
vCenter Converter 管理ガイド
vCenter Converter for vCenter Server 4.0

JA-000135-00



vCenter Converter 管理ガイド

2  VMware, Inc.

当社 Web サイトにて最新の技術文書をご覧いただけます。

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

当社 Web サイトでは製品の最新アップデートも提供しています。

このマニュアルに関してご意見等がございましたら、下記の電子メールアドレスに連絡ください：

docfeedback@vmware.com

© 2007–2009 VMware, Inc. All rights reserved. 本製品は、米国著作権法および米国知的財産法ならびに国際著作権法
および国際知的財産法によって保護されています。VMware 製品には、http://www.vmware.com/go/patents-jp
に列記する、1 つ以上の特許が適用されます。

VMware、VMware Fusion、VMware ロゴ、Virtual SMP、および VMotion は、米国およびその他の地域における
VMware, Inc. の登録商標または商標です。他のすべての名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有者の商
標または登録商標です。

 

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

ヴイエムウェア株式会社
105-0013 　東京都港区浜松町 1-30-5
浜松町スクエア 13F
www.vmware.com/jp

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


目次

本書について 5

 
1 VMware vCenter Converter の概要 7

vCenter Converter での移行 7
VMware vCenter Converter のコンポーネント 8
物理マシンのクローン作成およびシステム再構成 8
既存の仮想マシンとシステム イメージの変換 13
VCB イメージのリストア 14
反復タスクのスケジュール設定 14
変換の影響を受けるシステム設定 16
仮想ハードウェアに対する変更 16
vCenter Converter のログ ファイルの収集 16

 
2 システム要件 17

オペレーティング システムの互換性とインストール ファイル サイズの要件 17
Windows オペレーティング システムでのリモート ホット クローニングの一般的要件 19
インポート用にサポートされるソース 20
エクスポート用にサポートされるターゲット 22
変換の TCP/IP ポート要件 22

 
3 VMware vCenter Converter のインストールおよびアンインストール 25

vCenter Converter のインストール 25
vCenter Converter の変更、修復、または削除 27
vCenter Converter のアンインストール 27
vCenter Converter Client のインストール 28
vCenter Converter Client の有効化または無効化 28
vCenter Converter Client インストーラによる vCenter Converter Client の修復またはアンインストール 29
Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティによる vCenter Converter Client のアンインストール 29

 
4 マシンのインポート 31

変換処理の準備 32
ボリュームごとに別々のディスクの作成 32
インポート ウィザードの起動 33
ソースの選択 34
新しい仮想マシンのターゲットの選択 38
新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ 39
インポート タスクのスケジュール設定 42
インポート タスクの完了 43

 
5 マシンのエクスポート 45

vCenter Converter のエクスポート ウィザードの起動 45

VMware, Inc.  3



仮想マシン ソースの選択 46
新規仮想マシンのターゲットの選択 47
新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ 48
エクスポート タスクのスケジュール設定 51
エクスポートの完了 52

 
6 マシンの再構成 53

再構成ウィザードの起動 53
新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ 54
再構成の完了 56

 
7 vCenter Converter のタスクの管理 57

vCenter Converter のタスクの表示と監視 57
タスクのコピー 59
スケジュール設定タスクを今すぐ編集 59
スケジュール設定されたタスクを今すぐ実行 60
タスクのキャンセル 60
タスクの削除 60

 
8 VMware vCenter Converter Boot CD 61

vCenter Converter Boot CD の作成 61
ネットワークの構成 62
インポート ウィザードの起動 62
ソース データの選択 63
新規仮想マシンのターゲットの選択 63
新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ 66
peTool を使用した vCenter Converter Boot CD の変更 69

 
9 converter-tool コマンド ライン インターフェイスによる移行 71

vCenter Converter CLI のシステム要件 71
Windows コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行 72
Linux コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行 72
converter-tool の構文とオプション 73
ソース マシンおよびターゲット マシン 76
VMware Consolidated Backup イメージのリストア 76
インポート用の XML ファイルの例 77
エクスポート用の XML 入力ファイルの例 80
再構成用の XML 入力ファイルの例 81
--jI [--jobSourceInspect] オプションの XML 出力ファイルの例 82

用語集 83

インデックス 91

vCenter Converter 管理ガイド

4  VMware, Inc.



本書について

『vCenter Converter 管理ガイド』 では、Vmware vCenter Server 4.0 用の VMware® vCenter Converter のインス
トールと使用について説明します。

対象読者

本書の対象読者は、次のことを行うユーザーです。

n VMware vCenter Converter のインストール、アップグレード、または使用

n 物理マシンから vCenter Server が管理する VMware 仮想マシンへの円滑なコピーおよび変換

本書の内容は、情報システム エンジニア、ソフトウェア開発者、QA エンジニア、トレーナー、デモを実行する販売担当者、
および仮想マシンを作成するユーザー向けに記述されています。

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、メール アドレス 
docfeedback@vmware.com までフィードバックをお寄せください。

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。本書やその他の文書の最新バージョンは、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs でご覧いただけます。

オンライン サポートおよび電

話によるサポート

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

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

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

ヴイエムウェア プロフェッ

ショナル サービス

ヴイエムウェア教育サービスの有償トレーニングでは、広範なハンズオン ラボやケース
スタディをご紹介します。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料

も提供しています。トレーニングは、オンサイト、講義形式、およびライブ オンライ
ンで受講できます。オンサイトのパイロット プログラムおよび実装のベスト プラク
ティスについては、ヴイエムウェア コンサルティング サービスがご使用の仮想環境の
評価、計画、構築、および管理に役立つサービスを提供しています。教育トレーニング、

認定プログラム、およびコンサルティング サービスについては、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。
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VMware vCenter Converter の概要 1
VMware® vCenter Converter は、VMware vCenter Server のオプション モジュールであり、ソース物理マシン、仮想
マシン、またはシステム イメージを VMware 仮想マシンにインポート、エクスポート、または再構成するのに使用できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter での移行 (P. 7)

n VMware vCenter Converter のコンポーネント (P. 8)

n 物理マシンのクローン作成およびシステム再構成 (P. 8)

n 既存の仮想マシンとシステム イメージの変換 (P. 13)

n VCB イメージのリストア (P. 14)

n 反復タスクのスケジュール設定 (P. 14)

n 変換の影響を受けるシステム設定 (P. 16)

n 仮想ハードウェアに対する変更 (P. 16)

n vCenter Converter のログ ファイルの収集 (P. 16)

vCenter Converter での移行

vCenter Converter での移行では、ソース マシンまたはイメージがクローン作成されて、ターゲットにエクスポートさ
れます。

vCenter Server が管理する仮想マシンを別の VMware 仮想マシン フォーマットに変換すると、それらの仮想マシンをほかの
VMware 製品で使用するようエクスポートできます。vCenter Converter を使用すると、次のタスクを実行できます。

n 実行中のリモート物理マシンを仮想マシンに変換し、vCenter Server が管理する ESX™/ESXi または ESX/ESXi ホス
トに仮想マシンをインポートします。

n VMware Workstation または Microsoft Virtual Server 2005 などの仮想マシンを vCenter Server が管理する ESX/
ESXi ホストに変換およびインポートします。

n サードパーティのバックアップまたはディスク イメージを vCenter Server が管理する ESX/ESXi ホストに変換します。

n vCenter Server が管理する ESX/ESXi ホストに、VMware Consolidated Backup イメージをリストアします。

n vCenter Server ホストが管理する仮想マシンをほかの VMware 仮想マシン フォーマットにエクスポートします。

n vCenter Server ホストが管理する仮想マシンを再構成して、ブート可能にします。

n vCenter Server インベントリ内の仮想マシンをカスタマイズします （たとえば、ホスト名またはネットワーク設定
の変更）。

vCenter Converter は、ESX4.0/ESXi 4.0 でのシン プロビジョニング ターゲット ディスクの作成はサポートしていません。

VMware, Inc.  7



VMware vCenter Converter のコンポーネント

インストールする vCenter Converter コンポーネントに応じて、ホット クローニングまたはコールド クローニングの実行、
コマンドライン インターフェイスの使用、あるいは vCenter Converter のインポート、エクスポート、または再構成の
各ウィザードの使用が VMware vSphere Client 内から可能になります。

vCenter Converter には次のコンポーネントが含まれます。

vCenter Converter Server vSphere Client または vCenter Converter CLI を使用して仮想マシンをインポート
およびエクスポートできるようにします。vCenter Converter Server は、vCenter
Server にインストールするか、vCenter Server にアクセスできる独立したマシンにイ
ンストールします。

vCenter Converter CLI vCenter Converter Server を操作するコマンドライン インターフェイスを提供します。
vCenter Converter CLI は、vCenter Converter Server と同じマシン、または
vCenter Converter Server にアクセスできる別のマシンにインストールできます。

vCenter Converter Agent vCenter Converter Server を実行しているリモート マシンからインポートするため
の物理マシンを準備します。vCenter Converter Server は、物理マシンを仮想マシン
としてインポートする目的のみで、物理マシンにエージェントをインストールします。

