[ スタート ] - [ プログラム ] -
[ アクセサリ ] - [ コマンド プロンプト ] を選択します。

2 VirtualCenter サーバがインストールされているディレクトリを変更します。

3 コマンドと希望するオプションを入力します。

次のコマンド シンタクスを使用します。

注意 多くの場合、こうした現象はWindows ゲスト OS で発生しますが、Linux ゲストOS
の古いバージョンでも発生する可能性があります。
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vmware-vmupgrade.exe -u user [-p password] [-n vmname] [-h host] 
[-m maxpowerons] [-o port] [-t maxpowerontime] [-s] [-q]

表 10-1 には、使用可能なオプションが掲載されています。

ホストまたは仮想マシン名の指定
vmware-vmupgrade.exeコマンドのホストまたは仮想マシン名を指定するには、そ
のホストまたは仮想マシンへのパスを指定する必要があります。パスは、VI Client イ
ンベントリに表示されるホストまたは仮想マシンの場所に対応します。ホスト パスを
判別するには、インベントリ パネルで [ ホストおよびクラスタ ]ビューを表示しま

表 10-1.  vmware-vmupgrade.exe のオプション
オプション 内容
-u user 対象となる仮想マシンに対して適切な権限を持つユーザーを指定しま

す（VirtualMachine.Config.*、VirtualMachine.Interact.*、
VirtualMachine.Provisioning.* など）。

-p password コマンド ラインのパスワードを指定します。このオプションを省略す
ると、ただちにパスワードを求めるプロンプトが表示されます。

-n vmname アップグレードする仮想マシンの名前を指定します。この名前は、仮
想マシンの表示名に相当します。複数の -n パラメータを使用して、複
数の仮想マシンを指定します。-hが指定されている場合、-nオプション
は無視されます。
このパラメータの詳細については、「ホストまたは仮想マシン名の指定
（P.184）」を参照してください。

-h host 特定ホストのすべての仮想マシンをアップグレードします。指定した
ホストが ESX Server3.0 以上でない場合、アップグレードはフェイルし
ます。
このパラメータの詳細については、「ホストまたは仮想マシン名の指定
（P.184）」を参照してください。

-m maxpowerons 特定のホストで、指定した数の仮想マシンだけを同時にパワーオンに
します。

-o port デフォルト ポート 902 とは別のポートが設定されている場合、
VirtualCenter サーバ ポートを指定します。

-t 
maxpowerontime

ゲストが自身で仮想マシンの電源をオフにできない場合は、このパラ
メータを使用して、仮想マシンをオンにしておく最大時間を設定する
ことができます。
仮想マシンでツールのアップグレードがスケジュールされると、その
仮想マシンは電源オンになり、ツール インストール プロセスで動作で
きるようになります。多くの場合、プロセスが完了すると、ゲストの
電源は自動的にオフになります。

-s ツールをスキップし、仮想ハードウェアのみをアップグレードします。
-q 自動的に動作します。ステータスや完了を知らせるメッセージは表示

されません。
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す。仮想マシン パスを判別するには、インベントリ パネルで [ 仮想マシンおよびテ
ンプレート ] ビューを表示します。

図 10-1 に示す例では、ホスト testserver3.eng.vmware.comのパスは、
/Datacenter1/Folder1/testserver3.eng.vmware.comです。

図 10-1.  ホストのパスを示すホストおよびクラスタ インベントリ ビューの例

図 10-2 に示す例では、仮想マシン vm1のパスは、
/Datacenter1/MyVMs/vm1です。

図 10-2.  仮想マシンのパスを示す仮想マシンおよびテンプレート インベントリ 
ビューの例

使用例
vmware-vmupgradeコマンドの使用例を以下にいくつか示します。

ルート仮想マシンフォルダでmyvmという名前の1つの仮想マシンをデータセン
ターDCでアップグレードする

vmware-vmupgrade -u user -n /DC/myvm

dcFolderフォルダのデータセンターDCで、フォルダMy VMs の vm1という名前
の 1つの仮想マシンをアップグレードする

vmware-vmupgrade -u user -n /dcFolder/DC/MyVMs/vm1

2つの仮想マシンvm1およびvm2の両方をデータセンターDCでアップグレードし
て、すべての仮想マシンを 5分後にパワーオフにする。一つの仮想マシンは、
詳細電源管理が構成されていない Linux 仮想マシンなので、ゲストがシャットダ
ウンされるとき、この仮想マシンはパワーオフされません。

