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本『Update Manager 管理ガイド』では、VMware® Update Manager をインストールして、現在の環境で使
用するための構成方法を説明します。

Update Manager は、VMware ESX Server 3.5 以降および VMware ESX Server 3i バージョン 3.5 以降で動作しま
す。 わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次の製品名を使用します。

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

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

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

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

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

対象読者
本書に記載されている情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経験があり、仮想マシン 
テクノロジーおよびデータ センター操作に詳しい方を対象としています。 

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

docfeedback@vmware.com

Update Manager ドキュメント
Update Manager ドキュメントは、この管理ガイド、Update Manager クライアント プラグインに統合され
ているオンライン ヘルプ、リリース ノート、および『VMware Update Manager - PowerShell ライブラリ管
理ガイド』（Toolkit for Windows での Update Manager cmdlet の実行に関する情報を記載）で構成されてい
ます。

本書の最新バージョンおよびその他の文書は、次の Web サイトをご覧ください。

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

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

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

本書について

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.vmware.com/jp/support
http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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本章では、次の内容について説明します。

Update Manager の概要 （P.7）

セキュリティのベスト プラクティス （P.7）

Update Manager プロセス （P.8）

Update Manager の設定 （P.10）

Update Manager の概要
VMware Update Manager は、VMware Infrastructure 導入環境で動作するオペレーティング システムとアプ
リケーションを、基準となるアップデートおよびパッチと比較します。 指定したアップデートは、スキャン
済みの ESX Server ホスト、仮想マシン、および仮想アプライアンスのオペレーティング システムとアプリ
ケーションに適用できます。Update Manager は、ESX Server ホストおよび ESX Server ホスト上で動作する
仮想マシンと仮想アプライアンスに対して処理を行います。 使用している環境にあるアプリケーションの
バージョンにより、メリットは異なります。 VirtualCenter 2.5 と ESX Server バージョン 3.5 以降を対象に、
Update Manager を使用すると、コンプライアンスをスキャンし、ゲスト、アプライアンス、およびホスト
にアップデートを適用できます。

Update Manager は、ホストのスキャンと修正のほかに、パワーオン、サスペンド、パワーオフの各状態の
仮想マシンおよびテンプレートをスキャン、修正できます。 アップデートまたはパッチに失敗した場合は、
データを失うことなく、仮想マシンおよびテンプレートを前の状態に戻せます。

セキュリティのベスト プラクティス
特定のパッチ レベルでオペレーティング システムとアプリケーションとの一貫した組み合わせをメンテナ
ンスすると、環境内の脆弱性を低減することができます。また同時に、解決策が必要な問題の可能性を軽減
することもできます。 すべてのシステムに、パッチの適用、再構成、またはその他の解決策が必要ですが、
1 つの環境内のシステムの多様性を抑えると、管理の負担およびセキュリティ リスクが軽減します。

コンプライアンスのメリット
多くの攻撃が、既存のよく知られた問題を利用しています。 たとえば、Nimda コンピュータ ワームは、
ワームが実際にまん延する数ヶ月前に発見された脆弱性を利用しています。 発生時にはパッチが存在した
め、そのパッチを適用したシステムには影響がありませんでした。Update Manager は、使用している環境
内のシステムに必要なパッチを確実に適用するのに役立ちます。

使用している環境のセキュリティをより高めるには、次のことを行います。

環境の脆弱性がある箇所を認識すること。

それらのマシンをパッチ基準に効率的に準拠させること。

Update Manager について 1
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一般的な大規模の環境では、さまざまな種類のマシンでさまざまなオペレーティング システムを実行して
います。 環境に仮想マシンを追加すると、この多様性が増大します。Update Manager は、環境の状態を判
定する処理を自動化し、環境内の VMware 仮想マシンと ESX Server ホストを効率的にアップデートする手
段を提供します。

コンプライアンスおよびセキュリティのベスト プラクティス
セキュリティと安定性の強化によるメリットを維持しながらコンプライアンスの目標を達成するには、次の
ものを定期的に評価します。

環境で使用できるオペレーティング システムとアプリケーション。

オペレーティング システムとアプリケーションに必要なパッチ。

これらの評価を行う責任者、評価を実行する時期、調査結果から生じる計画を実施するために使用する方法
を決定します。

Update Manager プロセス
Update Manager は、一連の操作で効果的なパッチ管理を確実にします。 この処理は、一連のセキュリティ 
アップデートに関する情報のダウンロードから始まります。 1 つまたは複数のこれらのアップデートを集め
てベースラインを作成します。 仮想マシン、仮想アプライアンス、および ESX ホストとの集合体に対して、
ベースラインを使用してコンプライアンスをスキャンし、修正（アップデート）します。 これらの処理は手
動またはスケジュール設定タスクにより開始されます。

パッチのダウンロード
Update Manager は、インターネットを使用して、ヴイエムウェアおよび Shavlik から最新のパッチ情報を
収集します。 ヴイエムウェアは ESX Server のアップデートに関する情報を提供し、Shavlik はあらゆる主要な
アプリケーションおよびオペレーティング システムに関する情報を提供します。 

定期的に（間隔は設定可能）、Update Manager は Shavlik とヴイエムウェアに接続して、適用可能なパッチ
に関する最新情報を収集します。 ダウンロード間隔の設定については、「アップデートのチェック （P.23）」
を参照してください。 パッチを適用するアプリケーションまたはオペレーティングシステムが現在の環境で
使用されているかどうかに関わらず、すべてのパッチ情報がダウンロードされます。

すべてのパッチ情報のダウンロードは、ディスク領域やネットワーク バンド幅の観点から考えると、比較
的負荷の低い操作です。 これにより、それらのアプリケーションまたはオペレーティング システムのスキャ
ンおよび修正をいつでも柔軟に追加できるようになります。 「仮想マシンと ESX Server ホストのスキャン 

（P.9）」、「修正 （P.10）」、「仮想アプライアンスのスキャン （P.39）」、および「仮想アプライアンスの修正 
（P.40）」を参照してください。

Update Manager は、パッチ コンプライアンスについてシステムを検査する際、そのシステムの情報をもと
に最新のパッチが適用されているかどうかをチェックします。 この処理ではパッチ情報を使用しますが、
パッチそのものは必要ありません。 ベースラインに準拠していないマシンは、これらの比較によって識別さ
れます。 効率を上げてディスク領域を節約するために、仮想マシンのパッチは、その必要性が認識されたあ
とではじめてダウンロードされます。

仮想マシンをはじめて修正するときに、適用可能なパッチが Update Manager Server にダウンロードされ
て、パッチが適用されます。 パッチの適用方法の詳細（すぐに適用するか、あとで適用するかなど）は、そ
の状況下での可能性とユーザーの要求と兼ね合いで決まります。 たとえば、Update Manager はマシンを修
正するように設定されているにも関わらず、これらのマシンが修正できる状態ではない場合（ESX Server ホ
ストがパワーオフ状態の場合など）、修正操作が可能になるまで処理は延期されます。 

パッチはダウンロードすると、パッチ ダウンロード ディレクトリに永久に保存されます。 ほかのマシンが
修正されると、パッチのリソースはすでにサーバに格納されています。

Update Manager が、パッチを簡単にダウンロードできないような方法で導入されている場合があります。 
たとえば、Update Manager が、インターネット接続の信頼性が低い内部ネットワーク セグメントに導入さ
れている場合があります。 Update Manager Download Service は、それがインストールされているマシンに、
Update Manager Server があとで使用するために備えて、パッチをダウンロードして格納します。 
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Update Manager について

Update Manager は、インターネット プロキシを使用してパッチ情報およびパッチをダウンロードするよう
に設定できます。 「インターネット プロキシと連携して使用するための Update Manager の構成 （P.24）」
を参照してください。 

仮想マシンと ESX Server ホストのスキャン
スキャンは、一連のホストまたは仮想マシンの属性を、ベースラインと呼ばれる基準に基づいて評価する処
理です。 ESX Server 3.5 以降、ESX Server 3i バージョン 3.5 以降、および Windows または Linux で実行する仮
想マシンをすべてスキャンできます。ESX Server インストールをスキャンして最新のパッチが適用されてい
るか特定できます。または、仮想マシンをスキャンしてそのオペレーティング システムに最新のパッチが
適用されているか特定できます。 

アップデートのスキャンはオペレーティング システムに固有のものです。 たとえば、Update Manager は、
Windows 仮想マシンに特定のパッチ セットがあるかどうかをスキャンして確定しますが、同じマシンに
Linux パッチがインストールされているかどうかをスキャンして特定することはありません。

仮想インフラストラクチャでは、リソース プールを除くすべてのオブジェクトがスキャンされます。

オンラインとオフラインの両方の仮想マシンおよびテンプレートでスキャンを実行できます。

ベースライン
スキャンでは、ホストまたは仮想マシンの状態をベースラインと比較します。 ベースラインは、サービス 
パック、パッチ、またはバグ フィックスなどの 1 つまたは複数のアップデートを集めて記載したものです。 
1 つのベースラインで、そのベースラインに含まれているすべてのアップデートがそれぞれスキャン中のオ
ブジェクトに適用されているかどうかを検証することが、1 つの手順になっています。

Update Manager は、ヴイエムウェアのベンダーが提供するアップデート リポジトリに定期的に問い合わせ
て、適用可能なパッチを検出します。 パッチ情報とパッチの内容を取得するサーバは、フル装備の公開鍵基
盤を使用して認証されます。 セキュリティを確保するために、通常パッチはベンダーによって暗号で署名さ
れ、セキュリティ保護された接続を介してダウンロードされます。

Update Manager には、次のタイプのベースラインがあります。

動的　各アップデートの重要性に応じてベースラインの内容が決定されます。 Windows の場合、アップ
デートは重要または任意のいずれかです。 

動的ベースラインの内容は、指定された基準に適合する適用可能なアップデートに基づいて決定されま
す。 適用可能なアップデートのセットが変化すると、動的ベースラインも同様にアップデートされま
す。 明示的にアップデートをベースラインに含めたり除外したりできます。そして除外したアップデー
トは永久にそのままです。

固定　Update Manager で使用可能なパッチのすべてのセットから、ベースラインに含めるすべての
アップデートを手動で指定します。 一般的に固定のアップデートは、システムが特定の問題に対処する
用意ができているかどうかを確認するために使用されます。 たとえば、固定ベースラインを使用して
パッチのコンプライアンスを検証し、Blaster などのウイルスの侵入を防ぎます。

Update Manager には、事前に準備された 4 つの動的ベースラインがあります。これらを使用して、任意の仮
想マシン、仮想アプライアンス（仮想マシンと仮想アプライアンスのベースラインは 1 つで同じ）、またはホ
ストをスキャンし、次のさまざまなカテゴリのパッチがすべて適用されているかどうかを判断できます。 

重要性が高い仮想マシンのアップデート　すべての重要な Windows アップデートと仮想マシンの
コンプライアンスについて検証する。 

重要性が低い仮想マシンのアップデート　すべての任意の Windows アップデートと仮想マシンの
コンプライアンスについて検証する。

重要性が高いホストのアップデート　すべての重要なアップデートと ESX Server ホストのコンプラ
イアンスについて検証する。 

重要性が低いホストのアップデート　すべての任意のアップデートと ESX Server ホストのコンプラ
イアンスについて検証する。

また、重要なアップデートと任意のアップデートの両方を含む動的ベースラインを作成することもできます。
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ベースラインの次の属性が Update Manager ユーザー インターフェイスに表示されます。

名前　さまざまなベースラインを識別します。 名前は、必要に応じて変更することができます。 名
前はベースラインが作成されるときに設定されます。

アップデート　ベースラインに含めるアップデートの数を示します。 サービス パックなどの一部の
アップデートには、多数の小規模のパッチが含まれています。これらの小規模のパッチは、以前個
別に配布されている場合があります。 アップデートの数は、ベースラインに含まれるアップデート
の範囲を直接示すものではないため、この情報は量ではなく質を表しています。 アップデートの数
は、スキャンおよび修正を完了するまでにかかる時間を表します。

最終更新日　このベースラインにアップデートを追加したり、このベースラインからアップデート
を削除したりした最終日時を示します。 この日時は、動的アップデートによる自動変更、または
ユーザーの手動変更によって、アップデートが変更された最終日時を反映しています。 最新のアッ
プデート情報を確認すると、ベースラインが予想通りに変更されているかどうかを知る手がかりと
なります。

ベースラインのタイプ　特定のベースラインのタイプを識別します。 設定される値には、「動的」、
「固定」、または「動的（修正済み）」があります。 「動的（修正済み）」ベースラインは、動的ベー
スラインの基本的な基準に対して、ユーザーが特定のアップデートを含めるまたは除外するように
動的ベースラインを修正したものです。

システム管理者はベースラインの新規作成、既存のベースラインの編集、ベースラインの切り離しまたは削
除が可能です。 さまざまなグループや事業部を持つ大規模な組織では、各グループそれぞれのベースライン
を定義できます。 システム管理者は、特定の文字列を検索したり、各列のヘッダをクリックしてそれらの属
性でソートしたりすることで、ベースラインのリストをフィルタ処理できます。 この機能は、VirtualCenter
のすべてのビューで提供する機能を使用しています。

修正
修正は、スキャン完了後に、Update Manager が ESX Server ホスト、仮想マシン、または仮想アプライアン
スに対してアップデートを適用する処理のことです。 修正すると、マシンおよびアプライアンスが既知の攻
撃の可能性に対して安全であり、最新のバグ フィックスによって信頼性がより高まることを保証します。 修
正することでメリットはありますが、マシンを修正しなくてもかまいません。 たとえば、アプリケーション
を保証するほど重大な修正ではないと組織が判断した場合、または最新のパッチを適用すると機能しなくな
るような従来の処理をマシンが実行する場合などです。

スキャンとほぼ同じ方法でマシンおよびアプライアンスを修正できます。 スキャンと同様に、1 つの仮想マ
シンまたは 1 つの仮想アプライアンスを修正できるだけでなく、仮想マシンのフォルダ、クラスタ、デー
タ センター、または仮想インフラストラクチャのすべてのオブジェクトから修正を開始できます。 スキャン
と同様に、リソース プールは、修正できない唯一の VMware Infrastructure オブジェクト タイプです。 修正
では次のものをサポートしています。

Windows 仮想マシンおよびアプライアンスのパワーオン、サスペンド、パワーオフ。

Windows 仮想マシンのテンプレート。

ESX Server 3.5.0 以上を実行するホスト。

Update Manager の設定
仮想マシンおよび ESX Server の修正処理は構成できます。 構成オプションは次のとおりです。

アップデートされたパッチ情報を確認するタイミング。

仮想マシンまたは ESX Server のスキャンまたは修正のタイミング。

仮想マシンの修正前スナップショットの操作方法。Update Manager は、修正前に仮想マシンのスナッ
プショットを作成できます。 スナップショットを作成するように Update Manager を設定した場合、そ
のスナップショットを永久に保存するように設定したり、一定期間の経過後に削除するように設定した
りすることができます。
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Update Manager について