インポートが終了したら物理マシンから vCenter Converter Agent を自動的に削除
することを選択できます。

vCenter Converter Client vCenter Converter Server は、vCenter Converter Client と一緒に機能します。ク
ライアント コンポーネントは vCenter Converter Client プラグインからなり、これ
によって vSphere Client 内から vCenter Converter のインポート、エクスポート、
および再構成の各ウィザードにアクセスできるようになります。

vSpher Client の  [プラグイン]  メニューから vCenter Converter Client プラグイン
をインストールすると、vSphere Client のヘルプ メニューから vCenter Converter
オンライン ヘルプを使用できるようになります。

VMware vCenter
Converter Boot CD

物理マシンのコールド クローニングを可能にします。

物理マシンのクローン作成およびシステム再構成

物理システムをインポートする場合、vCenter Converter は、クローン作成とシステム再構成のステップを使用して、
vCenter Server 環境で正常に動作するように仮想マシンを作成および再構成します。移行処理は非破壊的なので、イン
ポートの完了後、ユーザーは元のソース マシンを引き続き使用できます。

クローン作成は、ディスクのクローンを作成する処理です。作成されたクローンのディスクは、ソース物理ディスクの完

全なコピーとなる仮想ディスクです。クローン作成では、ソース マシンのハードディスクからデータがコピーされて、
ターゲット仮想ディスクに送られます。

システム再構成は、移行したオペレーティング システムが仮想ハードウェア上で機能するように調整する処理です。この
調整は、クローン作成されたディスク上で実行されます。これによって、クローン作成されたディスクは、仮想マシンの

起動可能システム ディスクとして動作できるようになります。

ソース物理マシンと同じネットワーク上にインポートした VMware 仮想マシンを実行する場合は、物理マシンと仮想マ
シンが共存できるように、いずれかのマシンのネットワーク名と IP アドレスを変更する必要があります。

vCenter Converter 管理ガイド
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ホット クローニングおよびコールド クローニング

vCenter Converter では、ホット クローニングおよびコールド クローニングがサポートされます。ホット クローニング
（別名ライブ クローニングまたはオンライン クローニング） では、OS の実行中にソース マシンのクローンが作成されます。
コールド クローニング （別名オフライン クローニング） では、オペレーティング システムを実行していないときにソース
マシンのクローンが作成されます。

マシンをコールド クローニングする場合、オペレーティング システムと vCenter Converter アプリケーションが組み込
まれた CD を使用してソース マシンを再起動します。コールド クローニングでは、ソース マシン上にソフトウェアは残
りません。

デュアル ブート システムのホット クローニングでは、boot.ini ファイルに示されたデフォルトのオペレーティング シ
ステムのクローンのみを作成できます。デフォルト以外のオペレーティング システムのクローンを作成するには、boot.ini
を変更し、そのオペレーティング システムを指定して再起動します。起動後、vCenter Converter を使用して、デフォ
ルト以外のシステムをホット クローニングできます。

リモートでクローンを作成する場合、ソース マシンが実行されていてネットワークにアクセス可能であれば、リモートで
ソース マシンにアクセスできます。ローカル クローニングでは、vCenter Converter は、移行を行うソース マシン上で
実行されます。

物理マシンのリモート ホット クローニング

vCenter Converter のウィザードを使用して移行タスクを設定したあと、vCenter Converter でクローン作成タスクを
実行します。リモート ホット クローニング中、クローン作成しているマシンにダウンタイムは生じません。

次のワークフローはリモート ホット クローニングの例であり、このクローン作成の間、クローン作成されている物理マ
シンにダウンタイムは発生しません。

1 vCenter Converter Server が vCenter Converter Agent をソース マシンにインストールします。

エージェントが、ソース ボリュームのスナップショットを作成します。

vCenter Converter Client プラグイン
のある vSphere Client

実行中の
物理マシン

ESX/ESXi ホスト

ソース ターゲット

ネットワーク

ソース
ボリューム

vCenter Converter
 Server のある
vCenter Server

スナップショット

エージェント

2 vCenter  Converter がターゲット マシン上で仮想マシンを準備します。

第 1 章 VMware vCenter Converter の概要
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vCenter Converter Server が、ターゲット マシン上で新しい仮想マシンを作成し、エージェントがソース マシン
からターゲット マシンにボリュームをコピーします。

実行中の
物理マシン

ソース ターゲット

ネットワーク

ソース

ボリューム
スナップショット

エージェント

VM

ボリューム

vCenter Converter Client プラグイン
のある vSphere Client

ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter
 Server のある
vCenter Server

3 vCenter Converter が変換処理を完了します。

エージェントが、仮想マシン内のオペレーティング システムを起動するのに必要なドライバをインストールし、仮
想マシンをカスタマイズします （たとえば IP 情報の変更）。

 

実行中の
物理マシン

ソース ターゲット

ネットワーク

ソース
ボリューム

スナップショット

エージェント

VM

再構成

カスタマイズ （オプション）

vCenter Converter Client プラグイン
のある vSphere Client

ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter
 Server のある
vCenter Server

vCenter Converter 管理ガイド
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4 vCenter Converter Server が、エージェントのすべての痕跡をソース マシンから削除します。

実行中の
物理マシン

ソース ターゲット

ネットワーク

ソース
ボリューム

VM

vCenter Converter Client プラグイン
のある vSphere Client

ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter
 Server のある
vCenter Server

仮想マシンは、ターゲット マシン上で実行可能な状態になっています。

物理マシンのローカル コールド クローニングのワークフロー

マシンのコールド クローニングを行うときは、独自のオペレーティング システムを持ち、vCenter Converter アプリケー
ションが含まれた CD からソース マシンを再起動します。

次のワークフローは、オペレーティング システムを実行していないときのソース マシンのコールド クローニングの例です。
移行タスクの設定には、ブート CD 上の Converter ウィザードを使用します。

1 vCenter Converter が、ソース マシンのイメージを準備します。

VMware vCenter Converter Boot CD からソース マシンを起動し、vCenter Converter を使用して移行を定義お
よび開始すると、vCenter Converter がソース ボリュームを RAM ディスクにコピーします。

Converter

物理マシン
ネットワーク

コピー

ソース
ボリューム

RAM ディスク
のイメージ

ソース ターゲット

vCenter Server が管理する
ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter 
Boot CD

2 vCenter Converter Standalone がターゲット マシン上で仮想マシンを準備します。

第 1 章 VMware vCenter Converter の概要
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vCenter Converter が、ターゲット マシン上で新しい仮想マシンを作成し、ソース マシンからターゲット マシンに
ボリュームをコピーします。

ボリューム

ネットワーク

VM

ソース

ボリューム

物理マシン

RAM ディスク
のイメージ

ソース ターゲット

Converter

vCenter Server が管理する
ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter 
Boot CD

3 vCenter Converter が変換処理を完了します。

vCenter Converter が、仮想マシン内のオペレーティング システムを起動するのに必要なドライバをインストールし、
仮想マシンをカスタマイズします （たとえば IP 情報の変更）。

ネットワーク

ソース
ボリューム

物理マシン

VM
再構成

カスタマイズ （オプション）

RAM ディスク
のイメージ

ソース ターゲット

Converter

vCenter Server が管理する
ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter 
Boot CD

4 vCenter Converter は、ソース物理マシンを元の状態のままにします。

ブート CD を取り出し、ソース物理マシンを再起動して、ソース物理マシン自体のオペレーティング システムに戻
ります。

ネットワーク

ソース
ボリューム

物理マシン

VM

ソース ターゲット

vCenter Server が管理する
ESX/ESXi ホスト

vCenter Converter 
Boot CD

仮想マシンは、ターゲット マシン上で実行可能な状態になっています。

vCenter Converter 管理ガイド
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クローン作成モード

vCenter Converter は、ディスク ベースのクローン作成とボリューム ベースのクローン作成という 2 つのクローン作成
モードをサポートしています。

ディスク ベースのクローン作成

vCenter Converter では、コールド クローニング、および既存の仮想マシンのインポートについて、ディスク ベースの
クローン作成がサポートされています。ディスク ベースのクローン作成では、すべてのディスクからすべてのセクタが送
られ、すべてのボリューム メタデータが保持されます。ターゲット仮想マシンは、ソース仮想マシンと同一タイプの同一
ボリュームを受け取ります。ディスク ベースのクローン作成では、すべての基本ディスクおよび動的ディスクがサポート
されます。