vmware-vmupgrade -u user -n /DC/vm1 -n /DC/vm2 -t 5

一度に最大 2つの仮想マシンをホストでパワーオフにして、ホスト
myhost.vmware.comのすべての（パワーオフした）仮想マシンをデータセン
ターDCのルート ホスト フォルダでアップグレードする
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vmware-vmupgrade -u user -h /DC/myhost.vmware.com -m 2

データセンター フォルダ /DC/folder1のクラスタ myClusterでホスト
host1.vmware.comのパワーオフにされた仮想マシンをアップグレードする

vmware-vmupgrade -u user -h 
/DC/folder1/myCluster/host1.vmware.com

仮想マシン テンプレートのアップグレード
以前のバージョンの VirtualCenter および ESX Server で作成された仮想マシン テンプ
レートは、VirtualCenter 2.0 および ESX Server 3.0 で使用するためにアップグレードす
る必要があります。

VirtualCenter 1.x および ESX Server 2.x では、仮想マシン テンプレートは、
VirtualCenter サーバ ディスクにローカルで、または ESX Server データストアに保存
できましたが、VirtualCenter 2.0 および ESX Server 3.0 では、テンプレートは、ESX 
Server データストアに保存する必要があります。VI Client に用意されているレガシー 
テンプレート アップグレード ウィザードを使用すると、アップグレード プロセス中
にテンプレートの場所を変更できます。

仮想マシン テンプレートをアップグレードする

1 VI Client から、VirtualCenter サーバにログオンします。

2 [ 管理 ] - [ レガシー テンプレートのアップグレード ] を選択します。

レガシー テンプレートのアップグレードウィザードが起動します。

3 アップグレードするテンプレートを選択して、[次へ ] をクリックします。

4 テンプレートが現在 VirtualCenter サーバディスクにある場合、移動先の ESX 
Server ホストを選択して、[次へ ] をクリックします。

[データストアの選択 ]ページが表示されます。

5 アップグレードしたテンプレートを配置するディスクを選択して、[ 次へ ] をク
リックします。

6 ホストの宛先フォルダを選択して、[次へ ] をクリックします。

7 選択を確認して、[終了 ] をクリックします。

テンプレートが更新され、選択した場所に移動されます。

注意 VirtualCenter サーバ ディスクに配置されているテンプレートをアップグレードする場
合、アップグレードしたテンプレートは選択した場所に再配置されますが、オリジナ
ルのテンプレートは VirtualCenter サーバ ディスクに残ります。テンプレート アップ
グレードが正常に完了したことを確認できたら、このオリジナル テンプレートを削
除することをお勧めします。
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ESX Server 3.0 でのワークステーションまたは GSX Server
仮想ディスクの使用

VMware Workstation または VMware GSX Server で作成される仮想マシンは、ESX 
Server 3.0 ではサポートされません。これらの仮想マシンを ESX Server 3.0 で使用する
には、vmkfstools -iコマンドを使用して、仮想ディスクを ESX Server システムに
インポートします。次に、インポートした仮想ディスクを使用して、新規仮想マシン
を ESX Server ホストで作成します。詳細については、『サーバ構成ガイド』の付録 B
「vmkfstools の使用」を参照してください。
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A

この付録では、4つの各アップグレード ステージで変更するコンポーネントの詳細を
簡潔に述べた表を示します。表には各ステージで完了するタスクが記載され、アップ
グレードの各ステージでサポートされる VMware Infrastructure コンポーネントが一覧
表示されています。この付録には、以下の表が含まれています。