修正前に仮想マシンのスナップショットを作成するかどうか、スナップショットを保存するかどうか、
および保存期間。

ESX Server ホストの修正に失敗した場合の対処方法。

セキュリティ構成の詳細については、「構成 Update Manager （P.22）」を参照してください。
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2

本章の手順に従って、ESX Server のインストール、ゲスト OS、およびアプリケーションのアップグレード
とパッチの適用を円滑に行います。 ソフトウェアの最新のバージョンを使用すると、つねに安全でパッチが
適用された環境の構築に役立ちます。

本章では、次の内容について説明します。

Update Manager のインストール、アップグレード、およびアンインストール （P.13）

Update Manager のネットワーク ポート要件 （P.21）

構成 Update Manager （P.22）

ベースラインとの連携 （P.28）

仮想マシンと ESX Server ホストのスキャン （P.32）

ESX Server ホストと仮想マシンの修正 （P.34）

Update Manager イベントの操作 （P.37）

アップデートの操作 （P.38）

仮想アプライアンスの管理 （P.39）

Update Manager のインストール、アップグレード、およびアンインス
トール 

Update Manager は、VirtualCenter インストール処理の一部としてインストールされます。 すでに構築され
た VMware Infrastructure 環境がある場合は、同じインストーラを使用して Update Manager の機能を追加で
きます。 

Update Manager は、VirtualCenter サーバと同じコンピュータ、または異なるコンピュータにインストール
できます。Update Manager は、次のオペレーティング システムを実行するコンピュータにインストールで
きます。

Windows XP SP2

Windows Server 2003

Update Manager は、VirtualCenter 用 VMware Converter Enterprise など、VirtualCenter のほかのアドオンと
互換性があります。

Update Manager のディスク ストレージ要件は、実際の導入状況によって異なります。 詳細については、
『VMware Update Manager サイジング エスティメータ』を参照してください。

Update Manager Server および Update Manager Download Service は、Microsoft SQL Server または Oracle
データベースにパッチのメタデータを格納します。Update Manager は表 2-1 に記載しているデータベース 
フォーマットをサポートしています。

Update Manager の操作 2



管理ガイド

14 VMware, Inc.

Update Manager をインストールする前に、Update Manager をインストールする環境に関する情報を収集
してください。 次の情報を収集します。

Update Managerと連携するVirtualCenterサーバのネットワーク情報。 場合によってはデフォルトの値が
設定されていますが、次の情報が正しいことを確認する場合もあります。

IP アドレス。

ポート番号。 通常、Web サービスのポート（デフォルトでは 80 と 443）は使用されています。 

インストールの完了に必要なシステム管理の認証情報には、次のものが含まれています。

十分な権限があるアカウントのユーザー名。 これは多くの場合、root または Administrator です。

インストールで使用するアカウントのパスワード。

Update Manager をインストールするには

1 Update Manager Server をホストするサーバの CD-ROM ドライブにインストーラ CD を入れます。

2 [ 次へ（Next）] をクリックします。

3 [ 次へ（Next）] をクリックします。

4 いずれかのオプションをそのまま使用して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

5 ユーザー名および組織情報を入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

6 [VMware VirtualCenter サーバ（VMware VirtualCenter Server）] を選択します。

VMware Infrastructure Client、VirtualCenter サーバ、または VMware Converter Enterprise for 
VirtualCenter などのコンポーネントをすでにインストールしている場合、これらのコンポーネントがイ
ンストールされていることを通知するメッセージが表示され、Update Manager などのほかのコンポー
ネントのインストールを続行できます。.

[ カスタム（Custom）] オプションを選択すると、VMware Update Manager が使用するデータベースを
構成したり、プロキシ サーバの設定を変更したり、Update Manager のインストール先や、パッチの格
納先をカスタマイズしたりできます。

7 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[VirtualCenter サーバの権限（VirtualCenter Server Authorization）] ページが表示されます。

8 この Update Manager Server が連携する、VirtualCenter サーバおよびシステム管理者アカウントの情報
を入力します。

a [VC サーバの IP（VC Server IP）] テキスト ボックスに、IP アドレスを入力するか、デフォルト値を
使用します。

b [VC サーバのポート（VC Server Port）] テキスト ボックスに、ポート番号を入力するか、デフォル
ト値を使用します。

c [ システム管理者（Administrator）] テキスト ボックスには、このインストールを完了するために
使用するシステム管理者アカウントの名前を入力します。

表2-1  サポートされるデータベース フォーマット

データベース タイプ パッチおよびドライバの要件

SQL Server 2000 SP 4 クライアント用に SQL Server のドライバを使用。

SQL Server 2005 SP1 クライアント用に SQL Native Client のドライバを使用。

SQL Server 2005 Express クライアント用に SQL Native Client のドライバを使用。

Oracle 9i サーバおよびクライアントにパッチ 9.2.0.8.0 を適用。 

Oracle 10g Release 1 (10.1.0.2) サーバおよびクライアントにパッチ 10.1.0.3.0 を適用。

Oracle 10g Release 2 (10.2.0.1.0) 最初にサーバおよびクライアントにパッチ 10.2.0.3.0 を適
用してから、クライアントにパッチ 5699495 を適用。
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d [ パスワード（Password）] および [ パスワードの確認（Verify Password）] テキスト ボックスには、
このインストールを完了するために使用するシステム管理者アカウントのパスワードを入力します。

e [ 次へ（Next）] をクリックします。

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

Update Manager データベースの準備
Update Manager Server には、サーバ データを保存および編成するためのデータベースが必要です。Update 
Manager は、Oracle、Microsoft SQL Server、および Microsoft SQL Server 2005 Express に対応しています。
 

Update Manager データベースをサポートするには、データベース インスタンスを作成し、そのデータベー
ス インスタンスにすべての Update Manager データベース テーブルが配置されるように構成する必要があ
ります。 

ローカルで機能する Oracle 接続の構成

次の手順を開始する前に、表 2-1 に示す必要なデータベース パッチを確認します。 データベースが正しく準
備されていないと、Update Manager インストーラによってエラー メッセージまたは警告メッセージが表示
されることがあります。

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

1 Oracle 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
（たとえば、VUM）を作成します。

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

3 Oracle Universal Installer を使用して、対応する Oracle ODBC のドライバをインストールします。

4 データベースのオープン カーソル数を増やします。 <ORACLE_BASE>￥ADMIN￥VUM￥pfile￥init.ora
ファイルに open_cursors = 300 を追加記入します。 

ここで、<ORACLE_BASE> は Oracle ディレクトリ ツリーのルートです。

ローカルでOracle データベースに接続するには

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

CREATE TABLESPACE "VUM" DATAFILE '<ORACLE_BASE>￥ORADATA￥VUM￥VUM.dat' SIZE 1000M 
AUTOEXTEND ON NEXT 500K;

ここで、<ORACLE_BASE> は Oracle ディレクトリ ツリーのルートです。

2 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（vumAdmin など）を作成します。

CREATE USER vumAdmin IDENTIFIED BY vumadmin DEFAULT TABLESPACE vum;

3 ユーザーに dba 権限または次の権限を付与します。

grant connect to <user>
grant resource to <user>
grant create view to <user>
grant create any sequence to <user> 
grant create any table to <user> 
grant unlimited tablespace to <user> # 容量を制限していないことを確認

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

データ ソース名： VUM
TNS サービス名： VUM
ユーザー ID： vumAdmin

注意   Microsoft SQL Server 2005 Express は、通常、小規模の導入（最大 5 台のホストと 50 の仮想マシン）で
使用します。
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リモートで機能する Oracle 接続の構成
次の手順を開始する前に、表 2-1 に示す必要なデータベース パッチを確認します。 データベースが正しく準
備されていないと、Update Manager インストーラによってエラー メッセージや警告メッセージが表示され
ることがあります。

Update Manager データベースとして Oracle データベースを使用し、Update Manager がデータベースにリ
モートでアクセスするように設定するには、まず「ローカルで機能する Oracle 接続の構成 （P.15）」の手順
を実行してデータベースを設定します。 

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

1 Update Manager Server マシンに Oracle クライアントをインストールします。

2 Oracle にリモート接続します。 

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

データ ソース名： VUM
TNS サービス名： VUM
ユーザー ID： vumAdmin

Oracle にリモート接続するには

1 ODBC ドライバをダウンロードしてインストールします。

2 <ORACLE_HOME>￥network￥admin￥に配置されている tnsnames.ora ファイルを必要に応じて編集
します。

ここで、<ORACLE_HOME> は C:￥<ORACLE_BASE> の下にあり、Oracle ソフトウェアの実行可能プログ
ラムとネットワーク ファイルのサブディレクトリを含んでいます。

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

VUM =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<host address>)(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = VUM)
)
)

この例の <host address> は、クライアントが接続する必要のある管理対象ホストです。

Microsoft SQL Server の ODBC 接続の構成
Update Manager をインストールする場合、SQL Server データベースとの接続を確立できます。 次の手順で
は、SQL Server の ODBC 接続を構成する方法について説明します。 Update Manager で SQL Server を使用す
る場合、マスタ データベースを使用しないでください。

この手順を開始する前に、表 2-1 に示す必要なデータベース パッチを確認します。 データベースが正しく準
備されていないと、Update Manager インストーラによってエラー メッセージや警告メッセージが表示され
ることがあります。

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

Update Manager と連携するようにMicrosoft SQL Server データベースを準備するには

1 Microsoft SQL Server で、次の手順を実行します。

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

データベース オペレータ（DBO）ユーザーのデフォルト データベースを定義します。

b 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。 
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データベース ユーザーが、sysadmin サーバ ロールまたは Update Manager データベースおよび
MSDB データベースで、db_owner 固定データベース ロールのいずれかを保持していることを確認
します。

MSDB データベースの db_owner ロールは、インストールまたはアップグレード時のみ必要です。 
このロールはインストールまたはアップグレード プロセスが完了したあと破棄できます。 

2 Update Manager Server システムで、[ スタート（Start）] - [ 設定（Setting）] - [ コントロール パネル
（Conrtol Panel）] - [ 管理ツール（Administrative Tools）] - [ データ ソース（ODBC）（Data Sources 
(ODBC)）] を選択します。

3 [ システム DSN（System DSN）] タブをクリックします。

4 SQL Server の ODBC 接続を作成または変更します。

SQL Server の ODBC 接続を作成します。

i [ データ ソースの新規作成（Create New Data Source）] を選択し、[ 追加（Add）] をクリック
します。

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

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

既存の SQL Server の ODBC 接続を変更します。

i 変更する SQL Server ODBC DSN を選択します。

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

5 [ 名前（Name）] フィールドに ODBC DSN を入力します。 

たとえば、VUM と入力します。

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

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

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

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

9 認証方法を選択します。 

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

リモート SQL Server を使用する場合は、適切な SQL Server 認証方法を選択します。 

リモート SQL Server 用に選択した認証オプションは、そのサーバの設定と一致する必要があります。

10 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。 

11 デフォルトのデータベースを構成し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

12 [ デフォルト データベースの変更（Change the default database）] メニューからデータベースを選択
し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

13 [ 終了（Finish）] をクリックします。 

注意   SQL Server 認証方法を使用する場合、Update Manager のインストール ウィザードに、ODBC
の構成で使用したのと同じユーザー名、パスワード、および ODBC システム DSN（データ ソース
名）を入力する必要があります。 
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14 [ODBC Microsoft SQL Server セットアップ（ODBC Microsoft SQL Server Setup）] ウィンドウで [ データ 
ソースのテスト（Test Data Source）] をクリックします。 

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

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

15 SQL Server Agent がデータベース サーバで動作していることを確認します。 

システム トレイで [SQL Server] アイコンをダブルクリックし、SQL Server Agent が動作しているかどう
かを確認します。

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

SQL Server の認証タイプを確認するには

1 SQL Server Enterprise Manager を開きます。

2 [ プロパティ（Properties）] タブをクリックします。

3 接続タイプを選択します。 接続タイプは、Windows NT または SQL Server のいずれかの認証です。

Microsoft SQL Server 2005 Express の構成
VMware Update Manager のインストール時に Microsoft SQL Server 2005 Express をデータベースとして選択
すると、Microsoft SQL Server 2005 Express データベース パッケージのインストールと構成が行なわれます。 
追加の構成は不要です。

Microsoft SQL Server 2005 Express がインストールされている場合、表 2-1 に示す必要なデータベース パッチ
を確認します。 データベースが正しく準備されていないと、Update Manager インストーラによってエラー 
メッセージや警告メッセージが表示されることがあります。

Update Manager データベースの保守
Update Manager データベース インスタンスおよび Update Manager 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保守プロセスを実行します。 詳細は次のとおりです。

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

定期的なデータベースのバックアップ スケジュールを設定する。

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

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

Guest Agent のインストール
VMware Update Manager Guest Agent は、Update Manager の処理を促進します。 オペレーティング システ
ムが Linux や Windows の場合、修正がはじめてスケジュール設定されたとき、またはパワーオン状態の仮
想マシンでスキャンが開始されたときに、Guest Agent がインストールされます。 最適な結果を得るには、
Guest Agent の最新バージョンがインストールされていることを確認してください。

Guest Agent のインストールが正常に完了してない場合、スキャンや修正などの処理は失敗します。 そのよ
うな場合は、手動で Guest Agent をインストールします。 

Windows および Linux ゲスト用の Guest Agent インストール パッケージは、Update Manager のインストー
ル時に指定したディレクトリにあります。 そのディレクトリの、￥docroot￥vci￥guestAgent￥に Guest 
Agent にインストール パッケージがあります。 たとえば、Update Manager が C:￥Program Files￥
VMware￥Infrastructure￥Update Manager にインストールされている場合、Guest Agent インストーラ
は C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Update Manager￥docroot￥vci￥guestAgent￥
にあります。

Guest Agent ではユーザー入力を必要としないため、インストールはサイレントに完了します。 Windows の
場合、VMware-UMGuestAgent.exe ファイルを実行してインストーラを開始します。 Linux の場合、
rpm -ivh VMware-VCIGuestAgent-Linux.rpm コマンドを実行して、
VMware-VCIGuestAgent-Linux.rpm ファイルをインストールします。
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Update Manager Download Service のインストール
Update Manager Download Service は、Download Service を使用しなければ Update Manager Server で使用
できないアップデートをダウンロードします。 たとえば、セキュリティ上の理由や導入の制限のため、
Update Manager を含む VMware Infrastructure をエア ギャップ ネットワークにインストールする場合があり
ます。エア ギャップ ネットワークとは、ほかのローカル ネットワークやインターネットに接続されていな
い、保護されたネットワークのことです。 Update Manager が適切に機能するためには、パッチ情報へのア
クセスが必要です。 

Download Service は、このような状況に対して解決策を提供します。 Download Service は次のアップデート
をダウンロードします。

ESX Server 3i 以降、および ESX Server 3.5 以降。

Update Manager がサポートする Windows 仮想マシンの全バージョン。 

Update Manager Download Service を使用するには、サーバを Update Manager Download システムとして
設定する必要があります。 このサーバにはインターネット アクセスが必要です。 

Download Service がアップデートをダウンロードしたあと、そのアップデートを、Update Manager を実行
する VirtualCenter サーバにエクスポートできます。CD または USB キー デバイスを使用したエクスポート
と、自動的に行なうエクスポートが可能です。