ボリューム ベースのクローン作成

vCenter Converter では、ホット クローニング、コールド クローニング、および既存の仮想マシンのインポートについて、
ボリューム ベースのクローン作成がサポートされます。ボリューム ベースのクローン作成では、ターゲット仮想マシン
のすべてのボリュームは、対応するソース ボリュームのタイプを問わず基本ボリュームとなります。ボリューム ベース
のクローン作成は、選択したサイズに応じて、ファイル レベルまたはブロック レベルで実行されます。

n 元のボリュームより小さいサイズを選択すると、ファイル レベルでボリューム ベースのクローン作成が実行されます。

n 元のボリュームと同じか、より大きいサイズを選択すると、ブロック レベルでボリューム ベースのクローン作成が
実行されます。

クローン作成モードによっては、いくつかのタイプのソース ボリュームがサポートされない場合があります。

n vCenter Converter Boot CD を使用したコールド クローニングでは、すべてのタイプの動的ボリューム、およびミラー
ボリュームを持つ Windows NT 4 がサポートされます。Windows NT 4 のフォールト トレランス ボリュームはサ
ポートされません。

n 仮想マシンのインポートでは、基本ボリューム、および RAID 以外のすべてのタイプの動的ボリュームがサポートさ
れます。Windows NT 4 のフォールト トレランス ボリュームはサポートされません。ミラー ボリュームを持つ
Windows NT 4 はサポートされます。マスタ ブート レコード （MBR） ディスクのみがサポートされます。GUID
パーティション テーブル （GPT） ディスクはサポートされません。

n ホット クローニングでは、Windows が認識するすべてのタイプのソース ボリュームがサポートされます。

既存の仮想マシンとシステム イメージの変換

vCenter Converter は、ソースの仮想マシンまたはシステム イメージに基づいて VMware 仮想マシンを作成します。
VMware 仮想マシンは、VMware Workstation、VMware Fusion™、VMware Player、VMware ACE、VMware ESX/
ESXi、および VMware Server の間で移行できます。Microsoft Virtual Server および Virtual PC から仮想マシンをイン
ポートすることもできます。

ソース仮想マシンと同じネットワーク上にインポートした VMware 仮想マシンを実行するには、元の仮想マシンと新し
い仮想マシンが共存できるように、いずれかの仮想マシンのネットワーク名と IP アドレスを変更する必要があります。

物理ホストのバックアップまたはその他の直接的なコピー手段を使用してデータが格納されたディスクが VMware 仮想
マシンにある場合、vCenter Converter は、VMware 仮想ハードウェア上で実行するイメージを準備します。

vCenter Converter のいずれかのウィザードを使用して仮想マシンをインポート、エクスポート、または再構成する場合は、
タスクを作成します。タスクは、管理およびスケジュール設定を行うことができます。

再構成のタスクをスケジュール設定することはできません。

第 1 章 VMware vCenter Converter の概要

VMware, Inc.  13



VCB イメージのリストア

VCB では、ESX/ESXi 仮想マシン全体をバックアップでき、Workstation ディスク、.vmx ファイル、およびカタログ
ファイルを使用してバックアップを保存できます。vCenter Converter は、vCenter Server が管理する ESX/ESXi ホス
ト上のすべてのゲスト OS タイプの VCB イメージをリストアできます。

サポートされているオペレーティング システムについては、ボリュームの選択およびサイズ変更ができ、リストアされた
仮想マシンの ID をカスタマイズできます。その他のすべてのゲスト OS については、vCenter Converter はディスクの
リストアのみをサポートします。

vCenter Converter は、.vRAM ファイルまたは VMware ログ ファイルは保持しません。ディスクだけが保存されます。

vCenter Converter は元の場所設定と表示名をカタログ ファイルから読み取りません。同じ場所にリストアするには、
データストア、ホスト名、フォルダ名、リソース プールなどの情報をカタログ ファイルで参照して、インポート ウィザー
ドに入力する必要があります。また、vCenter Converter は元の表示名をカタログ ファイルから読み取りません。同じ
名前を使用する場合、名前を覚えていないときはカタログ ファイルを参照します。カタログ ファイルはプレーン テキスト
ファイルとして読むことができます。

VCB イメージのインポート時に保持されない情報

VCB イメージをリストアする際、vCenter Converter は、元のイメージから特定のハードウェア バックアップ情報を保
持せず、デフォルト設定で置き換えます。

表 1-1 に、保持されないハードウェア情報を示します。

表 1-1.  VCB のリストア時に保持されないハードウェア バックアップ情報

デバイス 動作

CDROM デフォルトのデバイス タイプ： ホスト デバイス

フロッピー デフォルトのデバイス タイプ： ホスト デバイス

ネットワーク アダプタ GUI 内のネットワーク アダプタのリストがデフォルト。MAC アドレスは保持されません。ターゲット ホス
トによって再生成されます。

シリアルポート ターゲット ホスト マシン上の物理シリアル ポートがデフォルト。

パラレル ポート ターゲット ホスト マシン上の物理パラレル ポートがデフォルト。

VCB イメージをリストアする際、vCenter Converter は、元のイメージから仮想マシンのその他の特定のプロパティを
保持しません。表 1-2 に、影響を受ける項目を示します。

表 1-2.  VCB のリストア時に保持されない仮想マシンのプロパティ

ハードウェア設定 動作

UUID uuid.bios および uuid.location によって識別される仮想マシンの BIOS および場所は保持さ
れず、ホスト マシンによって再生成されます。

ディスク リソース割り当て 仮想マシンの作成時にホスト上で使用可能な値がデフォルト。

反復タスクのスケジュール設定

物理から仮想への反復タスクを数の制限なしにスケジュール設定でき、既存の仮想マシンをどのように保持するかを指定

できます。

物理システムの定期的バックアップである仮想マシンを作成でき、バックアップ プロセスが効率化されます。元のシステ
ムを復旧する前にバックアップ イメージを元のシステムにリストアしなくとも、バックアップ仮想マシンをパワーオンす
ることでイメージをただちに復旧できます。

反復タスクについては、vCenter Converter Agent をソース マシンに永続的にインストールする必要があります。タス
クを実行する頻度と、保持する仮想マシンの数を選択できます。

vCenter Converter 管理ガイド
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無制限の数の仮想マシンの保持

クローン作成作業を繰り返すと、同じソース システムの複数のコピーが作成されます。vCenter Converter は、最適に
使用できるようにこれらのコピーを管理します。

vCenter Converter の命名スキーマにより、最新の仮想マシン、および仮想マシンの作成順序を識別できます。仮想マシ
ンには日時のタイムスタンプが付き、既存のマシンの上書きが防止されます。この方法を使用するには追加のディスク領

域が必要ですが、常に有効なバックアップがあることが保証されます。

作成した複数の仮想マシンの処理

複数の仮想マシンを既存のマシンのバックアップとして保持できます。vCenter Converter は、それらのマシンを管理して、
上書きを防止します。

既存のマシンのバックアップとして保存する仮想マシンの数を制限するには、インポートまたはエクスポート ウィザードの、
タスクのスケジュール設定ページで数を入力します。既存の仮想マシンの上書きを防止するために、vCenter Converter は、
管理またはホストされているターゲット仮想マシンが存在しないこと、および日時のタイムスタンプが既存の仮想マシン

に適用されていることを確認します。

vCenter Converter は、連続する仮想マシン名を生成し、古い名前を削除します。

管理環境では、仮想マシン名は仮想マシンの一意の識別子であり、追加のステップは必要ありません。

ホスト環境では、仮想マシンごとにディレクトリが作成されます。ディレクトリ名は、仮想マシン名と一致している必要

があります。

既存のターゲット仮想マシンの名前を変更できない場合 （たとえば、実行中の場合）、クローン作成は停止し、一時仮想
マシンが削除されてスペースが節約されます。

特定の時間にインポートまたはエクスポートを実行するようにスケジュール設定する場合、リテンション ポリシーを設定
する必要があります。特定の数または無制限の複数の仮想マシンを保有するようにリテンション ポリシーが設定されてい
る場合は、ターゲット仮想マシン名がテンプレートとして使用されます。新しい仮想マシン名は、名前にタイム スタンプ
が付加されたものになります。仮想マシン名は、最大 80 文字です。ただし、タイムスタンプによって名前が制限を超過
する場合があるので、60 文字以下にすることを推奨します。

仮想マシンのバックアップ イメージのリテンション ポリシー

クローン作成した仮想マシンはいくつでも保持しておくことができます。たとえば、ディスク容量が問題ではない場合、

特にバックアップを （月 1 回など） たまにしか実行しないようにスケジュール設定している場合は、すべてのバックアッ
プ仮想マシンを保持しておくといいでしょう。

リテンション ポリシーには、次のいずれかの条件を設定できます。

n タスクを実行するごとに、1 台の仮想マシンを上書きする。

n 実行ごとに仮想マシンを作成し、保持しておく以前のイメージの数を入力する。

n 実行ごとに仮想マシンを作成し、すべてのイメージを保持する。

使用可能な選択肢は、タスクを実行する頻度に依存します。たとえば、タスクを 1 回しか実行しない場合は、ターゲット
仮想マシンの上書きを選択できます。

変換タスクを実行するたびに、あるターゲット仮想マシンを上書きするようにスケジュール設定する場合、次のアクショ

ンが実行されます。

n クローン作成が成功したら、古い仮想マシンは一意の名前に変更されます。

n 新しい仮想マシンの名前は、ターゲット名に変更されます。

n 古い仮想マシンは削除されます。

第 1 章 VMware vCenter Converter の概要
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変換の影響を受けるシステム設定

vCenter Converter が作成する VMware 仮想マシンには、ソース物理マシン、仮想マシン、またはシステム イメージの
ディスク状態の正確なコピーが格納されます。ハードウェア依存の一部のドライバはこの動作の例外で、マッピングされ