VirtualCenter コンポーネントのアップグレード（P.190）

ESX Server ホストのアップグレード（P.191）

データストア上のファイル システムのアップグレード（P.192）

仮想マシンの VM3 フォーマットへのアップグレード（P.193）

VMware Tools3 でのゲストOSのアップグレード（P.194）

アップグレード準備のチェック
リスト A
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表 A-1 は、アップグレード プロセスのステージ 1の要約です。詳細に関しては、「ス
テージ 1 VMware VirtualCenter のアップグレード（P.128）」を参照してください。

表A-1.  VirtualCenter コンポーネントのアップグレード

製品 コンポーネント ステージ 1の説明

VirtualCenter Client 1.x タスク： サービスから削除します。

Server 1.x タスク： サービスから削除します。

Client 2.0 タスク： ステージ 1でインストールします。

Server 2.0 タスク： ステージ 1でインストールします。
問題： Access データベースがサポートされません。

WebCenter タスク： ステージ 1でインストールします。
問題： 実行する仮想マシンの機能が限られます。

Oracle データベース 変更不要

SQL データベース 変更不要

Access データベース タスク： サービスから削除します。

MSDE データベース タスク： ステージ 1でインストールします（オプ
ション）。

ライセンス 
サーバ

ライセンス サーバ タスク： ステージ 1でインストールします（オプ
ション）。

ESX Server ESX Server 2.0 ホスト 変更不要

VMFS2 ボリューム 変更不要

VM2 仮想マシン 変更不要

VMDK2 仮想ディスク 変更不要

ESX Server MUI 変更不要

ESX Server ホスト 
クライアント

変更不要

VMware Tools 2.x 変更不要

ESX Server 3.0 ホスト この環境ではサポートされません。

VMFS3 ボリューム この環境ではサポートされません。

VM3 仮想マシン この環境ではサポートされません。

VMDK3 仮想ディスク この環境ではサポートされません。

VMware Tools 3.0 この環境ではサポートされません。
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表 A-2 は、アップグレード プロセスの手順 2Aの要約です。詳細に関しては、「手順
2A　VMware ESX Server ホストのアップグレード（P.133）」を参照してください。

表A-2.  ESX Server ホストのアップグレード

製品 コンポーネント 手順 2Aの説明

VirtualCenter Client 1.x この環境ではサポートされません。

Server 1.x この環境ではサポートされません。

Client 2.0 変更不要

Server 2.0 変更不要

WebCenter 変更不要

Oracle データベース 変更不要

SQL データベース 変更不要

Access データベース この環境ではサポートされません。

MSDE データベース 変更不要

ライセンス 
サーバ

ライセンス サーバ 変更不要

ESX Server ESX Server 2.0 ホスト タスク： サービスから削除します。

VMFS2 ボリューム 問題： ESX Server 3.0 ホストからの読み取り専用になります。

VM2 仮想マシン 問題： VMFS2 に格納されている場合は使用できません。
VMFS3 では、パワーオン、パワーオフ、サスペンド、レ
ジューム、再ロード（移行）などに操作が制限された状態
でサポートされます。

VMDK2 仮想ディスク

ESX Server MUI タスク： サービスから削除します。

ESX Server ホスト ク
ライアント

タスク： サービスから削除します。

VMware Tools 2.x 変更不要

ESX Server ホスト 3.0 タスク： このステージでインストールします。

VMFS3 ボリューム ESX Server 3.0 ホストによってサポートされます。

VM3 仮想マシン ESX Server 3.0 ホストによってサポートされます。

VMDK3 仮想ディスク ESX Server 3.0 ホストによってサポートされます。

VMware Tools 3.0 ESX Server 3.0 ホストによってサポートされます。
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表 A-3 は、アップグレード プロセスの手順 2B の要約です。詳細に関しては、「手順
2B　VMFS2 から VMFS3 へのデータストアのアップグレード（P.133）」を参照してく
ださい。

表A-3.  データストア上のファイル システムのアップグレード

製品 コンポーネント 手順 2Bの説明

VirtualCenter Client 1.x この環境ではサポートされません。

Server 1.x この環境ではサポートされません。

Client 2.0 変更不要

Server 2.0 変更不要

WebCenter 変更不要

Oracle データベース 変更不要

SQL データベース 変更不要

Access データベース この環境ではサポートされません。

MSDE データベース 変更不要

ライセンス 
サーバ

ライセンス サーバ 変更不要

ESX Server ESX Server 2.0 ホスト この環境ではサポートされません。

VMFS2 ボリューム タスク： このステージで、すべてのデータストアを VMFS3
にアップグレードします。
問題： ESX Server 3.0 ホストからの読み取り専用になります。