Download Service をインストールしているサーバ上にアップデートを格納するために必要な容量は、パッ
チを適用するオペレーティング システムとアプリケーションの種類の数、およびこのシステム上にパッチ
を収集する年数によって異なります。 ESX Server のパッチ適用に 1 年当たり 50 GB、そして各仮想マシンの
オペレーティング システムとロケールの組み合わせに対して 11 GB を割り当てます。 たとえば、Windows 
XP US English と Windows Server 2003 をホストするサーバを 2 年間使用してパッチを適用するには、ホスト
用に 100 GB、仮想マシン用に 44 GB、合計 144 GB が必要です。 このような環境に Download Service をイン
ストールするには、パッチのストレージ用に 144 GB 以上の使用可能領域があるサーバにインストールして
ください。 

Download Service インストーラにはデータベースが必要です。 インストール プログラムには、SQL Server 
2005 Express データベースを作成するオプションが含まれています。または、既存の Microsoft SQL Server
データベースや Oracle データベースを使用することもできます。

Update Manager Download Service をインストールするには

インストール CD の umds フォルダにある VMware-UMDS.exe ファイルを開きます。 
VMware Update Manager Download Service のインストール ウィザードを使用して、インストールを完了し
ます。

インストール時に SOAP ポート、Web ポート、およびプロキシの設定を変更できます。 インストール時にデ
フォルト設定をそのままにしておき、あとで Update Manager Download Service のプロキシ認証設定を変更
する場合は、「プロキシ認証情報を手動でアップデートするには （P.24）」の手順に従います。

VI Client のアップグレードによるサポート Update Manager
VirtualCenter バージョン 2.5 以降、Update Manager Client は VI Client のプラグインとして配信されていま
す。 Update Manager の機能は VirtualCenter にとって不可欠な要素で、新しい VI Client は以前の VI Client リ
リースより優先されます。

Update Manager をインストールしたあと、少なくとも 1 つの VI Client をアップデートすると、Update 
Manager を構成できます。 Update Manager の管理に使用する VI Client には Update Manager プラグインを
インストールする必要がありますが、必要がなければ、すべてのクライアントのアップデートを行わなくて
もかまいません。 Update Manager プラグインがある VI Client と、ほかのプラグインがある VI Client または
ほかのプラグインがない VI Client は、どのような組み合わせでも、衝突せずに所定の VirtualCenter サーバ
に接続できます。

VI Client で Update Manager を有効にするには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [Plugins（プラグイン）] - [Manage Plugins（プラグインの管理）] を選択します。
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3 Update Manager プラグインの [ ダウンロードとインストール（Download and install）] をクリックし
ます。

4 Update Manager Client のインストールを完了し、[OK] をクリックします。

5 [ プラグインの管理（Plugin Manager）] ページで、[ インストール済み（Installed）] タブをクリックし
ます。

VMware Update Manager Client のプラグインはすぐに使用できない可能性があります。 Update 
Manager Client が [ インストール済み（Installed）] タブに表示されるまで、1 分程度待機する必要があ
るかもしれません。

6 [ 有効（Enabled）] を選択します。 

7 [ はい（Yes）] または [ 無視（Ignore）] をクリックしてすべての [ セキュリティ警告（Security 
Warning）] ダイアログ ボックスを閉じたあと、[OK] をクリックします。

[Update Manager] ボタンが VI Client にすぐに表示されない場合があります。 VMware Update Manager
のプラグインをインストールしたあと、ボタンが表示されない場合は VI Client を再起動してください。

Update Manager のアップグレード
Update Manager のアップグレードは、Update Manager 1.0 から Update Manager の最新リリースである
Update Manager 1.0 Update 2 まで使用できます。 Update Manager をアップグレードする前に、
VirtualCenter サーバと VI Client の両方を必ず互換性のあるバージョンにアップグレードしてください。 

互換性については、表 2-2 の互換性マトリックスを参照してください。

表2-2  互換性マトリックス

Update Manager Server と Update Manager Client は同じバージョンである必要があります。 

Update Manager を Update Manager 1.0 Update 2 にアップグレードするには

1 VirtualCenter サービスと Update Manager サービスを停止します。

2 Update Manager データベースのバックアップ コピーを手動で作成します。

3 VirtualCenter 2.5 を VirtualCenter 2.5 Update 2 にアップグレードします。 

4 Update Manager を Update Manager 1.0 Update 2 にアップグレードします。

5 Update Manager に接続すると、VI Client が Update Manager の適切なバージョンを検出し、それがま
だインストールされていない場合はインストールを求めてきます。 

既存の Update Manager データベース スキーマを使用して Update Manager をアップグレードすると、
Update Manager をアンインストールした場合でも、インストーラはその既存のスキーマに基づいてデータ
ベースをアップグレードします。 新規のデータベース スキーマを作成する場合、古い Update Manager 
Server をアンインストールし、Update Manager 1.0 Update 2 Server をインストールして、インストール時
に新しいデータベースを作成します。

統合インストーラを使用して VirtualCenter をアップグレードする場合、Update Manager は自動的にアップ
グレードされます。

スタンドアロン インストーラを使用して Update Manager をアップグレードする場合、インストーラは
VirtualCenter のバージョンを確認し、互換性がないときは、エラー メッセージを表示してインストール処
理を停止します。

Update Manager

VirtualCenter VI Client

2.5 2.5 Update 1 2.5 Update 2 2.5 2.5 Update 1 2.5 Update 2

1.0 可 不可 不可 可 不可 不可

1.0 Update 1 不可 可 不可 不可 可 不可

1.0 Update 2 不可 不可 可 不可 不可 可
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Update Manager のアンインストール 
Update Manager はディスク領域などのコンピューティング リソースに与える影響が小さいため、明確に削
除する場合以外は、あとで使用する場合に備えて既存のインストールをそのままにしておきます。 Windows
の [ プログラムの追加と削除（Add/Remove programs）] 機能を使用して、Update Manager を削除できま
す。 Update Manager をアンインストールする場合、VI Client から Update Manager プラグインをアンインス
トールする場合があります。 この場合、クライアントがインストールされているマシンで、Windows の [ プ
ログラムの追加と削除（Add/Remove programs）] 機能を使用します。 Update Manager Client が VI Client か
ら削除されたあと、パッチのバイナリとログ データは Update Manager Server に残りますが、[Update 
Manager] ボタンは表示されなくなります。Update Manager はディスク領域などのコンピューティング リ
ソースに与える影響が小さいため、明確に削除したい場合以外は、あとで使用する場合のために既存のイン
ストールをそのままにしておきます。

Update Manager のネットワーク ポート要件
Update Manager のインストール時にデフォルト設定をそのままにした場合、インストール後に Update 
Manager Web サーバは 9084 TCP で待機し、Update Manager SOAP サーバは 8084 TCP で待機します。 どち
らのサーバにアクセスする場合も、標準ポート 80 および 443 で待機するリバース プロキシを経由します。
詳細については、図 2-1 を参照してください。

図2-1  Update Manager のネットワーク ポート要件

Update Manager と VirtualCenter サーバが同一のマシンにインストールされている場合

Update Manager へのすべての着信接続には、VirtualCenter サーバが提供するリバース プロキシを経由
してアクセスします。

ESX Server はポート 80 に接続し、VirtualCenter サーバは、ポート 9084 でホストのパッチ ダウンロードを
待機している Update Manager Web サーバに要求を転送します。

VirtualCenter サーバは、ポート 8084 で Update Manager に直接接続します。これは、両方が同一のマシ
ン上にあるためです。

Update Manager は、仮想マシンのパッチを送信するために、ポート 902 で ESX Server に接続します。
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Update Manager と VirtualCenter サーバが 2 台の異なるマシンにインストールされている場合

インストール時にデフォルトを変更していない場合、Update Manager では、リバース プロキシがポー
ト 80 および 443 で待機しています。

VirtualCenterサーバはポート443を経由してUpdate Managerに接続します。リバース プロキシは要求を
8084 に転送します。

ESX Serverはポート80を経由してUpdate Managerに接続します。リバース プロキシは要求を9084に転
送します。

Update Manager は、仮想マシンのパッチを送信するために、ポート 902 で ESX Server に接続します。

アップデートのメタデータを取得するには、Update Manager が http://www.vmware.com および
http://xml.shavlik.com に接続できる必要があります。また、送信用ポート 80 および 443 を必要とします。

インストール後のポート設定の構成の詳細については、「Update Manager のネットワーク ポート設定の構
成 （P.25）」を参照してください。

構成 Update Manager
Update Manager を使用する前に、そのシステム管理設定を変更できます。 システム管理設定では、次のこ
とを決定します。

ゲスト仮想マシンまたはインストールされたESX Serverの修正で障害が発生した場合にUpdate Manager
が行うアクション。

Update Manager が新しいアップデートをチェックする頻度。

Update Manager がインターネット プロキシと連携する方法。

新しいポート設定と連携するように Update Manager を構成する方法。

Update Manager がパッチをダウンロードする場所を変更する方法。

ゲストの修正で障害が発生した場合の対応
Update Manager は、アップデートを適用する前に仮想マシンのスナップショットを作成できます。 スナッ
プショットは、パッチを適用できなかった場合に、アップデート前の仮想マシンの状態に容易に復旧できる
ことを保証します。 ユーザーは、これらのスナップショットを無期限に保存するか、または一定期間保存す
るか選択できます。 

無期限にスナップショットを保存すると、最終的に大量のディスク領域を消費して仮想マシンのパ
フォーマンスが低下します。しかし、これらのスナップショットは、パッチ適用時の問題に対する防備
策になります。 

スナップショットを保存しないと、使用している環境のスペースを節約し、仮想マシンの最高のパ
フォーマンスを確保できます。また、修正を完了するまでにかかる時間が短縮する場合があります。 

一定期間スナップショットを保存することは、ほかの 2 つの選択肢の折衷案です。

次の手順に説明されている構成で、修正の障害に対するデフォルトの設定を決定します。 それぞれの修正タ
スクを構成する場合に、これらのデフォルトに代わる設定を指定することができます。

ゲストのスナップショットの動作を構成するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

左側の [ ゲスト設定（Guest Settings）] リンクがデフォルトで選択されています。

3 [ ロールバックを利用するには、アップデートを適用する前に仮想マシンのスナップショットを作成し
ます。（Snapshot the virtual machines before applying updates to enable rollback）] を選択します。

4 スナップショットを無期限に保存するか、一定期間保存するかを設定します。

http://www.vmware.com
http://xml.shavlik.com
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5 [ 適用（Apply）] をクリックします。

ESX Server のメンテナンス モードへの切り替えで障害が発生したときの対応
Update Manager は、アップデートを適用する前に ESX Server をメンテナンス モードにします。 ESX Server
がメンテナンス モードになると、仮想マシンを実行し続けることができません。 一貫したユーザーの操作感
を確保するため、修正対象のサーバをメンテナンス モードにする前に、VirtualCenter サーバはクラスタ内
のほかの ESX Server ホストに仮想マシンを移行します。 クラスタが VMotion 用に構成されている場合に、
VirtualCenter サーバは仮想マシンを移行できます。 クラスタ内にないほかのコンテナまたは個別のホストの
場合、移行を行うことはできません。 VirtualCenter サーバが仮想マシンをほかのホストへ移行できない場
合、Update Manager は次のいずれかのアクションを行います。

傷害時タスク　この障害を Update Manager ログに記録し、それ以上のアクションは行いません。

再試行　再試行遅延時間分待機してから、[ 再試行回数（Number of retries）] フィールドに指定した回
数だけ、サーバをメンテナンス モードにする処理を繰り返します。

パワーオフして再試行　障害が発生したあと、実行中の仮想マシンをすべてパワーオフしてから、[ 再
試行回数（Number of retries）] フィールドに指定した回数だけ、サーバをメンテナンス モードに切り
替える処理を行います。 パワーオフ ボタンを使用したかのように仮想マシンはシャット ダウンします。
この結果は構成によって異なります。

サスペンドして再試行　VirtualCenter サーバのユーザー インターフェイスのサスペンド ボタンで指定
された仮想マシン設定に従って、実行中の仮想マシンをすべてサスペンドしてから、[ 再試行回数

（Number of retries）] フィールドに指定した回数だけ、サーバをメンテナンス モードに切り替える処理
を行います。

次の手順に説明されている構成で、修正の障害に対するデフォルトの設定を決定します。 それぞれの修正タ
スクを構成する場合に、これらのデフォルトに代わる設定を指定することができます。

Update Manager の障害への対応法を構成してメンテナンス モードへ切り替えるには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 左側で [ESX ホストの設定（ESX Host Settings）] をクリックします。

4 ESX Server ホストがメンテナンス モードに切り替わらなかった場合の Update Manager の対応方法とし
て、[ 障害時対応（Failure Response）] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

5 選択した [ 障害時対応（Failure Response）] オプションに対応するオプションを構成します。

6 [ 適用（Apply）] をクリックします。

アップデートのチェック
Update Manager は、定期的に新しいアップデートをチェックするように設計されています。 使用している
環境に適用可能なアップデートに関する最新の情報を収集すると、Update Manager は期待通りに機能しま
す。 多くの場合、デフォルトの設定を容認します。 使用している環境に、頻繁にパッチを受信するアプリ
ケーション、または最新のパッチがリリースされたらすぐにそれを受信する必要があるアプリケーションが
ある場合、アップデートのチェック間隔を短くできます。 最新のパッチに強い関心がない場合、ネットワー
ク トラフィックを軽減する場合、またはパッチ サーバにアクセスできない場合は、チェック間隔を長くし
たり、アップデートのチェックを停止したりできます。 1 つのスケジュールに従ってアップデートはダウン
ロードされます。 ユーザーはこのスケジュールを変更できます。

注意   ホストのクラスタを管理する場合、DPM（Distributed Power Management）が無効であることを確認
します。 そうしないと、ホストの一部にパッチが適用されない可能性があります。
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アップデートのチェックを変更するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 左側の [ アップデートのダウンロード（Update Downloads）] リンクをクリックします。

ソフトウェアのアップデートをダウンロードする事前に定義されたスケジュール設定タスクの説明が表
示されます。 

4 右上隅の [ アップデートのダウンロードの編集（EditUpdate Downloads）] リンクをクリックします。

[ アップデートのダウンロード スケジュール設定（Schedule Update Download）] ウィザードが表示さ
れます。

5 ダウンロードするアップデートのタイプを選択します。 

次のオプションがあります。 すなわち、[ESX Server のアップデート（ESX Server updates）]、[ すべての
Windows アップデート（All Windows updates）、および [ すべての Linux アップデート（All Linux 
updates）] です。

6 [ 次へ（Next）] をクリックします。

7 タスクの名前と説明を指定し、アップデートをダウンロードするタイミングを指定します。 

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。

9 （オプション）新しいアップデートがダウンロードされた場合に、アップデート ダウンロード処理の結
果に関する情報の E メールを受信する 1 つまたは複数のアドレスを指定します。 

これを機能させるには、VirtualCenter サーバのメール設定が正しく構成されている必要があります。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