たドライブ レターも場合により例外になることがあります。

次のソース コンピュータ設定は、同じままになります。

n オペレーティング システムの構成 （コンピュータ名、セキュリティ ID、ユーザー アカウント、プロファイル、環境
設定など）

n アプリケーションおよびデータ ファイル

n 各ディスク パーティションのボリューム シリアル番号

ターゲットと、ソース仮想マシンまたはシステム イメージは、同じ ID （名前、SID など） を持つので、それらを同じ
ネット上で実行すると、競合が発生することがあります。ソース仮想マシンまたはシステム イメージを再配置するには、
ソースとターゲットのイメージまたは仮想マシンを同時に同じネットワーク上で実行しないようにしてください。

たとえば、最初に元の Virtual PC マシンを解放しないで Virtual PC 仮想マシンを VMware 仮想マシンとして実行できる
かどうかをテストするために vCenter Converter を使用する場合は、先に重複 ID の問題を解決する必要があります。こ
の問題は、インポート、エクスポート、または再構成の各ウィザードで仮想マシンをカスタマイズすることで解決できます。

仮想ハードウェアに対する変更

ほとんどのアプリケーションは、VMware 仮想マシン上で正しく動作します。これは、構成ファイルとデータ ファイル
がソース仮想マシン上と同じ場所にあるからです。ただし、アプリケーションがシリアル番号やデバイスのメーカーなど、

基礎となるハードウェア固有の特性に依存する場合は、動作しないことがあります。

仮想マシンを移行後にトラブルシューティングする場合は、表 1-3 でハードウェアの変更の可能性に注意してください。

表 1-3.  仮想マシン移行後のハードウェアの変更

ハードウェア 動作

CPU のモデルおよびシリアル番号 アクティベートされると、異なる場合があります。これらは、VMware 仮想マシンをホス
トしている物理コンピュータに対応します。

イーサネット アダプタ 異なる場合があり （AMD PCNet または VMXnet）、MAC アドレスも異なります。各イン
ターフェイスの IP アドレスを個別に再構成する必要があります。

グラフィック カード 異なる場合があります （VMware SVGA カード）。

ディスクとパーティション ディスクとパーティションの数が同じでも、モデルとメーカー文字列がディスク デバイス
ごとに異なる場合があります。

プライマリ ディスク コントローラ ソース マシンと異なる場合があります。

アプリケーション 仮想マシン内で利用できないデバイスに依存するアプリケーションは、動作しないことがあ

ります。

vCenter Converter のログ ファイルの収集

vCenter Converter のログ ファイルには、vCenter Converter 環境でのアクティビティに関する情報が格納されています。
当社のテクニカル サポートは、vCenter Converter で発生した問題の解決に役立てるために、ファイルの提供をお願い
することがあります。

ウィザードの各ページにある  [ログ情報]  ボタンでは、ページが拡張されて一時ログ ファイルの場所が表示されます。ログ
ファイルは、必要なときにすぐに入手してください。

vSphere 環境内のその他のログ情報の収集については、vSphere 4.0 のドキュメントを参照してください。

vCenter Converter 管理ガイド
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システム要件 2
ここでは、vCenter Converter および vCenter Converter Client を使用するための要件について説明します。vCenter
Converter のコンポーネントが動作するシステム間の、互換性と相互運用性についても説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

n オペレーティング システムの互換性とインストール ファイル サイズの要件 (P. 17)

n Windows オペレーティング システムでのリモート ホット クローニングの一般的要件 (P. 19)

n インポート用にサポートされるソース (P. 20)

n エクスポート用にサポートされるターゲット (P. 22)

n 変換の TCP/IP ポート要件 (P. 22)

オペレーティング システムの互換性とインストール ファイル サイズの要件

vCenter Converter は、さまざまなプラットフォームへのインストールをサポートしています。インストール容量の要件は、
インストールする vCenter Converter コンポーネントによって異なります。

vCenter Converter は vCenter Server 4.0 に接続されている必要があります。vCenter Converter の一部としてインス
トールされた各 vCenter Converter Server は 1 台の vCenter Server のみに関連付けられる必要があります。

vCenter Converter は、vCenter Server と同じコンピュータにインストールすることも、vCenter Server にアクセス
可能な別のコンピュータにインストールすることもできます。

vCenter Converter は、次の Microsoft Windows オペレーティング システムにインストールできます。

n Windows Server 2000 SP4 （Update Rollup 1）

n Windows Server 2003 SP2 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Server 2003 R2 SP2 （32 ビットおよび 64 ビット）

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

n Windows Vista SP1 （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows XP Professional SP3 （32 ビットおよび 64 ビット）

vCenter Converter CLI は Linux コンピュータにインストールできます。

インストール容量要件

インストール時には、インストールする vCenter Converter コンポーネントを選択できます。コンポーネントごとに、
インストールのためのディスク容量要件が異なります。

表 2-1 に、vCenter Converter とそのコンポーネントのインストールのためのディスク容量要件を示します。
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表 2-1.  インストール容量要件

インストールするコンポーネント サイズ

インストーラ 43MB

vCenter Converter Server ファイル 74MB

vCenter Converter CLI ファイル 36MB

vCenter Converter Agent ファイル 37MB

サポートされているオペレーティング システム

vCenter Converter Server をインストールしたオペレーティング システムによって、インポート、エクスポート、およ
び再構成できる仮想マシンとサードパーティ イメージが決まります。

表 2-2 に、オペレーティング システムの互換性情報を示します。

表 2-2.  仮想マシンとサードパーティ イメージをインポート、エクスポート、および再構成するためのオペレーティング
システムの互換性

vCenter Converter
Server がインストール

されているオペレーティ

ング システム

互換性を持つソース仮想マシンまたはサードパーティ イメージのオペレーティング システム

Windows NT
Windows
2000 Windows XP

Windows
2003 Windows Vista Windows 2008

Windows 2000 ○ ○       

Windows XP ○ ○ ○ ○ ○ ○

Windows 2003 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Windows Vista ○ ○ ○ ○ ○ ○

Windows 2008 ○ ○ ○ ○ ○ ○

vCenter Converter Client の要件

vCenter Converter Client は、vSphere Client のプラグインとしてインストールされます。クライアントからインポート、
エクスポート、再構成の各ウィザードにアクセスすることで、移行を設定できます。

vCenter Converter Client は、次の Microsoft Windows オペレーティング システムにインストールできます。

n Windows 2000 Pro SP4

n Windows Server 2000 SP4 （Update Rollup 1）

n Windows Server 2003 SP2

n Windows Server 2003 R2 SP2

n Windows Server 2008

n Windows Vista Business

n Windows Vista Enterprise

n Windows XP Professional SP3

表 2-3 に、クライアント インストールの容量要件を示します。

表 2-3.  VMware Converter Client インストールの容量要件

インストールするコンポーネント サイズ

インストーラ 21MB

vCenter Converter Client ファイル 48MB

vCenter Converter 管理ガイド
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ホット クローニングおよびコールド クローニングのメモリ要件

実行するクローン作成のタイプによって、メモリ要件は異なります。

ホット クローニングを実行する場合、vCenter Converter ではソース物理マシンに 350MB の空き容量が必要です。

VMware vCenter Converter Boot CD によるコールド クローニングでは、ソース物理マシンが 表 2-4 に示したメモリ
要件も満たしている必要があります。

VMware vCenter Converter Boot CD を実行するためには、ソース物理マシンに 264MB のメモリが必要です。推奨メ
モリは 364MB です。

表 2-4.  Boot CD によるコールド クローニングのメモリ要件

ソース物理マシンのメモリ Boot CD のコールド クローニング機能

264MB 未満 コールド クローニングを実行できません。

264MB 以上、296MB 未満 コールド クローニングを実行できますが、RAM ディスクは使用でき
ません。

296MB 以上、364MB 未満 RAM ディスクを使用してコールド クローニングできますが、ネット
ワーク共有の使用を推奨します。RAM ディスクのサイズは
m - 264MB
です。

364MB 以上 RAM ディスクを使用してコールド クローニングを実行できます。RAM
ディスクのサイズは

m - 264MB
ですが、最大 124MB です。

Windows オペレーティング システムでのリモート ホット クローニングの一般
的要件

権限やネットワーク アクセスに関連する問題を回避するために、簡易ファイルの共有をオフにし、ファイルとプリンタの
共有が Windows のファイアウォールによってブロックされないようにしてください。また、ファイルとプリンタの共有
ポートにアクセスするには、ファイアウォールが許可する IP アドレスのスコープを変更しなければならない場合があります。

次の場合は、受信したファイルの共有接続を許可する必要があります。

n マシンを使用してスタンドアローン イメージをホスティングする

n スタンドアローン ターゲットとしてマシンを使用する

n マシンをリモートでホット クローニングする

ファイルとプリンタの共有が Windows ファイアウォールでブロックされないことの確認

vCenter Converter がリモート Windows XP マシンへの接続に失敗し、ユーザー名またはパスワードが不正です というエラー
メッセージが表示された場合は、ファイルとプリンタの共有が Windows ファイアウォールによってブロックされていな
いことを確認してください。

手順

1 [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  -  [Windows ファイアウォール]  を選択します。