VM2 仮想マシン 問題： パワーオン、パワーオフ、サスペンド、レジュー
ム、再ロード（移行）などに操作が制限された状態でサ
ポートされます。

VMDK2 仮想ディスク 問題： VMFS2 上の仮想ディスクファイルが、VMDK2
フォーマットのままになります。

ESX Server MUI この環境ではサポートされません。

ESX Server ホスト 
クライアント

この環境ではサポートされません。

VMware Tools 2.x 変更不要

ESX Server ホスト 3.0 変更不要

VMFS3 ボリューム 変更不要

VM3 仮想マシン 変更不要

VMDK3 仮想ディスク 変更不要

VMware Tools 3.0 変更不要
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表 A-4 は、アップグレード プロセスのステージ 3の要約です。詳細に関しては、「ス
テージ 3　仮想マシンのアップグレード（P.134）」を参照してください。

表A-4.  仮想マシンの VM3フォーマットへのアップグレード

製品 コンポーネント ステージ 3の説明

VirtualCenter Client 1.x この環境ではサポートされません。

Server 1.x この環境ではサポートされません。

Client 2.0 変更不要

Server 2.0 変更不要

WebCenter 変更不要

Oracle データベース 変更不要

SQL データベース 変更不要

Access データベース この環境ではサポートされません。

MSDE データベース 変更不要

ライセンス 
サーバ

ライセンス サーバ 変更不要

ESX Server ESX Server 2.0 ホスト この環境ではサポートされません。

VMFS2 ボリューム この環境ではサポートされません。

VM2 仮想マシン タスク： このステージで VM3 フォーマットにアップグ
レードします。

VMDK2 仮想ディスク この環境ではサポートされません。

ESX Server MUI この環境ではサポートされません。

ESX Server ホスト 
クライアント

この環境ではサポートされません。

VMware Tools 2.x 変更不要

ESX Server ホスト 3.0 変更不要

VMFS3 ボリューム 変更不要

VM3 仮想マシン 変更不要

VMDK3 仮想ディスク 変更不要

VMware Tools 3.0 変更不要
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表 A-5 は、アップグレード プロセスのステージ 4の要約です。詳細に関しては、「ス
テージ 4　ゲストOS 内での VMware Tools のアップグレード（P.136）」を参照してく
ださい。 

表A-5.   VMware Tools3 でのゲストOSのアップグレード

製品 コンポーネント ステージ 4の説明

VirtualCenter Client 1.x この環境ではサポートされません。

Server 1.x この環境ではサポートされません。

Client 2.0 変更不要

Server 2.0 変更不要

WebCenter 変更不要

Oracle データベース 変更不要

SQL データベース 変更不要

Access データベース この環境ではサポートされません。

MSDE データベース 変更不要

ライセンス 
サーバ

ライセンス サーバ 変更不要

ESX Server ESX Server 2.0 ホスト この環境ではサポートされません。

VMFS2 ボリューム この環境ではサポートされません。

VM2 仮想マシン この環境ではサポートされません。

VMDK2 仮想ディスク この環境ではサポートされません。

ESX Server MUI この環境ではサポートされません。

ESX Server ホスト 
クライアント

この環境ではサポートされません。

VMware Tools 2.x タスク： このステージで、VMware Tools 3.0 にアップ
グレードします。

ESX Server ホスト 3.0 変更不要

VMFS3 ボリューム 変更不要

VM3 仮想マシン 変更不要

VMDK3 仮想ディスク 変更不要

VMware Tools 3.0 変更不要
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この付録では、ESX Server バージョン3ホストのデータストアにおけるパーティション
の詳細について説明します。以下のトピックを取り上げます。