11 [ 終了（Finish）] をクリックします。

インターネット プロキシと連携して使用するためのUpdate Manager の構成
Update Manager をインストールしたあと、インストール プログラムで [ カスタム インストール（Custom 
Install）] オプションを使用すると、構成を変更してインターネット プロキシ サーバと連携できます。 この
ためには、インストール処理を再起動して、新しいプロキシ構成情報を設定してください。 インストール処
理は「Update Manager をインストールするには （P.14）」に記述されています。

構成は手動で変更することも、Update Manager プラグインによって変更することもできます。

プロキシ認証情報を手動でアップデートするには

1 Update Manager Server にシステム管理者としてログインします。

2 Update Manager サービスを停止します。

a [ マイ コンピュータ（My Computer）] を右クリックして [ 管理（Manage）] をクリックします。

b 左側のペインで、[ サービスとアプリケーション（Services and Applications）] を展開し、[ サービ
ス（Services）] をクリックします。

c 右側のペインで、[VMware Update Manager] を右クリックし、[ 停止（Stop）] をクリックします。

3 Update Manager ディレクトリにある vum-proxyAuthCfg.exeファイルを開きます。 

デフォルトの場所は、C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Update Manager です。

4 アップデートされたプロキシ認証情報を設定します。

5 Update Manager サービスを再開します。
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プロキシ構成をUpdate Manager プラグインによって変更するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 左側の [ インターネット接続（Internet Access）] リンクをクリックします。

4 必要に応じてデフォルトのプロキシ情報を変更します。

プロキシで認証を必要とする場合、[ プロキシの認証を必須にする（Proxy requires authentication）]
チェック ボックスを選択し、ユーザー名とパスワードを入力します。

5 （オプション）接続をテストします。 

[ テスト接続（Test Connection）] ボタンを使用すると、インターネット接続の設定を入力してから、
新しい設定を実際に適用する前に Update Manager Server のインターネット接続をテストすることがで
きます。

6 [ 適用（Apply）] をクリックします。

Update Manager のネットワーク ポート設定の構成
Update Manager をインストールしたあとで、同一のマシンにインストールされているほかのプログラムと
の衝突を避けるためにポート設定を構成することができます。

VirtualCenter が同一のマシンにインストールされている場合、HTTP ポートと HTTPS ポートを変更すること
はできません。Update Manager はこれらのポートを開きませんが、VirtualCenter は開きます。 VirtualCenter
が同一のマシンにインストールされていない場合、Update Manager は独自のリバース プロキシを起動しま
す。 この場合は、HTTP ポートと HTTPS ポートの両方を変更することができます。

Update Manager と VirtualCenter が同一のマシンにインストールされ、VirtualCenter の HTTP ポートが 80 また
は 9000 ～ 9100 の範囲にない場合、（リバース プロキシ経由ではなく）Web ポート経由でのパッチ デポへの
アクセスを有効にする必要があり、Web ポートは 80 または 9000 ～ 9100 の範囲にある必要があります。

ESX Server ホストは HTTP だけを使用し、HTTPS を使用しません。 HTTP ポートの範囲の制限は、Web ポート
経由でパッチ デポにアクセスするためのオプションによって異なります。 ESX Server ホストは、パッチ デポ
Web サーバへアクセスするのに、80 または 9000 ～ 9100 の範囲のポートで発信接続だけを開くことができ
ます。 

Web ポート経由でパッチ デポにアクセスするメリットとして、リバース プロキシでのデータのコピーがな
いため大容量ファイルに対するパフォーマンスが向上することと、Web サーバの高度な機能を活用できる
ということがあります。 

ポート設定を変更する前に、ほかのポート設定との衝突をチェックします。

ポート設定を変更するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ 構成（Configuration）] タブをクリックします。

3 左側の [ ポート設定（Port Settings）] リンクをクリックします。

4 必要に応じてネットワーク ポートの設定を変更します。

a [ クライアントがVMware Update Manager サーバと通信するために使用するポート（SOAPポー
ト）（Port used by client to communicate with VMware Update Manager server (SOAP port)）]　こ
れは、Update Manager Client が Update Manager Server との通信に使用するポートです。 衝突がな
いことが必要ですが、それ以外に制限はありません。
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b [ プラグイン クライアント インストーラを使用したりパッチ デポにアクセスしたりために使用す
るポート（Webポート）（Port used to provide plugin client installer and access to patch depot 
(Web port)）]　これは、プラグイン クライアント インストーラにアクセスできるようにし

（VirtualCenter が要求を発行）、ESX Server ホストのパッチ デポにアクセスできるようにする（ESX 
Server ホストが要求を発行）、Web サーバの待機ポートです。 ポートの範囲の制限は、Web ポート
経由でパッチ デポにアクセスするためのオプションによって異なります。 

c [ リバース プロキシとして使用するポート（HTTP ポート）（Port used as reverse proxy (HTTP 
port)）]　リバース プロキシとして使用するポートです。 VirtualCenter が Update Manager と同一
のマシンにインストールされているかどうかによって、Update Manager がこのポートを開くこと
ができない場合があります。 

d [ リバース プロキシとして SSL 接続で使用するポート（HTTPS ポート）（Port used as reverse proxy 
with SSL connection (HTTPS port)）]　リバース プロキシとして使用するポートです。 VirtualCenter
が Update Manager と同一のマシンにインストールされているかどうかによって、Update 
Manager がこのポートを開くことができない場合があります。 

e [Web ポート（リバース プロキシではない）からパッチ デポにアクセスする（Access patch depot 
through Web port (not through reverse proxy)）]　このオプションを使用して、ホスト スキャン
にどのポートを使用するかを ESX Server ホストに指示します。 

チェック ボックスを選択した場合、ESX Server ホストは Update Manager の Web ポートを使用
してパッチ デポにアクセスします。 HTTP ポートの制限はありませんが、Web ポートは 80 ま
たは 9000 ～ 9100 の範囲にある必要があります。

チェック ボックスを選択する前に、Update Manager ホストのファイアウォールがそのホスト
の待機ポートをブロックしていないことを確認してください。 

チェック ボックスを選択しない場合、ESX Server ホストはリバース プロキシ ポートを使用し
てパッチ デポにアクセスします。HTTP ポートは 80 または 9000 ～ 9100 の範囲にある必要が
あります。 Web ポートの制限はありません。

5 [ 適用（Apply）] をクリックします。

Update Manager がパッチをダウンロードする場所の構成
Update Manager をインストールするときに、インストール ウィザードで、パッチをダウンロードする場所
を変更できます。 インストール時にはデフォルトの場所のままにして、あとで Update Manager を再インス
トールせずに場所を変えるには、その変更を手動で行う必要があります。

Update Manager がパッチをダウンロードする場所を構成するには

1 Update Manager サービスを停止します。

2 Update Manager のインストール ディレクトリにある vci-integrity.xml ファイルを探します。

デフォルトの場所は、C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Update Manager です。

3 元の構成に戻す必要がある場合は、このファイルのバックアップ コピーを作成します。

4 次のフィールドを変更してファイルを編集します。

<patchStore>yournewlocation</patchStore>

パッチをダウンロードするデフォルトの場所は次のとおりです。

C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application Data￥VMware￥
VMware Update Manager￥Data￥

ディレクトリ パスの最後は￥にする必要があります。

ファイルを UTF-8 形式で保存し、既存のファイルと置き換えます。 

5 古い patchstore ディレクトリの内容を新しいフォルダにコピーします。

6 Update Manager サービスを再起動します。

注意   ポート設定の変更を有効にするには、Update Manager Server の再起動が必要です。 
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Update Manager Download Service の使用
Update Manager Download Service を使用して、アップデートのダウンロードを開始し、そのアップデート
を Update Manager へ転送します。 アップデートを格納するデポを決めます。 アップデートをデポに配置し
てから、新しくダウンロードしたアップデートを CD や USB キーのようなポータブル ストレージ デバイス
にエクスポートし、Update Manager Server にそれらをインポートします。 インターネットに接続されてい
ないマシンに Update Manager がインストールされている場合は、スケジュール設定されたアップデートの
チェックで障害が発生します。 このような場合、スケジュール設定されたアップデート チェックを無効に
し、アップデートをダウンロードして Update Manager に転送するだけの手段として Update Manager 
Download Service を使用します。

セミ エア ギャップの導入環境では、Update Manager Download Service を自動化できます。セミ エア 
ギャップの導入環境とは、Update Manager Download Service がインストールされているマシンから、
Update Manager Server がインストールされているマシンに、共有フォルダを使用してファイルを転送でき
る導入環境のことです。 この共有フォルダは、Update Manager がインストールされているマシンに配置す
ることも、リモート サーバに配置することもできます。

ベスト プラクティスとして、アップデートをダウンロードするためのスクリプトを手動で作成し、アップデー
トを自動的にダウンロードする Windows のスケジュール設定タスクとしてそのスクリプトを設定します。 

Update Manager Download Service を使用するには

1 Update Manager Download Service がインストールされているマシンにログインします。 

2 [ スタート（Start）] - [ ファイル名を指定して実行（Run）] を選択し、cmd と入力して <Enter> キーを
押します。

3 Download Service がインストールされているディレクトリに変更します。

デフォルトのフォルダは、C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Update Manager です。

4 どのアップデートをダウンロードするかを設定します。

すべての ESX Server ホスト アップデートのダウンロードを設定するには、次のコマンドを入力します。

vmware-umds --set-config -enable-host 1 --enable-win 0 --enable-lin 0

すべての Windows アップデートのダウンロードを設定するには、次のコマンドを入力します。

vmware-umds --set-config -enable-host 0 --enable-win 1 --enable-lin 0

すべての Linux アップデートのダウンロードを設定するには、次のコマンドを入力します。

vmware-umds --set-config -enable-host 0 --enable-win 0 --enable-lin 1

すべての入手可能なアップデートのダウンロードを設定するには、次のコマンドを入力します。

vmware-umds --set-config -enable-host 1 --enable-win 1 --enable-lin 1

5 次のコマンドを入力して、アップデートをダウンロードするプログラムを実行します。 

vmware-umds --download

すでにアップデートをダウンロードしているが、その一部を再度ダウンロードする場合は、開始時間と
終了時間を指定して、ダウンロードするアップデートを制限します。 たとえば、2008 年 5 月にリリー
スされたアップデートをダウンロードする場合は、次のコマンドを入力します。

vmware-umds --re-download -start-time 2008-05-01T00:00:00 --end-time 2008-05-31T23:59:59

6 ダウンロードしたものをエクスポートするには、手順 1 から手順 3 を繰り返します。 

たとえば、2007 年にダウンロードしたすべてのものをエクスポートする場合は、次のコマンドを入力
します。 

vmware-umds --export --dest <repository_path> --start-time 2007-01-01T00:00:00 --end-time 
2007-12-31T23:59:59

ここで、<repository_path> はエクスポート ディレクトリへのフル パスです。 
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セミ エア ギャップの導入環境を使用している場合、<repository_path > は、リモート サーバ上の共
有フォルダを示します。 Update Manager Server がインストールされているマシンに共有フォルダがあ
る場合、手順 9 に進みます。

7 ダウンロードしたものをフォルダへエクスポートしたあと、それらをポータブル メディア ドライブへ
物理的に移動します。

8 Update Manager がインストールされているマシンにポータブル ドライブを接続します。

9 手順 2 を繰り返し、Update Manager がインストールされているディレクトリに変更します。 

デフォルトのフォルダは、C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Update Manager です。

10 Windows と ESX Server ホストのアップデートをインポートするには、次のコマンドを入力します。 

vmware-updateDownloadCli.exe --update-path <local_path> --config-import windows esx --vc 
<IP_address:port> --vc-user <vc_user>

ここで、<local_path> はソフトウェアのアップデートがエクスポートされるフォルダまたはドライブ
へのパスです。<IP_address:port > は Virtual Center Server の IP およびポートです（Update 
Manager と VirtualCenter サーバが異なるマシンにインストールされている場合）。<vc_user> は
VirtualCenter のユーザー名です。

ベースラインとの連携
Update Manager には次の 4 つの標準ベースラインがあります。

重要性の低いホストのアップデート

重要性の低い仮想マシンのアップデート

重要性の高いホストのアップデート

重要性の高い仮想マシンのアップデート

特定の導入ニーズに合わせてベースラインをカスタマイズすることでメリットを得ることができます。 カス
タマイズしたベースラインを追加作成すると、アップデートを論理的な集合にグループ化できます。 VI 
Client の [Update Manager] ボタンを使用して、ベースラインを管理します。 このボタンは、
Update Manager のプラグインがインストールされている VI Client で表示されます。

VI Client の [Update Manager] ボタンをクリックし、[ ベースライン（Baselines）] タブをクリックすると、
デフォルトのベースラインを表示できます。

ベースラインの作成
Update Manager を使用して、[ 新規ベースライン（New Baseline）] ウィザードでさらにベースラインを作
成できます。 これらのベースラインは、動的または固定のどちらかに設定できます。 動的ベースラインは、
ユーザーが定義した基準に合致するアップデートのセットで構成されます。 適用可能なアップデートが変化
すると、動的ベースラインを構成するアップデート セットの内容は変化します。 固定ベースラインは、ユー
ザーが選択した一連のアップデートで構成されています。

[ 新規ベースライン（New Baseline）] ウィザードを使用して固定ベースラインを作成するには 

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ ベースライン（Baselines）] タブで、[ 新規ベースライン（New Baseline）] をクリックします。

[ 新規ベースライン（New Baseline）] ウィザードが表示されます。

3 ベースラインの名前と説明を指定し、ターゲットを選択します。

注意   また、Windows の [ スケジュール設定タスク（Scheduled Task）] ウィザードを使用して、Download 
Service をスケジュール設定し、一定の間隔で実行できます。
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Update Manager は、ベースラインを ESX Server ホストと仮想マシンの両方に適用することはサポート
していません。 ベースラインは、どちらかのターゲット タイプに適用する必要があります。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 ベースラインのタイプとして [ 固定（Fixed）] を選択します。 

6 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[ アップデート（Updates）] ページが表示されます。

7 ベースラインをカスタマイズします。

a このベースラインに含める、またはベースラインから除外する各アップデートを選択して、下矢印
をクリックします。

b 選択する特定のアップデートを検索するには、[ フィルタ（Filter）] をクリックします。

c [ アップデート フィルタ（Updates Filter）] ページで、検索条件を入力して [ 検索（Find）] をク
リックします。

[ テキストに次の内容を含む（Text contains）]　テキストを入力して表示するアップデートを
制限します。 このフィールドに入力したテキストを調べ、適用可能なアップデートのすべての
テキスト フィールドで一致するものを検索します。 

[ 製品（Product）]　このベースラインに含めるパッチのオペレーティング システムまたは製品
を選択します。 複数の製品やオペレーティング システムを選択できますが、評価対象のマシンに
ある製品やオペレーティング システムに適用できるアップデートのみがスキャンされます。

[ 重要度（Severity）]　このベースラインに含めるアップデートの重要度を選択します。

[ 言語（Language）]　含めるパッチの言語バージョンを選択します。

[ リリース日（Released Date）]　[ 次の日付以降（After）] および [ 次の日付以前（Before）] の
日付を入力して、アップデートのリリース日付の範囲を指定します。