2 [例外]  タブをクリックし、 [ファイルとプリンタの共有]  が選択されていることを確認します。

3 サードパーティ製のファイアウォールが使用されている場合は、TCP ポート 139 および 445 と、UDP ポート 137
および 138 へのアクセスを許可します。
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次に進む前に

ファイルとプリンタの共有に関するトラブルシューティング情報については、Microsoft TechNet Web サイトで検索し
てください。

その他の Windows システムでのファイルとプリンタの共有の設定方法については、使用しているシステムのドキュメン
トを参照してください。

Windows XP Professional での簡易ファイルの共有の停止

ユーザーごとに権限を個別に制御するには、簡易ファイルの共有をオフにする必要があります。

簡易ファイルの共有をオフにしても、共有ドキュメント機能はオフになりません。フォルダのプロパティにある簡易ファ

イルの共有インターフェイスを使用すると、共有およびファイルのアクセス権を構成できます。

ワークグループに参加している Windows XP Professional オペレーティング システムでは、簡易ファイルの共有 UI が
デフォルトでオンになっています。ドメインに参加している Windows XP Professional オペレーティング システムでは、
従来のファイル共有とセキュリティ インターフェイスのみが使用されます。

手順

1 [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  -  [フォルダ オプション]  を選択します。

2 [表示]  タブをクリックし、 [簡易ファイルの共有を使用する （推奨）]  を選択します。

次に進む前に

簡易ファイルの共有のオンまたはオフに関する詳細については、Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

インポート用にサポートされるソース

vCenter Converter では、物理マシン、仮想マシン、およびシステム イメージを、vCenter Server が管理する仮想マシ
ンにインポートできます。

インポート用にサポートされる物理マシン

インポートする物理マシンには、vCenter Converter がサポートするオペレーティング システムが必要です。

vCenter Converter は、次のいずれかのオペレーティング システムを実行する物理マシンをインポートできます。

n Windows NT 4 Workstation/Server SP4 以降 （コールド クローニングのみ）

n Windows 2000 Professional、Server、Advanced

n Windows XP Home （コールド クローニングのみ）

n Windows XP Professional （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Server 2003 Standard、Web、Enterprise （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Vista （32 ビットおよび 64 ビット）

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

Windows NT 4 Workstation または Server SP4 以降は、vCenter Converter Boot CD によるコールド クローニング
のみがサポートされています。

インポート用にサポートされる仮想マシン

vCenter Converter は、VMware および Windows 仮想マシンをインポートできます。

vCenter Converter は、次の製品で作成された仮想マシンとシステム イメージのインポートをサポートしています。

n ESX 4.0/ESXi 4.0、ESX 3.x/ESXi 3.x

n vCenter Server 4.0 で管理される ESX 4.0/ESXi 4.0、ESX 3.x/ESXi 3.x、および ESX Server 2.5

vCenter Converter 管理ガイド
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n VirtualCenter 2.x で管理される ESX 3.x/ESXi 3.x および ESX Server 2.5

n VMware Workstation 4.5.x、5.x、6.x

n VMware Player 1.x、2.x

n VMware Server 1.0、2.0

n VMware ACE 1.x、2.x

n VMware Fusion 1.x

n Microsoft Virtual PC 2004 以降

n Virtual Server 2005 R2 以降 （.vmc）

n Windows Server 2008 Hyper-V （物理コンピュータとしてインポートすること）

サポートされる仮想マシンの要件

仮想マシンのインポートを開始する前に、インポートするマシン タイプの要件を確認してください。

仮想マシンのインポートには次の要件があります。

n インポートする前に、仮想マシンがパワーオフされている必要があります。サスペンド状態の仮想マシンはインポー

トできません。

n Macintosh 版の Virtual PC の仮想マシンはサポートされません。

n ホスト型仮想マシン （VMware Workstation、VMware Player、VMware Server、VMware ACE、VMware
Fusion） およびシステム イメージをインポートできるのは、ネットワーク マウントされアクセス可能な共有の場所
に格納されている場合のみです。

n Virtual PC または Virtual Server の仮想マシンのオペレーティング システムは、vCenter Server 4.0 でサポートされる
Windows ゲスト OS に限られます。サポートされるオペレーティング システムのリストについては、『ゲスト OS
インストール ガイド』 を参照してください。

vCenter Converter がクローン作成をサポートしている Virtual PC および Virtual Server の仮想マシンは、Windows
NT 4.0 以前のほとんどの Windows オペレーティング システムのマシンのみです。初期の Windows オペレーティング
システムを持つマシンの構成はサポートしていません。

n ゲスト OS が Windows 以外 （Linux、DOS など） の Virtual PC および Virtual Server の仮想マシンは、vCenter
Converter と互換性がありません。vCenter Server 4.0 がサポートするゲスト OS であっても同じです。

n Virtual PC のイメージをインポートするには、vCenter Converter をインストールした Windows システムに
Microsoft XML Core Services （MSXML） 2.6、3、または 4 がインストールされている必要があります。

インポート用にサポートされるシステム イメージ

vCenter Converter は、Norton Ghost、Symantec LiveState、Symantec Backup Exec System Recovery、
StorageCraft ShadowProtect、Acronis True Image、および VCB によるシステム イメージのインポートをサポート
しています。

インポート処理を開始する前に、Shadow Protect および Symantec Backup Exec System Recovery のイメージに対
する制限事項を確認してください。

vCenter Converter は、次のソースからシステム イメージをインポートできます。

n Norton Ghost 9.0、10.0、12.0

n Symantec LiveState 3.0、6.0

n Symantec Backup Exec System Recovery 6.5、7.0 （.sv2i）

n StorageCraft ShadowProtect （.spf）
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n Acronis True Image 9、10 （.tib）

n VCB のフル バックアップ イメージ

vCenter Converter は ShadowProtect および Symantec Backup Exec System Recovery のイメージを変換できます
が、次の制限があります。

n ダイナミック ディスクはサポートされません。

n マシンのバックアップ用のすべてのイメージが 1 つのフォルダに格納され、その他のイメージがそのフォルダに格納
されていてはいけません。

n ボリュームベースのクローン作成では、アクティブ ボリュームおよびシステム ボリュームまでを含む、ディスク上
のすべてのボリュームをバックアップする必要があります。たとえば、ディスクに 1 ～ 4 の 4 つのパーティション
があり、パーティション 2 がアクティブ ボリュームで、パーティション 3 がシステム ボリュームの場合、バック
アップには 1 ～ 3 が含まれている必要があります。

n イメージが増分になっている場合は、最大 16 の増分バックアップがサポートされます。

n 論理ドライブがシステム ボリュームまたはアクティブ ボリュームにもなっている場合、論理ドライブを持つシステム
イメージはサポートされません （ShadowProtect のみ）。

エクスポート用にサポートされるターゲット

vCenter Converter では、vCenter Server で管理される仮想マシンを、ほかのホスト型または管理型の VMware マシ
ンにエクスポートできます。

vCenter Converter は、vCenter Server で管理される仮想マシンを次のターゲットにエクスポートできます。

n ESX 4.0/ESXi 4.0、ESX 3.x/ESXi 3.x

n vCenter Server 4.0 で管理される ESX 4.0/ESXi 4.0、ESX 3.x/ESXi 3.x、および ESX Server 2.5

n VirtualCenter 2.x で管理される ESX 3.x/ESXi 3.x および ESX Server 2.5

n VirtualCenter 2.x で管理される VMware ESX Server 2.5 および ESX Server 2.5

n VMware Workstation 4.5.x、5.x、6.x

n VMware Player 1.x、2.x

n VMware Server 1.0

n VMware ACE 1.x、2.x

n VMware Fusion 1.x

ホスト型の仮想マシン （VMware Workstation、VMware Player、VMware Server、VMware ACE、および VMware
Fusion） は、ネットワーク マウントされアクセス可能な共有の場所にエクスポートする必要があります。

変換の TCP/IP ポート要件

変換を行うためには、vCenter Converter Server および Client が相互に、リモート物理マシンに、または vCenter Server
に、データを送信できる必要があります。また、ソースとターゲットのホストが相互にデータを受信する必要があります。

この通信のため、指定ポートが予約されています。

表 2-5 に、vCenter Converter が変換処理で使用するポートのリストを示します。

表 2-5.  vCenter Converter で必要なポート

通信パス ポート

vCenter Converter Server からリモート物理マシン TCP： 445、139 UDP： 137、138

vCenter Converter Server から vCenter Server 443

vCenter Converter Client から vCenter Converter Server 443

vCenter Converter 管理ガイド
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表 2-5.  vCenter Converter で必要なポート (続き)

通信パス ポート

物理マシンから vCenter Server 443

物理マシンから ESX/ESXi 902
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VMware vCenter Converter のインストー
ルおよびアンインストール 3