必須パーティショニング（P.195）

オプション パーティショニング（P.199）

必須パーティショニング
ESX Server のローカル起動ボリュームを作動させるには、3種類の特定のパーティ
ションが必要です。さらに、仮想マシンを格納するローカルまたはリモートの VMFS
パーティション、およびテクニカル サポート用のコア ダンプを提供する vmkcore 

パーティションも必要です。

データストアのパーティショニング B
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表 B-1.  ESX Server の必須パーティション

マウント
ポイント タイプ

ハードウェア ディスク構成別
推奨ストレージ

パーティションの説明

外部 SAN、
NAS、または
iSCSI を使用す
る内蔵ディスク

SAN
のみ

内蔵
ディス
クのみ

/boot ext3 サイズ：
100MB
場所：
内蔵ディスク

サイズ：
100MB
場所：
LUN0

サイズ：
100MB

起動パーティションは、ESX 
Server ホスト システムの起動に
必要な情報を格納 （grub 起動
ローダーと LILO 起動ローダーの
配置場所など）

適用不可 スワップ サイズ： 
544MB
場所：
内蔵ディスク

サイズ：
544MB
場所：
LUN0

サイズ：
544MB

物理 RAMで使用可能な容量以
上のメモリが必要な場合、ス
ワップ パーティションを使用す
ると、ESX Server およびサード 
パーティのアドオンによるディ
スク スペースの使用を許可
許容最低値は 100MB
注： ESX Server のスワップ パー
ティションと仮想マシンのス
ワップ スペースを混同しないで
ください。仮想マシンのスワッ
プ スペース用パーティションの
設定に関しては、『リソース管理
ガイド』を参照してください。

/ ext3 サイズ：
2560MB  

場所： 内蔵
ディスク

サイズ： 
2560MB  

場所： 
LUN0

サイズ： 
2560MB 

ルート パーティションには ESX 
Server のオペレーティング シス
テムとサービスが格納され、
サービス コンソールからアクセ
ス可能。このパーティションに
は、すべてのサード パーティ 
サービスまたはインストールし
たアプリケーションも格納。
注意 : ESX Server インストール
CDの内容をコピーするインス
トール スクリプトを実行するに
は、460MB のスペースが必要
です。
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適用不可 VMFS3 サイズ：
1.1GB 以上

サイズ：
1.1GB
以上
別の共有
LUN に
VMFS を
配置
（LUN0
以外）

サイズ：
1.1GB
以上

VMFS パーティションは必須だ
が、ローカル ドライブまたは起
動ドライブへの配置は不要 
VMFS パーティションの配置
場所：
ローカル SCSI ボリューム
ネットワーク化された SCSI
ボリューム
SAN

VMFS パーティションは、仮想
マシンの仮想ディスクの格納に
使用 （仮想マシンあたり 4GB の
ストレージを推奨）
注： 
各 LUNでは複数の VMFS ボ
リュームを作成できません。
VMFS2 は、レガシー仮想マ
シンをインポートするため
に読み取り専用モードでサ
ポートされています。
ESX ServerホストをSANから
起動する場合は、必ず「ESX 
Server のインストール
（P.89）」を参照して VMFS
パーティショニング要件を
確認してください。

表 B-1.  ESX Server の必須パーティション （続き）

マウント
ポイント タイプ

ハードウェア ディスク構成別
推奨ストレージ

パーティションの説明

外部 SAN、
NAS、または
iSCSI を使用す
る内蔵ディスク

SAN
のみ

内蔵
ディス
クのみ
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適用不可 vmkcore サイズ：
100MB
場所：
任意のディスク

サイズ：
100MB
（SANを
共有する
ESX 
Server ホ
ストあ
たり）
場所： 
コア
LUN

サイズ：
100MB

各 ESX Server ホストには 100MB
の vmkcore パーティションが
必要
vmkcoreパーティションは、
ローカル SCSI ボリューム、ネッ
トワーク化された SCSI ボリュー
ム、または SANに配置可能。ソ
フトウェア iSCSI ボリュームに
は配置不可。
vmkcoreパーティションは、デ
バッグとテクニカルサポート用
のコア ダンプ格納に使用 
各 ESX Server ホストには 100MB
の vmkcoreパーティションが
必要。複数の ESX Server ホスト
で SAN を共有する場合は、各ホ
ストごとに 100MB の vmkcore
パーティションを設定。