[ ベンダーのアップデート（Update Vendor）]　リストに表示されているアップデートのベン
ダーのいずれかを選択します。

d さらにアップデートを選択します。

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。 

9 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページを確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

[ 新規ベースライン（New Baseline）] ウィザードを使用して動的ベースラインを作成するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ ベースライン（Baselines）] タブで、[ 新規ベースライン（New Baseline）] をクリックします。

[ 新規ベースライン（New Baseline）] ウィザードが表示されます。

3 ベースラインの名前と説明を設定し、ターゲットを選択します。

Update Manager は、ベースラインを両方のターゲット タイプに適用することはサポートしていませ
ん。 ベースラインは、ESX Server ホストまたは仮想マシンのどちらかに適用する必要があります。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 ベースラインのタイプとして [ 動的（Dynamic）] を選択します。 

6 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[ 動的ベースラインの基準（Dynamic Baseline Criteria）] ページが表示されます。

7 アップデートのフィルタ条件を入力して、ベースラインをカスタマイズします。
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[ テキストに次の内容を含む（Text contains）]　テキストを入力して表示するアップデートを
制限します。 このフィールドに入力したテキストを調べ、適用可能なアップデートのすべての
テキスト フィールドで一致するものを検索します。 

[ 製品（Product）]　このベースラインに含めるパッチのオペレーティング システムまたは製品
を選択します。 複数の製品やオペレーティング システムを選択できますが、評価対象のマシンに
ある製品やオペレーティング システムに適用できるアップデートのみがスキャンされます。

[ 重要度（Severity）]　このベースラインに含めるアップデートの重要度を選択します。

[ 言語（Language）]　含めるパッチの言語バージョンを選択します。

[ リリース日（Released Date）]　[ 次の日付以前（Before）] および [ 次の日付以降（After）] の
日付を入力して、アップデートのリリース日付の範囲を指定します。 

[ ベンダーのアップデート（Update Vendor）]　リストに表示されているアップデートのベン
ダーのいずれかを選択します。 

[ 特定のアップデートをこのベースラインに追加またはベースラインから削除します（Add or 
remove specific updates to/from this baseline）]　特定のアップデートを追加または削除する
場合にチェック ボックスを選択します。

8 [ 次へ（Next）] をクリックします。

選択内容に応じて、次のページのいずれかが表示されます。

[設定が完了しました（Ready to Complete）] ページ（アップデートをフィルタリングしただけの場合）

[ 対象外（Exclusions）] ページ（ベースラインで特定のアップデートを追加または削除することを
選択した場合）

9 [ 対象外（Exclusions）] ページで、このベースラインから除外する個別のアップデートを選択して、下
矢印をクリックします。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

[ 包括（Inclusions）] ページが表示されます。

11 手順 7 で設定したフィルタ条件を満たさない個別アップデートのうち、ベースラインに含めるものを
選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

12 [ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページを確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

ベースラインの編集  
VI Client を使用して既存のベースラインを編集できます。

既存のベースラインを編集するには 

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ ベースライン（Baselines）] タブで、既存のベースラインを選択し、[ ベースラインの編集（Edit 
Baseline）] をクリックします。

[ ベースラインの編集（Edit Baseline）] ウィザードが表示されます。

3 [ ベースラインの名前（Baseline Name）] をクリックして、ベースラインの名前と説明を変更します。

4 [ ベースラインのタイプ（Baseline Type）] をクリックして、ベースラインに含めるアップデートのタイ
プを変更します。

5 ベースラインのタイプに応じて、次のいずれかを実行します。

固定ベースラインの場合は、[ アップデート（Updates）] をクリックして、ベースラインで特定の
アップデートを追加または削除します。

動的ベースラインの場合は、[ 基準（Criteria）] をクリックして、動的ベースラインの基準を変更し
ます。
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さらに、一部のアップデートをベースラインから除外するか、ベースラインに含める場合、[ 対象
外（Exclusions）] または [ 包括（Inclusions）] をクリックして、除外するアップデートまたは含め
るアップデートを変更します。

ベースラインの適用
既存のベースラインを VirtualCenter インベントリのオブジェクトに適用できます。 個々のオブジェクトに
ベースラインを適用することもできますが、個々の仮想マシンやホストにベースラインを適用するのではな
く、フォルダ、ホスト、クラスタ、データ センターなどのコンテナ オブジェクトにベースラインを適用す
るほうが効率的です。 フォルダ、ホスト、クラスタ、データ センターなどのコンテナ オブジェクトにベー
スラインを適用すると、そのコンテナ内のすべてのオブジェクトに対してベースラインを適用することにな
ります。 

ベースラインを適用するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 ベースラインを適用する仮想インフラストラクチャ オブジェクトに移動して、[Update Manager] タブ
をクリックし、右上隅の [ ベースラインの適用（Attach Baseline）] リンクをクリックします。

3 適用する 1 つまたは複数のベースラインを選択して、[OK] をクリックします。

ベースラインの切り離し
ベースラインをインベントリの特定のオブジェクトから切り離しできます。 これらは、以前の適用操作で
ベースラインが直接適用されたオブジェクトです。 ベースライン関連も含め、VMware Infrastructure のオブ
ジェクトは多くの場合属性を継承します。そのため、オブジェクトからベースラインを切り離すには、ベー
スラインが適用されている親オブジェクトに移動して、そこから切り離します。

ベースラインを切り離すには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 ベースラインを切り離す仮想インフラストラクチャ オブジェクトへ移動し、[Update Manager] タブを
クリックします。

3 切り離すベースラインを検索して、どこにベースラインが適用されているか確認します。 

この情報は、[ 適用箇所（Attached At）] 列に含まれます。

4 切り離すベースラインを右クリックして、[ ベースラインの切り離し（Detach Baseline(s)）] をクリック
します。

このベースラインは VMware Infrastructure インベントリのオブジェクトから切り離されます。

ベースラインの削除
ベースラインを削除して、VI Client から削除できます。 

ベースラインを削除するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [Update Manager] ボタンをクリックします。

3 [ ベースライン（Baselines）] タブで、削除するベースラインを選択します。

4 [ ベースラインの削除（Remove Baseline）] をクリックします。

5 選択したベースラインを削除するかどうかの確認を求められたら、[ はい（Yes）] をクリックします。 
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仮想マシンと ESX Server ホストのスキャン
Update Manager で、事前に設定されたタスクを使用して仮想マシンと ESX Server ホストを自動的にスキャ
ンできます。またはユーザーの要求があったときに手動でスキャンを開始することもできます。 コンプライ
アンス情報を生成するために、ベースラインが適用されているオブジェクトに対してスキャンを実行するこ
とができます。 オブジェクトのスキャンでは、すべてのアップデートに対してスキャンが実行されますが、
そのオブジェクトに適用されているベースラインに含まれるアップデートに関してのみ、コンプライアンス
情報が生成されます。 詳細については、「ベースラインの適用 （P.31）」を参照してください。

手動でスキャンを開始するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] をクリックします。 仮想マシンの場合、[ 仮想マシ
ンおよびテンプレート（Virtual Machines and Templates）] をクリックします。ESX Server ホストの場
合、[ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] をクリックします。

3 左側のペインで、スキャン対象のコンテナ オブジェクトを右クリックし、[ アップデートの有無のス
キャン（Scan for Updates）] をクリックします。

スキャンを開始したオブジェクトの子オブジェクトもすべてスキャンされます。 仮想インフラストラク
チャの規模が大きく、かつスキャンを開始したオブジェクトがオブジェクト階層の上位にあるほど、ス
キャンにかかる時間は長くなります。

コンテナ オブジェクト内の ESX Server ホストが切断状態の場合、そのホストはスキャンされません。 す
べての ESX Server ホストが切断状態の場合でも、コンテナを右クリックすると [ アップデートの有無の
スキャン（Scan for Updates）] オプションを選択できますが、実際のスキャンは実行されません。

4 そのオブジェクトと子オブジェクトをすべてスキャンするかどうかの確認を求められたら、[ はい
（Yes）] をクリックします。

スキャンの結果については、「スキャン結果の表示 （P.32）」を参照してください。

スキャンをスケジュール設定するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[ スケジュール
設定タスク（Scheduled Tasks）] をクリックします。

2 ツールバーの [ 新規（New）] をクリックし、[ スケジュール設定するタスクを選択（Select a Task to 
Schedule）] ダイアログ ボックスを開きます。 

3 ドロップダウン メニューで、[ アップデートの有無のスキャン（Scan for Updates）] を選択し、[OK] を
クリックします。

4 スケジュール設定するスキャンのタイプを選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 スキャンするオブジェクトを選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

選択したすべてのオブジェクトについて、そのすべての子オブジェクトも同様にスキャンされます。 

6 タスクを実行するタイミングを、仮想マシンまたは ESX Server の状態に基づいて構成します。 [ 次へ
（Next）] をクリックします。

7 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

スキャン結果の表示
Update Manager には、マシンがどの程度ベースラインに準拠しているか簡単に確認できる方法がありま
す。 1 つの仮想マシンまたは ESX Server の結果を検査したり、または仮想マシンまたは ESX Server グループ
の結果を確認したりすることで、コンプライアンスを確認できます。 VI Client の [Update Manager] タブで、
コンプライアンス情報を取得できます。 ESX Server ホストの場合、[ ホストおよびクラスタ（Host and 
Cluster）] ビューでコンプライアンスを表示できます。 仮想マシンの場合、[ 仮想マシンおよびテンプレート

（Virtual Machines and Templates）] ビューでコンプライアンスを表示できます。 

サポート対象のグループにはフォルダ、クラスタ、データ センターなどの仮想インフラストラクチャ コン
テナ オブジェクトが含まれます。
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次のようにしてベースラインは仮想マシンと連携します。

オブジェクト、オブジェクトのコンテンツ、または仮想マシンに対する参照権限がユーザーにない場
合、これらのスキャン結果は表示されません。 

ベースラインに対するコンプライアンスは、表示するときに評価されます。 このことは、仮想マシンの
コンプライアンス情報の収集中に短時間停止する可能性があることを意味しており、それにより、すべ
ての情報が最新の状態であることを保証しています。 

関連するベースラインに対するコンプライアンスの情報のみ提供されます。 たとえば、対象のコンテナ
にベースラインが適用されていない場合、コンプライアンスは評価されません。 同様に、コンテナに
Windows XP と Windows Vista 仮想マシンがあって、Windows XP と Windows Vista パッチのベースライ
ンがこのコンテナに適用されているケースについて考えてみます。 このケースでは、Windows Vista の
ベースラインに対する Windows Vista 仮想マシンのコンプライアンスが評価され、その結果が表示され
ます。 これらの同じ Windows Vista 仮想マシンで、Windows XP パッチに対するコンプライアンスが評
価されることはありません。その結果、それらのコンプライアンスの状態は「適用不可」として表示さ
れます。

コンプライアンスの状態は、権限に基づいて表示されます。 あるコンテナの参照権限はあるが、コンテ
ナのコンテンツすべてに対する参照権限がないユーザーの場合、そのコンテナにあるすべてのエンティ
ティのコンプライアンス情報を集約したものが示されます。ただし、準拠、非準拠、および不明エン
ティティの数は、ユーザーの権限で許可されているもののみ表示されます。 コンプライアンスの状態を
表示するには、インベントリのオブジェクトに関して、ベースラインまたはソフトウェアのアップデー
トのコンプライアンスの状態に対する参照権限もユーザーには必要です。

新しいアップデートのために使用されなくなったアップデートのみを含む固定ベースラインに対して ESX 
Server ホストをスキャンする場合、新しいアップデートがすでに ESX Server ホストにインストールされてい
れば、古いアップデートのコンプライアンスの状態は「適用不可」となります。 新しいアップデートが ESX 
Server にインストールされていなければ、古いアップデートのコンプライアンスの状態は「非準拠」となり
ます。 修正処理の開始後に、非準拠アップデートをインストールすることができます。

使用されなくなったアップデートと新しいアップデートを両方とも含む固定ベースラインに対して ESX 
Server ホストをスキャンする場合、古いアップデートは「非準拠」として表示されます。 修正処理の開始後
に、新しいアップデートのみがインストールされます。

仮想インフラストラクチャ オブジェクトに含まれる仮想マシンのスキャン結果の確認
仮想インフラストラクチャ オブジェクトに含まれるすべてのマシンでスキャンが完了した場合、その結果
は要約に表示されます。 表示された情報は、ベースラインへの適合度を示すもので、詳細を示すものではあ
りません。 次の情報が含まれています。

このレベルで前回のスキャンが完了した日時。

準拠アップデートおよび非準拠アップデートの合計数。

各ベースラインごとの、「準拠」または「非準拠」の仮想マシンやホストの数。

各ベースラインごとの、特定の仮想マシンやホストに適用できないパッチの数。

仮想マシンまたは ESX Server ホストのスキャン結果を表示するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ（Inventory）] をクリックします。 仮想マシンの場合、[ 仮想マシ
ンおよびテンプレート（Virtual Machines and Templates）] をクリックします。ESX Server ホストの場
合、[ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] をクリックします。

3 スキャン結果を表示するオブジェクトをクリックします。

4 [Update Manager] タブをクリックします。

そのコンテナの仮想マシンで完了したスキャン結果は、右に表示されます。

特定のベースラインのスキャン結果に関する詳細な情報を取得することができます。
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あるオブジェクトの仮想マシンのベースライン コンプライアンスに関する詳細情報を取得するには

特定のコンプライアンス状態にある仮想マシンの数を示すハイパーリンクをクリックします。

[ ベースラインの詳細（Baseline Details）] ウィンドウが表示されます。

ベースラインに含まれるアップデートを使用して、特定のマシンのコンプライアンスに関する詳細情報を取
得できます。

特定のアップデートを使用して仮想マシンのベースライン コンプライアンスに関する詳細情報を取得する
には

準拠しているまたは準拠していないアップデートの数を示すハイパーリンクをクリックします。

仮想マシンの [ ベースラインの詳細（Baseline Details）] ウィンドウが表示されます。

各仮想マシンおよび ESX ホストのスキャン結果を確認
特定の仮想マシンや ESX Server ホストでスキャンが完了した場合、詳細な結果が得られます。 表示された情
報は、ベースラインへの適合度を示すもので、適合の詳細を示すものではありません。 表示される情報には
次のものがあります。

このレベルで前回のスキャンが完了した日時。

準拠または準拠していないベースラインとアップデートの合計数。

仮想マシンのスキャン結果を確認するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and 
Templates）] をクリックします。 

3 個々の仮想マシンを選択するか、またはデータ センターなどの VMware Infrastructure オブジェクトを
選択してそのオブジェクトのすべての仮想マシンの状態を参照します。 

4 [Update Manager] タブをクリックします。

ESX Server ホストのスキャン結果を確認するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] をク
リックします。

3 個々の ESX Server ホストを選択するか、またはデータ センターなどの VMware Infrastructure オブジェ
クトを選択してそのオブジェクトのすべてのホストの状態を参照します。