ここでは、vCenter Converter および vCenter Converter Client をインストールおよびアンインストールする基本的な
ステップについて説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter のインストール (P. 25)

n vCenter Converter の変更、修復、または削除 (P. 27)

n vCenter Converter のアンインストール (P. 27)

n vCenter Converter Client のインストール (P. 28)

n vCenter Converter Client の有効化または無効化 (P. 28)

n vCenter Converter Client インストーラによる vCenter Converter Client の修復またはアンインストール (P. 29)

n Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティによる vCenter Converter Client のアンインストール (P. 29)

vCenter Converter のインストール

vCenter Server インストーラまたは vCenter Converter インストーラを使用すると、vCenter Server 4.0 環境に vCenter
Converter 機能を追加できます。

vCenter Converter CLI は複数のマシンにインストールし、対応する vCenter Converter Server で vCenter Server に
アクセスできます。vCenter Converter CLI は、vCenter Converter Server と同じマシンにでも別のマシンにでもイン
ストールできます。「Linux コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行 (P. 72)」 を参照してく
ださい。

開始する前に

ここでは、vCenter Converter インストーラを使用してインストールするプロセスについて説明します。vCenter Server
インストール処理の一部として vCenter Converter プラグインをインストールするプロセスについては、『vSphere イ
ンストール ガイド』 で説明します。

vCenter Converter をインストールする前に、次の項目を確認してください。

n ハードウェアが vCenter Converter のシステム要件を満たしていることを確認します。「オペレーティング システ
ムの互換性とインストール ファイル サイズの要件 (P. 17)」 を参照してください。

n vCenter Converter は vCenter Server 4.0 に接続されている必要があります。vCenter Server がパワーオンされ
ていること、およびインストール処理中に入力するログイン認証情報があることを確認してください。
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手順

1 VMware-Converter.exe ファイルをダブルクリックし、 [次へ]  をクリックします。

[変更] 、 [修復] 、または  [削除]  の項目があるダイアログ ボックスが表示されると、インストーラが以前の vCenter
Converter のインストールを検出しています。

2 エンドユーザー使用許諾契約書ページで、 [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。

3 インストール先フォルダ ページで、vCenter Converter のインストール場所のフォルダを選択し、 [次へ]  をクリッ
クします。

デフォルトの場所は、C:¥Program Files¥VMware¥Infrastructure¥Converter  です。別の場所にインス
トールするには、 [変更]  をクリックして、新しい場所を参照します。

4 インストールのタイプを選択して、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

標準 vCenter Converter Server および vCenter Converter CLI をインストールします。

カスタム vCenter Converter Server、vCenter Converter CLI、または vCenter Converter
Agent を選択してインストールします。

 
vCenter Converter Server を選択していない場合は、インストール完了ページが表示されたときに、 [終了]  をク
リックします。

5 接続先の vCenter Server のホスト名または IP アドレス、およびポート番号を入力します。

デフォルト ポート （443） をすでに使用中の場合は、別のポートを入力します。

vCenter Converter Server の各インストールには、1 つの vCenter Server のみを関連付ける必要があります。

6 vCenter Server の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。

7 vSphere Client の Web サービス ポートを入力するか、デフォルトのポートを使用し、 [次へ]  をクリックします。

n HTTPS （デフォルトは 443）

n HTTP （デフォルトは 80）

n SOAP （デフォルトは 9085）

n Web （デフォルトは 9086）

これらのポートにより、vCenter Converter コンポーネント間の通信が可能になります。デフォルトのポートがす
でに使用中の場合は、別のポートを入力します。

8 ネットワーク上の vCenter Converter Server を識別するホスト名、IP アドレス、または DNS 名を入力し、 [次へ]
をクリックします。

9 プログラムのインストール準備ページで、 [インストール]  をクリックします。

インストール中に  [キャンセル]  をクリックすると、インストールされたファイルが削除され、オペレーティング シ
ステムが元の状態に戻ります。

10 インストール完了ページが表示されたら、 [終了]  をクリックします。

vCenter Converter がインストールされ、vSphere プラグイン マネージャの使用可能なプラグイン リストに vCenter
Converter Client が表示されます。

次に進む前に

これで vCenter Converter Client をインストールできます。「vCenter Converter Client のインストール (P. 28)」
を参照してください。

Windows 2000 で vCenter Converter Agent をインストールした場合は、Windows からシステムを再起動するよう
求められます。

vCenter Converter 管理ガイド
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vCenter Converter の変更、修復、または削除

VMware vCenter Converter インストーラ ウィザードでは、vCenter Converter のインストール済みコンポーネントの
変更、損傷したコンポーネントの確認と再インストール、または vCenter Converter のアンインストールができます。

手順

1 vCenter Converter インストーラを起動するには、インストーラ ファイルが格納されているフォルダに移動し、
VMware-converter-4.1.0-<xxxxx>.exe ファイルをダブルクリックします。

この例では、<xxxxx> はビルド番号です。このファイルは、アプリケーション CD にあります。またはインストー
ラをダウンロードしたローカル ディレクトリにあります。

2 [次へ]  をクリックします。

3 プログラムのメンテナンス ページで、オプションを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

変更 インストール済みの vCenter Converter コンポーネントを変更します。このオプショ
ンを選択すると、ウィザードのカスタム セットアップ ページが表示され、変更を行
えます。

修復 損傷した vCenter Converter コンポーネントがあるか確認し、あれば再インストー
ルします。

削除 vCenter Converter をアンインストールします。
 

4 [削除]  をクリックします。

プログラムの削除ページで、vCenter Converter によって作成される、関連するすべてのファイルおよびレジストリ
エントリを削除できます。

または、vCenter Converter を変更または修復している場合は、プログラムの変更準備ページまたはプログラムの
修復準備ページが表示され、ファイルの削除に関しては表示されません。

次に進む前に

変更または修復が完了したあと、vCenter Converter を使用する前にシステムを再起動しなければならない場合があります。

vCenter Converter のアンインストール

アップデート インストール中に vCenter Converter のアンインストールを求められた場合は、Windows のコントロール
パネルにあるプログラムの追加と削除ユーティリティを使用して vCenter Converter のコンポーネントをアンインストー
ルできます。

アンインストールできるコンポーネントは一度に 1 つだけです。

手順

1 vCenter Converter がインストールされている Windows コンピュータに管理者としてログインします。

2 [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。

3 vCenter Converter コンポーネントを選択し、 [削除]  をクリックします。

4 [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、 [完了]  をクリックします。

vCenter Converter とそのコンポーネントがアンインストールされます。

次に進む前に

これで、vCenter Converter のコンポーネントをアップデートする準備ができました。
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vCenter Converter Client のインストール

vCenter Converter Server をインストールし、vCenter Server に登録すると、vCenter Converter Client を vCenter
Server クライアントで使用できるようになります。vCenter Converter のインポート、エクスポート、および再構成の
各ウィザードにアクセスでき、クライアントを通じて変換タスクを管理できます。

開始する前に

vCenter Converter Client をインストールする前に、ハードウェアが vCenter Converter Client のシステム要件を満た
していることを確認してください。「vCenter Converter Client の要件 (P. 18)」 を参照してください。

手順

1 vSphere Client を開始し、vCenter Converter に関連付けられている vCenter Server に接続します。

関連する vCenter Server は、vCenter Converter をインストールしたときに指定しています。

2 [プラグイン]  -  [プラグインを管理]  を選択します。

3 [使用可能なプラグイン]  リストで  [VMware vCenter Converter]  を選択し、 [ダウンロードとインストール]  をク
リックします。

4 インストールの完了後、そのモジュールが  [インストールされたプラグイン]  リストに表示され、有効になっている
ことを確認してください。

これで、vCenter Converter のウィザードにアクセスして、vCenter Server 環境で移行を実行できます。

vCenter Converter Client の有効化または無効化

vCenter Converter Client モジュールを vSphere 環境で使用できるようにするには、プラグイン マネージャを使用して
モジュールを有効にする必要があります。vCenter Converter Client を有効にしたあとは、プラグイン マネージャを使
用して無効にすることもできます。

プラグインは、無効にしてもアンインストールはされません。無効にすると、使用中の vSphere Client に vCenter
Converter Client が提供する機能がオフにされます。プラグインは、インストールするとデフォルトで有効になります。

手順

1 vSphere Client で、 [プラグイン]  -  [プラグインを管理]  を選択します。

2 [インストール済み]  タブをクリックし、 [Vmware vCenter Converter]  を右クリックして、 [有効化]  または  [無効化]
を選択します。

vCenter Converter Client は、有効にすると vSphere Client インターフェイスでアクセスできるようになります。
vCenter Converter オンライン ヘルプ には、 [ヘルプ]  メニューからアクセスできます。

次に進む前に

これで、vCenter Converter のウィザードを使用して変換タスクを開始できます。

vCenter Converter 管理ガイド

28  VMware, Inc.



vCenter Converter Client インストーラによる vCenter Converter Client の修復
またはアンインストール

vCenter Converter Client を有効にしたり、実行したりすることができない場合、vCenter Converter Client を修復ま
たはアンインストールする必要がある場合があります。VMware vCenter Converter Client インストーラを使用して、
vCenter Converter Client をアンインストールできます。このインストーラで、vCenter Converter Client の修復もで
きます。

手順

1 VMware vCenter Converter Client インストーラを起動するには、インストーラ ファイルが格納されているフォル
ダに移動し、VMware Converter Client.exe ファイルをダブルクリックします。

デフォルトの場所は、C:¥Program Files¥VMware¥Infrastructure¥Converter Enterprise¥docroot
¥vmc です。