表 B-1.  ESX Server の必須パーティション （続き）

マウント
ポイント タイプ

ハードウェア ディスク構成別
推奨ストレージ

パーティションの説明

外部 SAN、
NAS、または
iSCSI を使用す
る内蔵ディスク

SAN
のみ

内蔵
ディス
クのみ
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オプション パーティショニング 
次のパーティションはオプションです。

表 B-2.  ESX Server のオプション パーティション

マウント
ポイント タイプ

ハードウェア ディスク構成別
推奨ストレージ

パーティションの説明

外部
SAN/NAS/iS
CSI を使用
する内蔵
ディスク

SAN
のみ

内蔵ディ
スクのみ

/home ext3 サイズ： 
512MB

homeパーティションはオプ
ション †

このパーティションは各ユーザの
ストレージとして使用

/tmp ext3 サイズ： 
1024MB

サイズ： 
1024MB
場所：
LUN0

サイズ： 
1024MB

tmpパーティションはオプション†

このパーティションは一時ファイ
ルの格納に使用

/var/log ext3 サイズ： 
2000MB  

場所： 内蔵
ディスク

サイズ： 
2000MB  

場所：
LUN0

サイズ： 
2000MB  

logパーティションはオプション†

このパーティションはログ ファイ
ルの格納に使用

適用不可 vfat 任意のディスク vfatパーティションはオプ
ション
vfatパーティションは、RAW
ディスク形式を使用する仮想マ
シンの格納に使用

適用不可 LVM － ESX Server 3.0 で廃止。アップグ
レードされたサーバからは削除。

/vmimages ext3 － ESX Server 3.0 で廃止。アップグ
レードされたサーバからは削除。

† 予期しないディスク スペースの制約による ESX Server 処理への悪影響を回避するために、別のパー
ティションを使用することをお勧めします。

‡ キックスタートを使用する場合、ESX Server マシンからのリモート インストールまたはスクリプト化
インストールを実行する場合は、このパーティションのサイズを 512MB に拡大してください。

esx_vc_installation_guide.book  199 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



インストールおよびアップグレードガイド

200 VMware, Inc.  

esx_vc_installation_guide.book  200 ページ  ２００７年５月１８日　金曜日　午後６時３５分



VMware, Inc. 201  
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この付録では、VMotion を使用したマイグレーション アップグレードと VMFS2 デー
タストアから VMFS3 データストアへの同時再配置を実行できないシナリオで使用可
能なその他のマイグレーション アップグレードについて説明します。この機能がサ
ポートされている ESX Server のバージョンについては、ESX Server 3.0.1 リリース 
ノートを参照してください。

この付録では、以下のアップグレード シナリオについて説明します。

ネットワーク コピーを使用して SANのホストをアップグレードする（P.201）

VMotion を使用して SANを共有するホストをアップグレードする（P.203）

ネットワーク コピーを使用して SANのホストをアップグレードする
このシナリオでは、1つの SAN データストアで VMFS2 ボリュームを共有する複数の
ESX Server ホストをアップグレードします。このタイプのアップグレードの一般的な
環境は、図 C-1 のとおりです。

その他のマイグレーション 
アップグレード シナリオ C

表 C-1.  ネットワーク コピーを使用して SANを共有する複数のホストのアップ
グレードの要約

ESX Server ホスト
内部 SCSI ドライ
ブまたは RAID

ネットワーク ストレージ
または SANボリューム

手動アップグレー
ド時間

2 つ以上 0 1 つ以上 4時間以上（ホス
トの数により異な
ります）
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図 C-1.  「ネットワーク コピーを使用して SANのホストをアップグレードする
（P.201）」の一般的な環境