4 [Update Manager] タブをクリックします。

ESX Server ホストと仮想マシンの修正
ユーザーが起動した修正や定期的にスケジュール設定された修正によって、マシンを修正できます。

クラスタ内の ESX Server ホストの場合、修正処理は順次実行されます。 ESX Server ホストのクラスを修正す
るときに、ホストのいずれかがメンテナンス モードに切り替わらない場合、Update Manager がエラーをレ
ポートし、処理が失敗します。 同じクラスタ内で、すでに修正された ESX Server ホストは、アップデートさ
れたレベルのままとなります。 処理が失敗したホストよりあとで修正することになっていたホストは、アッ
プデートされません。 

データ センターの複数のクラスタの場合、修正処理は並行して実行されます。 データ センター内のクラス
タのいずれかで修正処理が失敗した場合でも、ほかのクラスタは修正されます。

テンプレートはある種の仮想マシンなので、テンプレートも修正できます。 特にテンプレートがシール状態
の場合は、修正前にテンプレートのスナップショットを作成することをお勧めします。 シール状態のテンプ
レートは、オペレーティング システムのインストールが完了する前に停止されます。そして、このテンプ
レートから作成された仮想マシンがセットアップ モードで起動するように、特別なレジストリ キーが使用
されます。 このような仮想マシンが起動すると、セットアップ処理の最終手順はユーザーが行うことにな
り、ユーザーは最後のカスタマイズが可能になります。 
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シール状態のテンプレートの修正を完了するためには、テンプレートを仮想マシンとして起動する必要があ
ります。 このために、仮想マシンをセットアップ モードで起動する特別なレジストリ キーは記録されて、
削除されます。 テンプレートを起動して修正したあと、レジストリ キーは復元され、マシンはシャット ダ
ウンされて、テンプレートをシール状態に戻します。

エラーが発生すると、テンプレートはシール状態に戻らない可能性があります。 たとえば、修正中に
Update Manager と VirtualCenter サーバとの接続が切断されると、テンプレートはシール状態には戻りませ
ん。 修正前にスナップショットを作成すると、このような状態からの復旧が容易になります。

修正が完了したが、ベースラインが依然として「非準拠」の状態のときは、修正を繰り返します。

ゲストのシャットダウン
再起動が必要な場合、修正処理の最後にマシンが再起動されます。 修正対象マシンにログインしているユー
ザーに対してダイアログ ボックスが表示され、間もなくシャットダウンされることを知らせます。 

ユーザーは最大で 60 分までシャットダウンを延期できます。 [OK] をクリックしたあと、タスク バーに再起
動を知らせるダイアログ ボックスが表示されます。 指定した時間が経過したあと、シャットダウンするまで
の最後のタイマーが表示されます。

手動による仮想マシンの修正
ユーザーは、その都度仮想マシンを手動で修正できます。

手動で修正を開始するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and 
Templates）] をクリックします。

3 [Update Manager] タブをクリックします。

4 修正するオブジェクトを右クリックして、[ 修正（Remediate）] をクリックします。

修正を開始したオブジェクトの子オブジェクトもすべて修正されます。 仮想インフラストラクチャの規
模が大きく、かつ修正を開始したオブジェクトがオブジェクト階層の上位にあるほど、この処理にかか
る時間は長くなります。

5 適用するベースラインを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

6 デフォルトではすべてのアップデートが含まれます。 修正処理から個別のアップデートを除外するに
は、そのアップデートのチェック ボックスを選択解除して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 （オプション）除外するアップデートを確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

8 [ スケジュール（Schedule）] ページで、仮想マシンの状態を基準にして修正アクションを開始するタ
イミングを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 アップデートを実行する前にロールバックを有効にするかどうかを指定します。 ロールバックを有効に
した場合、仮想マシンのスナップショットが作成されます。 

スナップショットの名前や説明、仮想マシンのメモリのスナップショットを作成するかどうかなど、ス
ナップショットのオプションを選択します。 [ 次へ（Next）] をクリックします。

10 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。
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手動による ESX Server の修正
ユーザーは、その都度 ESX Server ホストを手動で修正できます。

手動で修正を開始するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] をク
リックします。

3 [Update Manager] タブをクリックします。

4 修正するオブジェクトを右クリックして、[ 修正（Remediate）] をクリックします。

修正を開始したオブジェクトの子オブジェクトもすべて修正されます。 仮想インフラストラクチャの規
模が大きく、かつ修正を開始したオブジェクトがオブジェクト階層の上位にあるほど、この処理にかか
る時間は長くなります。

コンテナ オブジェクト内の ESX Server ホストが切断状態の場合、そのホストは修正されません。 すべて
の ESX Server ホストが切断状態の場合でも、コンテナを右クリックすると [ 修正（Remediate）] オプ
ションを選択できますが、実際の修正は実行されません。

5 適用するベースラインを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

6 修正処理から個別のアップデートを除外するには、そのアップデートのチェック ボックスを選択解除
して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 （オプション）除外するアップデートのリストを確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

8 修正アクションを開始するタイミングや、修正処理で障害が発生した場合の対応オプションなど、ホス
ト修正のオプションを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

スケジュール設定による仮想マシンの修正
スケジュール設定タスクを使用して、事前に設定した時間に仮想マシンを修正することができます。

仮想マシン修正のスケジュールを設定するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンをクリックします。

3 [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ペインを右クリックし、[ 新規スケジュール設定タスク
（New Scheduled Task）] をクリックします。

4 [ 修正（Remediate）] を選択し、[OK] をクリックします。

5 [ 仮想マシンまたはゲスト OS（Virtual Machines / Guest Operating Systems）] を選択し、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

6 この修正を適用するオブジェクトを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

選択したオブジェクトの下の仮想マシンもすべて修正されます。

7 [ ベースライン（Baselines）] ページで、適用するベースラインを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

8 修正処理から個別のアップデートを除外するには、[ アップデート（Updates）] ページでそのアップ
デートのチェック ボックスを選択解除して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 （オプション）除外するアップデートのリストを確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

10 [ スケジュール（Schedule）] ページで、仮想マシンの状態を基準にして修正アクションを開始するタ
イミングを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。
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11 アップデートを実行する前にロールバックを有効にするかどうかを指定します。 ロールバックを有効に
した場合、仮想マシンのスナップショットが作成されます。 

スナップショットの名前と説明や、仮想マシンのメモリのスナップショットを作成するかどうかなど、
スナップショットのオプションを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

12 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

スケジュール設定による ESX Server の修正
スケジュール設定タスクを使用して、事前に設定した時間に ESX Server ホストを修正することができます。

ESX Server の修正をスケジュール設定するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンをクリックします。

3 [ スケジュール設定タスク（Scheduled Task）] ペインを右クリックし、[ 新規スケジュール設定タスク
（New Scheduled Task）] をクリックします。

4 [ 修正（Remediate）] を選択し、[OK] をクリックします。

5 [ESX Server] を選択して、 [ 次へ（Next）] をクリックします。

6 この修正を適用するオブジェクトを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

選択したオブジェクトの下の ESX Server ホストもすべて修正されます。

[ ベースライン（Baselines）] ページが表示されます。

7 適用するベースラインを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

8 修正処理から個別のアップデートを除外するには、そのアップデートのチェック ボックスを選択解除
して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 （オプション）除外するアップデートのリストを確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

10 修正を行うタイミングや、修正で障害が発生した場合の対応方法など、ホスト修正のオプションを選択
し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

11 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

Update Manager イベントの操作
Update Manager はイベントに関するデータを格納します。 このイベント データを確認して、処理中または
完了済みの Update Manager 操作に関する情報を収集できます。 すべてのイベントに関する参照情報につい
ては、「イベント （P.45）」を参照してください。

イベントを確認するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ イベント（Events）] タブをクリックします。

最新のイベントに関する情報が表示されます。

イベントをエクスポートするには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ イベント（Events）] タブをクリックして、[ イベントのエクスポート（Export Events）] をクリックし
ます。

3 イベントのエクスポート方法に関する情報を設定し、[ 保存（Save）] をクリックします。

イベントを保存するファイルの名前を設定します。
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イベントを保存するフォーマットを選択します。 使用可能なフォーマットには、Excel ワークブッ
ク、Web ページ（外部 CSS あり / なし）、カンマ区切りのファイル、XML があります。

選択したビューアを使用してエクスポートしたイベントを確認します。

アップデートの操作
適用可能なアップデートを管理するには、[ リポジトリのアップデート（Update Repository）] タブを使用
します。 [ リポジトリのアップデート（Update Repository）] タブを使用すると、ダウンロードされた新しい
アップデートを確認できます。特定のアップデートが属しているベースラインがあれば、そのベースライン
を確認することもできます。 

[ リポジトリのアップデート（Update Repository）] を確認するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ リポジトリのアップデート（Update Repository）] タブをクリックします。

[ リポジトリのアップデート（Update Repository）] タブに、すべての適用可能なアップデートの表が表示
されます。 

太字で表示されたアップデートは、最新のダウンロードに含まれます。 このアップデートは、別のダウン
ロードが実行されて新しいアップデートがダウンロードされるまで、太字の表示のままとなります。 

ベースラインにアップデートを含める操作
[ ベースライン（Baseline(s)）] 列に、特定のアップデートが属しているベースラインが表示されます。 ベー
スラインを表示するには、[ 含まれているベースラインの表示（Show Containing baselines）] リンクをク
リックします。 [ ベースラインに含めるアップデート（Include update in baseline(s)）] ウィンドウが表示さ
れます。

選択したアップデートをベースラインに含めることができます。

アップデートをベースラインに含めるには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[Update 
Manager] ボタンをクリックします。

2 [ リポジトリのアップデート（Update Repository）] タブをクリックします。

3 [ 含まれているベースラインの表示（Show Containing baselines）] リンクをクリックします。

4 [ ベースラインに含めるアップデート（Include update in baseline(s)）] ウィンドウで、このアップデー
トを含めるベースラインを選択します。 [OK] をクリックします。

[ リポジトリのアップデート（Update Repository）] でのアップデートのフィルタ
リング

アップデートの簡易フィルタと詳細フィルタを適用できます。

アップデート内で簡易検索を実行するには

右上隅のテキスト フィールドに検索基準を入力し、 <Enter> キーを押します。

アップデート内で詳細検索を実行するには

1 テキスト フィールドの横にある [ 詳細（Advanced）] をクリックします。

2 [ アップデート フィルタ（Updates Filter）] ページで、次の検索基準を入力します。

[ テキストに次の内容を含む（Text contains）]　テキストを入力して表示するアップデートを
制限します。 このフィールドに入力したテキストを調べ、適用可能なアップデートのすべての
テキスト フィールドで一致するものを検索します。 
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[ 製品（Product）]　このベースラインに含めるパッチのオペレーティング システムまたは製品
を選択します。 複数の製品やオペレーティング システムを選択できますが、評価対象のマシンに
ある製品やオペレーティング システムに適用できるアップデートのみがスキャンされます。

[ 重要度（Severity）]　このアップデートに含めるアップデートの重要度を選択します。

[ 言語（Language）]　含めるパッチの言語バージョンを選択します。

[ リリース日（Released Date）]　[ 次の日付以前（Before）] および [ 次の日付以降（After）] の
日付を入力して、アップデートの日付範囲を指定します。 

[ ベンダーのアップデート（Update Vendor）]　リストに表示されているアップデートのベン
ダーのいずれかを選択します。 

3 [ 検索（Find）] をクリックします。

仮想アプライアンスの管理
仮想アプライアンスは、1 つまたは複数の仮想マシンで構成されるソフトウェア ソリューションです。アプ
ライアンスのベンダーによってひとまとめにパッケージ化されています。また、ひとまとめに導入、管理、
保守が行われます。

オンライン VADK（VMware Virtual Appliances Development Toolkit）ベースの仮想アプライアンスに対する
Update Manager のサポートは、試験的な機能です。 オフラインの仮想アプライアンスとサスペンドした仮
想アプライアンスは、スキャンも修正もできません。 仮想アプライアンスが VADK 互換でない場合、そのア
プライアンスはゲストへのパッチで通常の仮想マシンとして扱われ、同じ制限（たとえば、Linux 仮想マシ
ンへの修正なし）が引き続き適用されます。 

すべての仮想アプライアンスで、検出、スキャン、および修正の操作のためにインターネット接続が必要で
す。 仮想アプライアンスがプロキシ経由でインターネットにアクセスする必要がある場合、アプライアンス
の独自の Web UI によってプロキシ サーバ設定を構成することができます。

仮想アプライアンスの検出
VADK ベースの仮想アプライアンスを VI Client にインポートして初めてパワーオンしたあとで、それが仮想
アプライアンスとして検出されます。

仮想アプライアンスに関する情報を表示するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and 
Templates）] をクリックして仮想マシンを表示します。

3 仮想アプライアンスを選択して、[Update Manager] タブをクリックします。

ベンダー、製品、バージョンなどの仮想アプライアンス情報を確認できます。

仮想アプライアンスのスキャン
Update Manager で、事前に設定されたタスクを使用して仮想アプライアンスを自動的にスキャンできます。
または手動でスキャンを開始することもできます。 ベスト プラクティスとして、独立したフォルダに仮想アプ
ライアンスを格納して、容易に管理できるように、またコンプライアンスを確認できるようにします。 

仮想アプライアンスをスキャンするには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and 
Templates）] をクリックして仮想マシンを表示します。

3 左側のペインで、スキャン対象の仮想アプライアンス オブジェクトを右クリックし、[ アップデートの
有無のスキャン（Scan for Updates）] をクリックします。
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スキャンをスケジュール設定するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続し、[ スケジュール
設定タスク（Scheduled Tasks）] をクリックします。

2 ツールバーの [ 新規（New）] をクリックし、[ スケジュール設定するタスクを選択（Select a Task to 
Schedule）] ダイアログ ボックスを開きます。 

3 ドロップダウン メニューで、[ アップデートの有無のスキャン（Scan for Updates）] を選択し、[OK] を
クリックします。

4 スケジュール設定するスキャンのタイプを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

5 スキャンする仮想アプライアンスを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

6 タスクの名前と説明を入力し、タスクを実行するタイミングを構成し、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

7 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

仮想アプライアンスのスキャン結果を表示する方法は、仮想マシンの場合と同じです。 詳細については、
「スキャン結果の表示 （P.32）」を参照してください。

仮想アプライアンスの修正
仮想アプライアンスのアップデートは、仮想アプライアンス自身が、修正処理中にダウンロードします。 
Update Manager はダウンロードの日時と内容をコントロールするだけです。 ダウンロード URL は、仮想ア
プライアンスを提供する独立系ソフトウェア ベンダーによって設定されます。 

仮想アプライアンスのアップデートをダウンロードするために、Update Manager は次の方法を使用します。

1 Update Manager は仮想アプライアンスをスキャンして、製品とベンダーの情報、最新バージョンの情
報、不足しているアップデートの情報を返します。 

2 Update Manager は不足しているアップデートをダウンロードするように仮想アプライアンスに指示し
ます。Update Manager は修正のタイミングや方法などの修正処理を制御しますが、仮想アプライアン
スの修正は、仮想アプライアンス自体が行います。 