2 [次へ]  をクリックします。

3 プログラムのメンテナンス ページで、オプションを選択し、 [次へ]  をクリックします。

オプション 説明

修復 損傷した vCenter Converter Client コンポーネントを確認し、再インストールします。

削除 vCenter Converter Client をアンインストールします。
 

4 プログラムの削除ページで、 [削除]  をクリックし、vCenter Converter Client によって作成される、関連するすべ
てのファイルおよびレジストリ エントリを削除します。

または、vCenter Converter Client を修復している場合は、プログラムの修復準備ページが表示され、ファイルの
削除に関しては表示されません。

次に進む前に

vCenter Converter Client を修復したあと、プラグインを使用する前にシステムを再起動しなければならない場合があ
ります。

Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティによる vCenter Converter
Client のアンインストール

vCenter Server 環境または vSphere Client 環境をアップグレードするときに vCenter  Converter Client をアンイン
ストールする必要がある場合があります。Windows のコントロール パネルにあるプログラムの追加と削除ユーティリ
ティを使用して、vCenter Converter Client をアンインストールできます。

手順

1 vCenter Converter Client がインストールされている Windows コンピュータに管理者としてログインします。

2 [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。

3 [VMware vCenter Converter Client]  を選択し、 [削除]  をクリックします。

4 [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、 [完了]  をクリックします。

vCenter Converter Client がアンインストールされます。

次に進む前に

これで、vCenter Converter Client をアップグレードする準備ができました。
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マシンのインポート 4
vCenter Converter では、vCenter Server が管理する仮想マシンに、物理マシン、仮想マシン、およびシステム イメー
ジをインポートできます。

実行中でない物理マシンをインポートするには、スタンドアローンの vCenter Converter アプリケーションとともに使
用できる VMware vCenter Converter Boot CD を使用します。

次のリストに、インポート タスクを作成する手順と、関連する概念を示します。

1 変換処理の準備 (P. 32)

仮想マシンの作成を開始する前に、変換するマシンのタイプ、および新しい仮想マシンのターゲットを決定する必

要があります。

2 ボリュームごとに別々のディスクの作成 (P. 32)

ストレージ管理を容易にするために、アクティブ ボリュームとシステム ボリューム以外のすべてのボリュームを
別々のディスクに移行できます。アクティブ ボリュームとシステム ボリュームは、同じディスク上にある場合は区
分されません。

3 インポート ウィザードの起動 (P. 33)

vCenter Converter のインポート ウィザードを使用して、ソース マシンとターゲット マシンについての情報を入
力し、変換のタスク パラメータを選択します。ウィザードは操作する際の状況によって内容が異なります。インポート
タスクを開始するには、ウィザードのステップを完了する必要があります。

4 ソースの選択 (P. 34)

vCenter Converter には、ソース マシン タイプのオプションがいくつかあり、それらのオプションを使用して仮
想マシンを作成できます。

5 新しい仮想マシンのターゲットの選択 (P. 38)

仮想マシンをインポートして、vCenter Server が管理する ESX/ESXi ホストで実行できます。

6 新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ (P. 39)

仮想マシンの作成および構成後は、仮想マシンのゲスト OS の ID とネットワーク設定をカスタマイズし、対象環境
内ですぐに稼動できるようにします。

7 インポート タスクのスケジュール設定 (P. 42)

インポート ウィザードのタスクのスケジュール設定ページでは、タスクをただちに実行するよう設定することも、
後日実行するようスケジュール設定することもできます。タスクの実行頻度を設定したり、仮想マシンのリテンション

ポリシーを選択したりすることもできます。

8 インポート タスクの完了 (P. 43)

ウィザードの設定が完了しましたページで、選択した内容を確認したら、変換タスクを実行できます。
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変換処理の準備

仮想マシンの作成を開始する前に、変換するマシンのタイプ、および新しい仮想マシンのターゲットを決定する必要があ

ります。

表 4-1.  ソースおよびターゲットのオプション

変換オブジェクト オプション

ソース n 物理コンピュータ

n VMware vSphere 仮想マシン （ESX/ESXi）
n スタンドアローン仮想マシン

ターゲット n ESX/ESXi
n vCenter Server が管理する ESX/ESXi
n VMware スタンドアローン仮想マシン

スタンドアローン仮想マシンには、VMware Workstation、VMware Server、Microsoft Virtual PC、および Microsoft
Virtual Server が含まれます。バックアップ イメージには、VCB、Acronis True Image 9、Symantec Backup Exec
System Recovery （以前の LiveState Recovery） 6.5 と 7.0、LiveState Recovery 3.0 と 6.0、および Norton Ghost 9、
10、12 （.sv2i のみ） が含まれます。

ディスク変換のタイプは、ソースとターゲットのマシンに応じて選択できます。

サイズ変更せずにすべての

ディスクを変換

変更なしにすべてのディスクを変換します。変換する仮想マシンに Linux ゲスト OS
が搭載されている場合は、このオプションしか選択できません。

ボリュームを選択してサイズ

変更し、スペースを増減

特定のサイズを入力できます。

ボリュームごとに別々のディ

スクを作成します

ボリュームごとに別々のディスクを作成します（アクティブ ボリュームとシステム ボ
リュームは、同じディスク上にある場合は区分されません）。作成後、個別のデータス

トア間でディスクを移行できます。

ボリュームごとに別々のディスクの作成

ストレージ管理を容易にするために、アクティブ ボリュームとシステム ボリューム以外のすべてのボリュームを別々の
ディスクに移行できます。アクティブ ボリュームとシステム ボリュームは、同じディスク上にある場合は区分されません。

個々のボリュームを対応する仮想ディスクに変換し、個々のディスクを個別のデータストアに配置すると、ストレージ制

限をより直接的に制御できます。

個別のディスクは、どのソース マシンの場合でも作成できます。ターゲットは、vSphere Client ターゲット （ESX/ESXi
または vCenter Server が管理する ESX/ESXi のインスタンス） またはホストされているターゲット （Workstation） です。
ホストされているターゲットの場合、すべてのディスクが同じ場所に格納されます。

[ボリュームごとに別々のディスクを作成します]  を選択すると、ソース データ ページに表示されるボリュームの順序で、
新しいディスクが詳細データストア ページに表示されます。アクティブ ディスクとシステム ディスクは、常に先頭に表
示され、元の構成に応じて同じディスクまたは別々のディスクに配置できます。ボリュームを割り当てる新しいディスク

を確認するには、ソース データ ページの各ディスクの新しいサイズと、詳細データストア ページのディスク サイズとを
比較します。

手順

1 ソース データ ページで、変換するボリュームを選択し、そのサイズを指定します。

2 [ボリュームごとに別々のディスクを作成します]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 vCenter Server の IP アドレス、または仮想マシンを格納するホストの IP アドレスを入力します。

4 管理者としてログインし、管理者パスワードを入力して、 [次へ]  をクリックします。
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5 新しい仮想マシンの名前を入力し、その仮想マシンのフォルダの場所を選択して、 [次へ]  をクリックします。

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

7 各ディスクを格納する適切なデータストアを選択し、 [次へ]  をクリックします。

選択したボリュームが適切なターゲット仮想ディスクに保存されます。

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。

インポート ウィザードの起動

vCenter Converter のインポート ウィザードを使用して、ソース マシンとターゲット マシンについての情報を入力し、
変換のタスク パラメータを選択します。ウィザードは操作する際の状況によって内容が異なります。インポート タスク
を開始するには、ウィザードのステップを完了する必要があります。

ウィザードを起動した場所によって、指定する必要がある情報に違いがあります。

手順

1 [スタート]  -  [すべてのプログラム]  -  [VMware]  -  [VMware vSphere Client]  を選択します。

2 vCenter Converter に関連付けられた vCenter Server のホスト名または IP アドレスを入力します。

3 適切な Windows ドメインのユーザー名とパスワードを入力し、 [ログイン]  をクリックします。

4 インポート ウィザードは、次の複数の方法で起動できます。

n vSphere Client のメイン メニューで、 [インベントリ]  を選択し、 [ホスト] 、 [クラスタ] 、または  [リソース
プール]  を選択してから、 [マシンのインポート]  を選択します。

n インベントリの  [ホストおよびクラスタ]  ビューで、ホスト、クラスタ、またはリソース プールを右クリックし、
[マシンのインポート]  を選択します。

n インベントリの  [仮想マシンおよびテンプレート]  ビューで、フォルダを右クリックし、 [マシンのインポート]
を選択します。

n [スケジュール設定タスク]  ビューで、 [ファイル]  -  [新規]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択します。ドロッ
プダウン メニューで、 [マシンのインポート]  を選択します。

インポート ウィザードが開きます。ウィザードを完了して、タスク リストに変換タスクを追加します。

次に進む前に

これで、インポート処理を開始する準備ができました。
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ソースの選択

vCenter Converter には、ソース マシン タイプのオプションがいくつかあり、それらのオプションを使用して仮想マシ
ンを作成できます。

次のソース タイプを選択できます。

物理コンピュータ リモート アクセス可能で管理者権限のあるコンピュータがネットワーク上にある場合、
変換します。

vSphere 仮想マシン ESX/ESXi がホストする仮想マシン、または vCenter Server が管理する ESX/ESXi 仮
想マシンを変換します。