ネットワーク コピーを使用して SANのホストをアップグレードする

1 VirtualCenter リリース 1.x をバージョン 2にアップグレードします。

詳細に関しては、「VirtualCenter アップグレードの実行（P.147）」を参照してく
ださい。

2 VMotion を使用して、すべての仮想マシンを ESX Server バージョン 2.x ホストか
ら移動します。

3 空になったホストを ESX Server バージョン 3にアップグレードします。

詳細に関しては、「ESX Server ホストのアップグレード（P.165）」を参照してく
ださい。

4 このホストを使用して、新規 VMFS3 ボリュームを SANで作成します。

このボリュームは、アップグレードする VMFS2 ボリュームのストレージ キャパ
シティ以上でなければなりません。

5 移行する仮想マシンの電源を切ります。

6 VirtualCenter サーバを使用して、仮想マシンを VMFS3 ボリュームに移行します。

各仮想マシンは、その独自のサブディレクトリになければなりません。詳細に関
しては、「仮想マシンの再配置（P.178）」を参照してください。

ODBC
VirtualCenter 1.x

ESX 2 ESX 2

VMFS2

SAN

VM2 VM2 VM2

VM2 VM2
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付録 C その他のマイグレーション アップグレード シナリオ

  

この手順では、手順 7のように仮想マシン ファイルが仮想マシン ハードウェア 
アップグレードの一環として自動的に再配置されるのではなく、手動で再配置さ
れる必要があります。これらのマシンのデータストアは、VMFS3 にアップグ
レードされていません。

7 ESX Server バージョン 3ホストを使用して、仮想マシンを VM2フォーマットか
ら VM3 にアップグレードします。

詳細に関しては「仮想ハードウェアの VM3 フォーマットへのアップグレード
（P.181）」を参照してください。

8 ゲストOS内から VMware Tools 2 から VMware Tools 3 にアップグレードします。

詳細に関しては、「VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）」を参照してく
ださい。

9 同じ方法で、残りの仮想マシンを移行します。

VMotion を使用して SANを共有するホストをアップグレードする
この例では、SANデータストアを共有する複数の ESX Server ホストのアップグレー
ドについて説明します。このアップグレードでは、ESX Server ホストが共有 VMFS ボ
リュームより少ない環境に対応できます。

このシナリオは、「インプレイス VMFS アップグレードで SANを共有するホストを
アップグレードする（P.141）」と似ています。ただし、VMotion を使用して、アップ
グレードする ESX Server ホストから仮想マシンを退避する点が異なります。VMotion
を使用することで、仮想マシンのダウンタイムは短くなりますが、VMotion 機能、お
よび仮想マシン退避を保持できる十分なサーバ容量が必要になります。

VMotion で SANの複数のホストをアップグレードする

1 VirtualCenter バージョン 1.x をバージョン 2にアップグレードします。

詳細に関しては、「VirtualCenter アップグレードの実行（P.147）」を参照してく
ださい。

2 VMotion を使用して、すべての仮想マシンを ESX Server バージョン 2.x ホストか
ら移動します。

3 空になったホストを ESX Server バージョン 3にアップグレードします。

詳細に関しては、「ESX Server ホストのアップグレード（P.165）」を参照してく
ださい。

表 C-2.  VMotion による SANの複数のホストのアップグレードの要約

ESX Server ホスト
内部 SCSI ドライ
ブまたは RAID

ネットワーク ストレージ
または SANボリューム

手動アップグレード
時間

2 つ以上 0 ボリュームがホストより
多くある

4時間以上（ホストの
数により異なります）
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4 VMFS2 ボリュームにあるすべての仮想マシンの電源を切ります。

5 VirtualCenter サーバを使用して、仮想マシンを ESX Server バージョン 3.0 ホスト
に移行します。

6 ファイル システムを VMFS2 から VMFS3 にインプレイス アップグレードします。

「データストアのアップグレード（P.176）」を参照してください。

7 仮想マシンを VM2 フォーマットから VM3 にアップグレードします。

詳細に関しては「仮想ハードウェアの VM3 フォーマットへのアップグレード
（P.181）」を参照してください。この手順では、すべての仮想マシン ファイルが
VMFS3 データストアに移行されます。

8 VMware Tools 2 を VMware Tools 3 にアップグレードします。

詳細に関しては「VMware Tools 3 へのアップグレード（P.182）」を参照してくだ
さい。
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