修正後に、アップデート パッケージが要求した場合は、仮想アプライアンスを再起動できます。

仮想アプライアンスには、自己管理のアップデート モード用に独自の Web UI があります。 特定の仮想アプ
ライアンスでアップデートの自動インストール オプションが有効になっている場合、Update Manager はそ
の仮想アプライアンスに対してレポート モードの実行のみを行います。 すなわち、Update Manager は仮想
アプライアンスのスキャンは行いますが、修正は行いません。修正操作は失敗し、その理由を示すイベント
が生成されます。

仮想アプライアンスを手動で修正できます。または修正処理をスケジュール設定することもできます。

手動で修正を開始するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ インベントリ（Inventory）] をクリックして、[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and 
Templates）] をクリックします。

3 [Update Manager] タブをクリックします。

4 修正する仮想アプライアンスを右クリックして、[ 修正（Remediate）] をクリックします。

5 適用するベースラインを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

6 デフォルトではすべてのアップデートが含まれます。 修正処理から個別のアップデートを除外するに
は、そのアップデートのチェック ボックスを選択解除して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 （オプション）除外するアップデートを確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

8 [ スケジュール（Schedule）] ページで、修正アクションを開始するタイミングを選択し、[ 次へ
（Next）] をクリックします。
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9 アップデートを実行する前にロールバックを有効にするかどうかを指定します。 ロールバックを有効に
した場合、仮想アプライアンスのスナップショットが作成されます。 

スナップショットの名前と説明など、スナップショットのオプションを選択し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

10 開始するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。

仮想アプライアンス修正のスケジュールを設定するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバに VI Client を接続します。

2 [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンをクリックします。

3 [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ペインを右クリックし、[ 新規スケジュール設定タスク
（New Scheduled Task）] をクリックします。

4 [ 修正（Remediate）] を選択し、[OK] をクリックします。

5 [ 仮想マシンまたはゲスト OS（Virtual Machines / Guest Operating Systems）] を選択し、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

6 この修正を適用する仮想アプライアンスを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 [ ベースライン（Baselines）] ページで、適用するベースラインを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

8 修正処理から個別のアップデートを除外するには、[ アップデート（Updates）] ページでそのアップ
デートのチェック ボックスを選択解除して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 （オプション）除外するアップデートのリストを確認して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

10 [ スケジュール（Schedule）] ページで、修正アクションを完了するタイミングを選択し、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

11 アップデートを実行する前にロールバックを有効にするかどうかを指定します。 ロールバックを有効に
した場合、仮想アプライアンスのスナップショットが作成されます。 

スナップショットの名前と説明など、スナップショットのオプションを選択します。 [ 次へ（Next）] を
クリックします。

12 完了するタスクの概要情報を確認し、[ 終了（Finish）] をクリックします。
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最低限の管理操作だけで自動的に実行するために、Update Manager を規定の導入のままにしておくことが
できます。 ただし、Update Manager でさらに最適化が必要となった場合は、この章の情報を参照してくだ
さい。

本章では、次の内容について説明します。

一般的な問題と解決策 （P.43）

イベント （P.45）

データベース ビュー （P.48）

一般的な問題と解決策
このセクションでは、Update Manager で問題が発生する可能性がある、一般的な事項について説明します。

ログ ファイルの収集
診断するために Update Manager サーバで発生した最近のイベント情報を収集するには、サポート スクリ
プト（vum-support.wsf）が提供する Generate Update Manager のログ バンドル機能を使用します。

Update Manager ログ バンドルを生成するには

1 Update Manager がインストールされている VirtualCenter サーバにログインします。

2 [ スタート（Start）] - [ すべてのプログラム（Programs）] - [VMware] - [Update Manager ログ バンドルの
生成（Generate Update Manager log bundle）] を選択します。

ログ ファイルは zip ファイル形式で生成され、現在のユーザーのデスクトップに保存されます。

ベースラインでアップデートを使用できない
ベースラインは、Update Manager が Shavlik およびヴイエムウェアの Web サイトからダウンロードしたメ
タデータをベースとしています。 Shavlik は仮想マシンおよびアプリケーション用のメタデータを提供してお
り、ヴイエムウェアは ESX Server ホスト用のメタデータを提供しています。 Update Manager が Shavlik サー
バに接続できないことが、ベースラインでアップデートを使用できない主な理由の可能性があります。 
Update Manager といくつかのリンクを含む Web サイトとの接続において、何らかの障害が発生すると、
ベースラインのアップデートを使用できなくなる可能性があります。 可能性のある原因と解決策のいくつか
を次に示します。

Web サーバのプロキシ構成に誤りがある。 詳細については、「インターネット プロキシと連携して使用
するための Update Manager の構成 （P.24）」を参照してください。

Shavlik サーバを使用できない。 Shavlik の Web サイト（http://www.shavlik.com）を確認して、それが使用
できるかどうか特定してください。

VMware アップデート サービスが、ESX Server のアップデートに関する情報を提供できない。

操作参考資料 3
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ネットワークの接続状況が良くない。 ネットワークを使用するほかのアプリケーションが、期待通りに
機能しているかどうか確認してください。 ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークが期待通りに
機能しているかどうか評価してもらってください。

コンプライアンス レポートのアップデートすべてが [ 適用不可（Not Applicable）]
スキャンした結果、すべてのベースラインが [ 適用不可（Not Applicable）] と記録されている場合がありま
す。 このような状況は、通常スキャン中にエラーが発生していることを示しています。 Scan Tasks のサーバ 
ログで、[ 失敗（Failed）] と記録されていないか確認するか、スキャン操作を再度行なってください。 問題
が発生し続ける場合は、ログを収集して VMware サポートに協力を要請してください。 ログを収集するに
は、「Update Manager ログ バンドルを生成するには （P.43）」を参照してください。 

スキャンの結果には、たいてい [ インストール済み（Installed）]、[ なし（Missing）]、[ 適用不可（Not 
Applicable）] の結果が混在しています。 たとえば、通常は Linux パッチで構成されるベースラインは、
Windows マシンでは [ 適用不可（Not Applicable）] になります。 一般的に、[ 適用不可（Not Applicable）]
のエントリは、すべての結果が [ 適用不可（Not Applicable）] の場合、または適用できることがわかってい
るパッチが [ 適用不可（Not Applicable）] であった場合にのみ問題になります。

コンプライアンス レポートのアップデートがすべてが [ 不明（Unknown）]
スキャンの結果に [ 不明（Unknown）] と記録されることがあります。 このような状況の場合は、通常、ス
キャン処理の開始時にエラーが発生していることを示します。 また、スキャンが行われていないことを示し
ている場合もあります。 スキャンをスケジュール設定するか、手動でスキャンを開始すると、この問題は解
決する可能性があります。

アップデートを修正したあとも [非準拠（Not Compliant）] の状態が続く
Windows 仮想マシンの場合、レジストリを確認してアップデートがインストールされていないことを確認
してください。 問題のアップデートに関係する、Microsoft KB（ナレッジベース）の番号を検索してくださ
い。 次の 2 つのサイトです。

仮想マシンのレジストリ : HKLM￥Software￥Microsoft￥Updates￥<KB_number>

仮想マシンのファイル システム : C:￥Windows￥NTUninstall￥<KB_number>

この問題の一般的な説明には、次のものがあります。

Service Pack をインストールするのに十分なディスク領域がない。 ディスク領域を開放したあと、再度修
正してください。

実行中のアプリケーションと衝突している。 仮想マシンを再起動してから、再度修正してください。

[ アップデートをすべて（All Update）] または [ 重要なアップデートをすべて（All 
Critical Updates）] を使用して仮想マシンを修正すると失敗する

いくつかの事例では、デフォルトの [ アップデートをすべて（All Updates）] ベースラインまたは [ 重要な
アップデートをすべて（All Critical Updates）] ベースラインを使用して、仮想マシンを修正すると失敗する
ことがあります。 この問題は、通常次のいずれかの場合に発生します。

修正が完了できない　ある仮想マシンで修正が停止している可能性があります。 まれに、パッチ アプリ
ケーションが一部の修正を完了したあとにメッセージ ボックスを表示したためにこの問題が発生しま
す。 パッチは Update Manager Guest Agent によって適用されます。これはローカル システムで稼動し
ます。 このように Guest Agent を実行すると、ユーザーがパッチ アプリケーションの処理に干渉される
ことはありません。ただし、この場合は、エラー メッセージが表示されないため、承認したりキャン
セルしたりという確認を行うことはできません。 その結果、パッチ アプリケーションの処理は完了でき
ません。

この問題を解決するには、ゲストのタスク マネージャからパッチ処理を終了します。 問題の原因となっ
ているパッチを識別するには、VI Client でその仮想マシンのイベントを調べます。Update Manager は
必要に応じて、パッチ インストールの開始と完了を識別するためにエラーコードとともにイベントを
送信します。 最新のイベントが、パッチ インストールが開始しているにもかかわらず、完了していない
ことを示している場合、そのアップデートの名前を使用してパッチ処理を識別します。 Microsoft の
パッチは、通常そのファイル名にナレッジ ベースの番号を含んでいるため容易に識別できます。
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一部のパッチの修正が失敗する　ただちにパッチを使用できない場合があります。 たとえば、テストで
は、英語以外の言語にローカライズされた Windows バージョン、または 64 ビット アプリケーション
用パッチを使用できない可能性があることが示されます。 [ タスク（Tasks）] タブと [ イベント

（Events）] タブで、適用されなかったパッチがダウンロードされていないことを確認します。

修正が完了したにもかかわらずベースラインが適合しない　この状況は、パッチを適用したことによっ
てほかのパッチを適用できるようになった場合に発生します。 たとえば、あるパッチはサービス パック
を適用したあとにのみ適用できます。そのためそのサービス パックを適用した場合、修正を開始する
とすべての既知の問題が解消される可能性があります。しかし、サービス パックを適用するとほかの
パッチが適用可能になります。 

このような状況では、繰り返し修正してください。

ESX Server のスキャンが失敗する
ESX Server のスキャンの失敗は、権限が不足している場合、または SSL 構成に問題がある場合に多くみられ
ます。 スキャンの実行に使用しているアカウントに十分な権限があり、SSL 接続が適切に構成されているこ
とを確認してください。 Update Manager ネットワーク ポート設定とその構成方法の詳細については、

「Update Manager のネットワーク ポート要件 （P.21）」および「Update Manager のネットワーク ポート設
定の構成 （P.25）」を参照してください。

イベント
Update Manager が生成するイベントは、システムが実行中の処理を監視するのに役立ちます。

表3-1  Update Manager イベント

タイプ メッセージ テキスト アクション

情報 ゲスト アップデート メタデータを正常にダウンロードしまし
た。 新しいアップデート： <number_of_updates>

エラー ゲスト アップデート メタデータのダウンロードに失敗しました。 ネットワーク接続をチェックして、
メタデータ ソースにアクセスできる
ことを確認してください。

情報 Unix 用のゲストのアップデート メタデータを正常にダウン
ロードしました。 新しいアップデート： <number_of_updates>

エラー Unix 用のゲストのアップデート メタデータのダウンロードに
失敗しました。

ネットワーク接続をチェックして、
メタデータ ソースにアクセスできる
ことを確認してください。

情報 ホスト アップデート メタデータを正常にダウンロードしまし
た。 新しいアップデート： <number_of_updates>

エラー ホスト アップデート メタデータのダウンロードに失敗しました。 ネットワーク接続をチェックして、
メタデータ ソースにアクセスできる
ことを確認してください。

情報 ゲスト アップデート パッケージを正常にダウンロードしまし
た。 新しいパッケージ： <number_of_packages>

エラー ゲスト アップデート パッケージのダウンロードに失敗しました。 ネットワーク接続をチェックして、
アップデート ソースにアクセスでき
ることを確認してください。

情報 UNIX 用ゲスト アップデート パッケージを正常にダウンロー
ドしました。 新しいパッケージ： <number_of_packages>

エラー UNIX 用ゲスト アップデート パッケージのダウンロードに失
敗しました。

ネットワーク接続をチェックして、
アップデート ソースにアクセスでき
ることを確認してください。

情報 ホスト アップデート パッケージを正常にダウンロードしまし
た。 新しいパッケージ： <number_of_packages>

エラー ホスト アップデート パッケージのダウンロードに失敗しました。 ネットワーク接続をチェックして、
アップデート ソースにアクセスでき
ることを確認してください。
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情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> のアップデー
トを正常にスキャンしました。

エラー <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> のスキャンが
ユーザーによってキャンセルされました。

エラー <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name > のアップデー
トのスキャンに失敗しました。

警告 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> のスキャン中
に警告が発生しました。不明なアップデートが検出されまし
た： <update_name> です。 アップデートを再度ダウンロード
すると、この問題が解決する可能性があります。

エラー 無効な状態のため <virtual_machine_name> のアップデート
のスキャンに失敗しました： <virtual_machine_state>

仮想マシンの状態を確認してくださ
い。 スキャンを円滑に行うために、仮
想マシンを再起動してください。

エラー 無効な状態のため <ESX_Server_host_name> のアップデート
のスキャンに失敗しました： <ESX_Server_host_state>

ESX Server の状態を確認してくださ
い。 スキャンを円滑に行うために、ホ
ストを再起動してください。

情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> の修正に成功
しました。

エラー <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> の修正に失敗
しました。<error_message>

ターゲットの状態を確認してくださ
い。 修正を円滑に行うために、ター
ゲットを再起動してください。

エラー 無効な状態のため <virtual_machine_name> のアップデート
の修正に失敗しました： <virtual_machine_state>

仮想マシンの状態を確認してくださ
い。 修正を円滑に行うために、仮想マ
シンを再起動してください。

エラー 無効な状態のため <ESX_Server_host_name> のアップデート
の修正に失敗しました： <ESX_Server_host_state>

ESX Server の状態を確認してくださ
い。 修正を円滑に行うために、ホスト
を再起動してください。

エラー オペレーティング システムがサポートされていない、または
オペレーティング システムが不明のため
<virtual_machine_name > のスキャンまたは修正に失敗しま
した： <operating_system_name>

エラー <virtual_machine_name> を修正できません： Linux 仮想マシ
ンの修正はサポートされていません。

情報 VMware Update Manager のダウンロード アラート（重要 / 合
計）： ESX data.esxCritical/data.esxTotal; Windows 
data.windowsCritical/data.windowsTotal; Linux 
data.linuxCritical/data.linuxTotal

ダウンロードされたアップデート数
の情報を設定してください。

エラー ホスト <ESX_Server_host_name> のバージョン
<ESX_Server_host_version> がサポートされていないため、
<virtual_machine_name> のアップデートのスキャンに失敗
しました。

スキャンできる仮想マシンについて
の最新情報は、『リリース ノート』を
参照してください。

エラー ホスト <ESX_Server_host_name> のバージョン
<ESX_Server_host_version> がサポートされていないため、
<virtual_machine_name> のアップデートの修正に失敗しま
した。

スキャンできるホストについての最
新情報は、『リリース ノート』を参照
してください。

エラー <ESX_Server_host_version> がサポートされていないバー
ジョンのため、<ESX_Server_host_name> のアップデートの
スキャンに失敗しました。

ESX Server 3.5 以降および ESX Server 
3i 以降のバージョンのホストをス
キャンできます。 スキャンできる仮想
マシンについての最新情報は、『リ
リース ノート』を参照してください。

エラー <ESX_Server_host_version> がサポートされていないバー
ジョンのため、<ESX_Server_host_name> のアップデートの
修正に失敗しました。

ESX Server 3.5 以降および ESX Server 
3i 以降のバージョンのホストをス
キャンできます。 スキャンできる仮想
マシンについての最新情報は、『リ
リース ノート』を参照してください。

表3-1  Update Manager イベント （続き）

タイプ メッセージ テキスト アクション
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情報 VMware Update Manager Guest Agent が
<virtual_machine_name> に正常にインストールされました。

エラー <virtual_machine_name> への VMware Update Manager 
Guest Agent のインストールに失敗しました。

仮想マシンの修正には、Update 
Manager Guest Agent が必要です。 
Update Manager Guest Agent のイン
ストールの詳細については、「Guest 
Agent のインストール （P.18）」を参
照してください。

エラー VMware Tools がインストールされていないか、VMware Tools
バージョンに互換性がないため、<virtual_machine_name>
への VMware Update Manager Guest Agent のインストールに
失敗しました。 必要なバージョンは
<required_version_number > で、インストールされている
バージョンは <installed_version_number> です。

エラー 操作に必要な <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name>
の VMware Update Manager ライセンスがありません。

目的のタスクを実行するために、必
要なライセンスを取得してください。

警告 VMware Update Manager のストレージ スペースが不足してい
ます。 場所： <path_location> 使用可能なスペース： 
<free_space>

ストレージを追加してください。

警告 VMware Update Manager のストレージ スペースがきわめて不
足しています。 場所： <path_location> 使用可能なスペース： 
<free_space>

ストレージを追加してください。

エラー <virtual_machine_name> で VMware Update Manager Guest 
Agent の応答がタイムアウトになりました。 仮想マシンがパ
ワーオン状態で、Guest Agent が実行中であることを確認し
てください。

エラー <virtual_machine_name> での Update Manager Guest Agent
との通信で内部エラーが発生しました。 仮想マシンがパワー
オン状態であることを確認し、再度処理を実行してください。

エラー <virtual_machine_name> で VMware Update Manager Guest 
Agent が DVD ドライブへのアクセスに失敗しました。 DVD ド
ライブが使用可能であることを確認し、再度処理を実行して
ください。

エラー <virtual_machine_name> で要求された処理の実行中に不明
な内部エラーが発生しました。 ログで詳細を確認し、再度処
理を実行してください。

エラー <virtual_infrastructure_entity_name> へのアップデート
<update_name> のインストールに失敗しました。

情報 <virtual_infrastructure_entity_name> <message> へのアップ
デート <update_name> のインストール

情報 Sysprep 設定をリストアします。

情報 修正中は Sysprep は無効です。

情報 親なし仮想マシン <virtual_machine_name> のスキャンに失
敗しました。

情報 親なし仮想マシン <virtual_machine_name> の修正に失敗し
ました。

エラー 次のアップデートのパッチ ダウンロードに失敗しました： 
<message>

ネットワーク接続をチェックして、
パッチ ソースにアクセスできること
を確認してください。

警告 <virtual_machine_name> に、サポートされていないボ
リューム <volume_label> があります。 この仮想マシンのス
キャン結果は、不完全な可能性があります。

情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> でタスクの
キャンセルを開始しています

表3-1  Update Manager イベント （続き）

タイプ メッセージ テキスト アクション
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データベース ビュー
Update Manager は SQL Server データベースおよび Oracle データベースを使用して情報を格納します。 
Microsoft SQL Server データベースおよび Oracle データベースのデータベース ビューは同じです。 Oracle
データベースの名前には文字列長の制限があるため、Oracle の一部のデータベース ビューでは、短い名前
で表示されます。

VUMV_VERSION 
Update Manager のバージョン情報です。

VUMV_UPDATES 
ソフトウェア アップデート メタデータです。

警告 エンティティ <virtual_infrastructure_entity_name> に、指定
時間内に終了できない実行中タスクがあります。 操作はア
ボートされます。

警告 アクションは、オフラインの、またはサスペンドした仮想ア
プライアンス <virtual_appliance_name> ではサポートされて
いません。

スキャン処理または修正処理は、オ
フライン仮想アプライアンスではサ
ポートされていません。

情報 仮想アプライアンス <virtual_appliance_name> が正常に検出
されました。 

情報 仮想アプライアンス <virtual_appliance_name> の検出に失敗
しました。

仮想アプライアンスの検出中にエ
ラーが発生しました。

エラー 仮想アプライアンス <virtual_appliance_name> の自動アップ
デートが [ON] に設定されています。

仮想アプライアンスで自動アップ
デートを [ON] に設定した場合、
Update Manager は修正を実行できま
せん。 

エラー リポジトリ アドレスが仮想アプライアンス
<virtual_appliance_name> に設定されていないため、
VirtualCenter によるアップデートはサポートされていません。

情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> ファイア
ウォール ポートを開きます。

情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> ファイア
ウォール ポートを閉じます。

情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> のパッチ メタ
データが欠落しています。 アップデート メタデータを最初に
ダウンロードしてください。

情報 <virtual_machine_or_ESX_Server_host_name> のパッチ メタ
データが破損しています。 ログで詳細を確認してください。 
アップデート メタデータを再度ダウンロードすると、この問
題が解決する可能性があります。

表3-1  Update Manager イベント （続き）

タイプ メッセージ テキスト アクション

表 3-2  VUMV_VERSION

フィールド 内容

VERSION x.y.z形式のUpdate Managerバージョン（たとえば、1.0.0）。

DATABASE_SCHEMA_VERSION 整数値で示す Update Manager データベース スキーマ バー
ジョン（たとえば、1）。
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VUMV_PATCHES
パッチ バイナリ メタデータです。

VUMV_BASELINES
Update Manager ベースラインの詳細です。
   

表3-3  VUMV_UPDATES

フィールド 内容

UPDATE_ID Update Manager によって生成される、ソフトウェア アッ
プデートの一意の ID。

TYPE エンティティ タイプで、仮想マシンまたはESX Serverホスト

TITLE タイトル

DESCRIPTION 内容

META_UID このアップデートのベンダーによって提供される一意の ID
（たとえば、Microsoft アップデートの MS12444）

SEVERITY アップデートの重要度情報。 このフィールドの値は、[ 等級
の設定なし（Not Applicable）]、[ 低（Low）]、[ 中程度

（Moderate）]、[ 重要（Important）]、[ 重大度（Critical）]、
[HostGeneral]、および [HostSecurity] です。

RELEASE_DATE このアップデートがベンダーによってリリースされた日付

DOWNLOAD_TIME このアップデートが Update Manager サーバによって
Update Manager データベースへダウンロードされた日時

SPECIAL_ATTRIBUTE このアップデートに関連付けられている特別な属性（たと
えば、すべての Microsoft サービス パックは [ サービス 
パック（Service Pack）] とマークされる）

表3-4  VUMV_PATCHES

フィールド 内容

PATCH_ID Update Manager サーバによって生成される、現在の
パッチの一意の ID

TYPE エンティティ タイプで、仮想マシンまたはESX Serverホスト

NAME パッチの名前

DOWNLOAD_TIME パッチ バイナリの URL

PATCH_SIZE KB 単位のパッチのサイズ

表3-5  VUMV_BASELINES

フィールド 内容

UPDATE_ID Update Manager サーバによって生成される、このベース
ラインの一意の ID

NAME ベースラインの名前

TYPE ベースライン タイプで、[ 固定（Fixed）] または [ 動的
（Dynamic）]

TARGET_TYPE このベースラインの適用先ターゲットのタイプで、仮想
マシンまたは ESX Server ホスト
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VUMV_PRODUCTS
オペレーティング システムとアプリケーションを含む、製品メタデータです。
   

VUMV_BASELINE_UPDATE_ASSIGNMENT
特定のベースラインの一部であるソフトウェア アップデートです。 

Oracle の場合、このデータベース ビューの名前は、名前の文字列長の制限により VUMV_BASELINE_UPDATE
になります。

VUMV_BASELINE_ENTITY_ASSIGNMENT 
特定のベースラインが適用されるオブジェクトです。 

Oracle の場合、このデータベース ビューの名前は VUMV_BASELINE_ENTITY になります。

VUMV_UPDATE_PATCHES
ソフトウェア アップデートに対応するパッチ バイナリです。
   

表3-6  VUMV_PRODUCTS

フィールド 内容

PRODUCT_ID Update Manager サーバによって生成される、製品の一
意の ID

NAME 製品の名前

VERSION 製品バージョン

FAMILY Windows、Linux、ESX Server ホストまたは Embedded 
ESX Server ホスト

表3-7  VUMV_BASELINE_UPDATE_ASSIGNMENT

フィールド 内容

BASELINE_ID ベースライン ID（外部キー VUMV_BASELINES）

UPDATE_ID ソフトウェア アップデート ID（外部キー
VUMV_UPDATES）

表3-8  VUMV_BASELINE_ENTITY_ASSIGNMENT

フィールド 内容

BASELINE_ID ベースライン ID（外部キー VUMV_BASELINES）

ENTITY_UID エンティティのアップデート ID（VirtualCenter サーバに
よって生成される管理対象オブジェクト ID）

表3-9  VUMV_UPDATE_PATCHES

フィールド 内容

UPDATE_ID ソフトウェア アップデート ID（外部キー
VUMV_UPDATES）

PATCH_ID パッチ ID（外部キー VUMV_PATCHES）
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VUMV_UPDATE_PRODUCT
このソフトウェア アップデートの適用先製品（オペレーティング システムとアプリケーション）です。
   

VUMV_ENTITY_SCAN_HISTORY 
スキャン操作の履歴です。
   

VUMV_ENTITY_UPDATE_SCAN_HISTORY
アップデートに対する特定のエンティティのステータスの履歴です。 

Oracle の場合、このデータベース ビューの名前は VUMV_ENTITY_UPDATE_SCAN_HIST になります。

VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HISTORY 
修正操作の履歴です。 

Oracle の場合、このデータベース ビューの名前は VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HIST になります。
 

表3-10  VUMV_UPDATE_PRODUCT

フィールド 内容

UPDATE_ID ソフトウェア アップデート ID（外部キー VUMV_UPDATES）

PRODUCT_ID 製品 ID（外部キー VUMV_PRODUCTS）

表3-11  VUMV_ENTITY_SCAN_HISTORY 

フィールド 内容

SCAN_ID Update Manager サーバによって生成される一意の ID

ENTITY_UID スキャンが開始されたエンティティの一意の ID

START_TIME スキャン操作の開始時刻

END_TIME スキャン操作の終了時刻

SCAN_STATUS スキャン操作の結果（[ 成功（Success）]、[ 失敗
（Failure）]、または [ キャンセルされました（Cancelled）]
など）

FAILURE_REASON 失敗の理由を説明するエラー メッセージ

表3-12  VUMV_ENTITY_UPDATE_SCAN_HISTORY

フィールド 内容

SCAN_ID 一意の ID（外部キー VUMV_SCAN_HISTORY）

UPDATE_ID 一意の ID（外部キー VUMV_UPDATES）

ENTITY_UID スキャンが開始されたエンティティの一意の ID

ENTITY_STATUS このアップデートに対するこのエンティティのステータ
ス（[ なし（Missing）]、[ インストール済み（Installed）]、
[ 不明（Unknown）]、または [ 等級の設定なし（Not 
Applicable）] など）

表3-13  VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HISTORY

フィールド 内容

REMEDIATION_ID Update Manager サーバによって生成される一意の ID

ENTITY_UID 修正が開始されたエンティティの一意の ID

START_TIME 修正の開始時刻

END_TIME 修正の終了時刻
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VUMV_UPDATE_PRODUCT_DETAILS
特定のソフトウェア アップデートの適用先製品（オペレーティング システムとアプリケーション）の便利
なビューです。
   

VUMV_BASELINE_UPDATE_ASSIGNMENT_DETAILS
ベースラインの一部であるソフトウェア アップデートの便利なビューです。

Oracle の場合、このデータベース ビューの名前は VUMV_BASELINE_UPDATE_DET になります。
    

VUMV_ENTITY_UPDATE_SCAN_HISTORY_DETAILS
アップデートに対する特定のエンティティのステータス履歴の便利なビューです。 

Oracle の場合、このデータベース ビューの名前は VUMV_ENTITY_UPD_SCANHIST_DET になります。

REMEDIATION_STATUS 修正操作の結果（[ 成功（Success）]、[ 失敗（Failure）]、
または [ キャンセルされました（Cancelled）] など）

IS_SNAPSHOT_TAKEN 修正前にスナップショットが作成されているかどうかを
示します

表3-13  VUMV_ENTITY_REMEDIATION_HISTORY （続き）

フィールド 内容

表 3-14  VUMV_UPDATE_PRODUCT_DETAILS

フィールド 内容

UPDATE_METAUID ソフトウェア アップデート ID（外部キー
VUMV_UPDATES）

UPDATE_TITLE アップデート タイトル

UPDATE_SEVERITY アップデートの重要度情報。 このフィールドの値は、[ 等
級の設定なし（Not Applicable）]、[ 低（Low）]、[ 中程
度（Moderate）]、[ 重要（Important）]、[ 重大度

（Critical）]、[HostGeneral]、および [HostSecurity] です。

PRODUCT_NAME 製品名

PRODUCT_VERSION 製品バージョン

表3-15  VUMV_BASELINE_UPDATE_ASSIGNMENT_DETAILS

フィールド 内容

BASELINE_NAME ベースライン名

BASELINE_TYPE ベースライン タイプで、[ 固定（Fixed）] または [ 動的
（Dynamic）]

BASELINE_TARGET_TYPE ベースライン ターゲット タイプで、たとえば、仮想マシ
ンまたは ESX Server ホスト

UPDATE_METAUID アップデート メタ ID

UPDATE_TITLE アップデート タイトル

UPDATE_SEVERITY アップデートの重要度。 このフィールドの値は、[ 等級の設
定なし（Not Applicable）]、[ 低（Low）]、[ 中程度

（Moderate）]、[ 重要（Important）]、[ 重大度（Critical）]、
[HostGeneral]、および [HostSecurity] です。
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表3-16  VUMV_ENTITY_UPDATE_SCAN_HISTORY_DETAILS

フィールド 内容

ENTITY_UID エンティティの一意の ID（VirtualCenter サーバによって
割り当てられる管理対象オブジェクト ID）

SCAN_START_TIME スキャン処理の開始時刻

SCAN_END_TIME スキャン処理の終了時刻

UPDATE_METAUID 一意のアップデート メタ ID

UPDATE_TITLE アップデート タイトル

UPDATE_SEVERITY アップデートの重要度。 このフィールドの値は、[ 等級の設
定なし（Not Applicable）]、[ 低（Low）]、[ 中程度

（Moderate）]、[ 重要（Important）]、[ 重大度（Critical）]、
[HostGeneral]、および [HostSecurity] です。

ENTITY_STATUS アップデートに関するエンティティのステータス。 この
フィールドの値は、[ なし（Missing）]、[ インストール
済み（Installed）]、[ 不明（Unknown）]、および [ 等級
の設定なし（Not Applicable）] です。
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