その他 VMware Workstation、VMware Server、VCB イメージ、サードパーティの仮想マ
シンまたはディスク イメージなど、スタンドアローン仮想マシンまたはバックアップ
イメージを変換します。

インポートがサポートされているソースのタイプは次のとおりです。

n 物理マシン ソースの選択 (P. 34)

リモート物理マシンを変換のソースとして選択できます。

n ESX/ESXi または vCenter Server 仮想マシン ソースの選択 (P. 35)

ESX/ESXi または vCenter Server 仮想マシンを変換のソースとして選択できます。

n スタンドアローン仮想マシン、バックアップ イメージ、またはディスク イメージ ソースの選択 (P. 36)

VMware Workstation などのスタンドアローン仮想マシンをインポートするか、サードパーティのバックアップ
またはディスク イメージを仮想マシンに変換することができます。

n VCB イメージ ソースの選択 (P. 38)

VCB バックアップ イメージを変換のソースとして選択できます。

物理マシン ソースの選択

リモート物理マシンを変換のソースとして選択できます。

開始する前に

変換のマシン ソースを選択するには、次の条件が満たされていなければなりません。

n リモート マシンがパワーオンされていること。

n マシンに対する管理者権限があること。

手順

1 vCenter Converter のインポート ウィザードのソース ページで、 [次へ]  をクリックして、ソース タイプ ページに
移動します。

2 ドロップダウン メニューから  [物理コンピュータ]  を選択して、 [次へ]  をクリックします。

3 インポートするリモート物理マシンのホスト名または IP アドレスを入力するか、ドロップダウン メニューからマシ
ンを選択します。

4 指定したマシンのドメイン、ユーザー名、およびパスワードを入力して、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter で、リモート マシンに vCenter Converter Agent をインストールする必要がある場合は、警
告ダイアログ ボックスが表示されます。
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5 インポートしないボリュームがある場合は、ソース データ ページでそのボリュームを選択します。

物理コンピュータをホット クローニングする場合は、ボリューム ベースのクローン作成のみを使用できます。

システム ボリュームまたはアクティブ ボリュームを選択すると、次のページに進む前に警告が表示されます。

6 (オプション) ボリューム ベースのクローン作成を実行する場合は、 [ページ ファイルとハイバネーション ファイル
を無視します]  を選択して、これらのファイルを除外します。

これらのファイルを除外すると、ターゲット仮想マシンの空き領域が増えます。

7 [新規ディスク スペース]  ドロップダウン メニューで各ボリュームのボリューム サイズを指定して、 [次へ]  をクリッ
クします。

オプション 説明

サイズを維持 元のサイズのボリュームを維持します。

最小サイズ 使用されているボリューム部分のみを変換して、追加される容量を小さくします。

<GB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをギガバイト単位で入力します。

<MB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをメガバイト単位で入力します。

 

8 (オプション) 個々のボリュームを対応する仮想ディスクに変換するには、 [ボリュームごとに別々のディスクを作成
します]  を選択します。

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。「新しい仮想マシンのターゲットの選択 (P. 38)」 を参照して
ください。

ESX/ESXi または vCenter Server 仮想マシン ソースの選択

ESX/ESXi または vCenter Server 仮想マシンを変換のソースとして選択できます。

開始する前に

開始する前に、ソース仮想マシンをシャット ダウンし、パワーオフする必要があります。

手順

1 vCenter Converter のインポート ウィザードのソース ページで、 [次へ]  をクリックして、ソース タイプ ページに
移動します。

2 ドロップダウン メニューで  [vSphere 仮想マシン]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 ソースへのログイン ページで、インポートする仮想マシンを格納している ESX/ESXi または vCenter Server ホスト
を選択し、ユーザー名とパスワードを入力します。

[ESX/VC Server]  ドロップダウン メニューには、最後にアクセスした 10 個のシステムの ID または場所が表示され
ます。新しい ID を入力します。

オプション 操作

ESX/ESXi アクセスした ESX/ESXi マシン上で検出されたマシンのリストから、変換する仮想マ
シンを選択します。

vCenter Server が管理する ESX/ESXi a vCenter Server 仮想マシン インベントリ ブラウザで仮想マシンのソースを選択
し、 [次へ]  をクリックします。

b [表示]  ドロップダウン メニューで、次の 2 つのインベントリ ビューのいずれか
を使用してブラウザを検索します。デフォルトの  [ホストおよびクラスタ]  ビュー、
または  [仮想マシンおよびテンプレート]  ビュー。

 

4 [次へ]  をクリックします。

5 インポートする仮想マシンを選択し、 [次へ]  をクリックします。
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6 未変更のすべてのディスクをインポートするには、ソース データ ページで  [すべてのディスクをインポートして、
サイズを維持]  が選択されていることを確認して、 [次へ]  をクリックします。

インポートする仮想マシンに Linux ゲスト OS が搭載されている場合は、 [すべてのディスクをインポートして、サ
イズを維持]  のオプションしか選択できません。

それ以外の場合は、 [ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  を選択します。ボリューム ベースのク
ローン作成時にページ ファイルおよびハイバーネーション ファイルは無視されます。

7 インポートしないボリュームを選択解除します。

システム ボリュームまたはアクティブ ボリュームを選択すると、次のページに進む前に警告が表示されます。

8 [新規ディスク スペース]  ドロップダウン メニューで各ボリュームのボリューム サイズを指定して、 [次へ]  をクリッ
クします。

オプション 説明

サイズを維持 元のサイズのボリュームを維持します。

最小サイズ 使用されているボリューム部分のみを変換して、追加される容量を小さくします。

<GB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをギガバイト単位で入力します。

<MB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをメガバイト単位で入力します。

 

9 (オプション) 個々のボリュームを対応する仮想ディスクに変換するには、 [ボリュームごとに別々のディスクを作成
します]  を選択します。

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。「新しい仮想マシンのターゲットの選択 (P. 38)」 を参照して
ください。

スタンドアローン仮想マシン、バックアップ イメージ、またはディスク イメージ ソースの選

択

VMware Workstation などのスタンドアローン仮想マシンをインポートするか、サードパーティのバックアップまたは
ディスク イメージを仮想マシンに変換することができます。

開始する前に

ソース仮想マシンまたはバックアップ イメージのタイプがサポートされていることを確認します。「インポート用にサ
ポートされるソース (P. 20)」 を参照してください。

手順

1 vCenter Converter のインポート ウィザードのソース ページで、 [次へ]  をクリックして、ソース タイプ ページに
移動します。

2 ドロップダウン メニューで  [その他]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 ソースの仮想マシンまたはイメージの UNC パスとファイル名を入力します。

4 ドメイン、ユーザー名、およびパスワードを入力し、 [次へ]  をクリックします。
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5 新規仮想マシンの再構成ページが表示される場合は、必要なファイルをサービス パックおよびホット フィックスか
ら選択する必要があります。

必要なファイルは、ウィザードに表示されます。すべての項目にチェック マークが付くまで、 [次へ]  ボタンは無効
になります。

a リストから 1 つ以上の項目を選択し、 [フォルダの場所]  をクリックして、選択したファイルが格納されている
フォルダへの UNC フル パスを入力します。

たとえば、¥¥serverName¥folderName と入力します。

b 指定した場所にアクセスするための認証情報を入力します。

c 必要なファイルごとにこれらのステップを繰り返し、終了したら  [次へ]  をクリックします。

6 (オプション) （Microsoft Windows NT のみ） 警告メッセージが表示され、インポート処理を実行すると、作成さ
れる仮想マシンの NTFS パーティションが新しいバージョンの NTFS ファイル システムにアップグレードされるこ
とが示されます。ファイル システムをアップグレードしないようにするには、タスクを終了します。

a ダイアログ ボックスで  [いいえ]  をクリックします。

b ウィザード ページで  [キャンセル]  をクリックして、インポートを終了します。

7 選択したソースがパスワードによって保護されている場合、仮想マシンへのログイン ページが表示されます。パス
ワードを入力し、 [次へ]  をクリックします。

ソースがパスワードによって保護されていない場合、ウィザードはこのページをスキップして、ソース データ ペー
ジを表示します。

8 (オプション) インポートする仮想マシンに Linux ゲスト OS が搭載されている場合に、未変更のすべてのディスクを
インポートするには、ソース データ ページで  [すべてのディスクをインポートして、サイズを維持]  が選択されて
いることを確認して、 [次へ]  をクリックします。

9 [ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  をクリックします。

10 インポートしないボリュームを選択解除します。

システム ボリュームまたはアクティブ ボリュームを選択すると、次のページに進む前に警告が表示されます。

オプション 操作

変換する仮想マシンに Linux ゲスト OS が
搭載されている場合、ディスクを変換する。

[すべてのディスクをインポートして、サイズを維持]  を選択します。

ボリュームのサイズを変更する。 [ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  をクリックします。
ボリューム ベースのクローン作成時にページ ファイルおよびハイバーネーション ファ
イルが無視されます。

各ボリュームを対応するディスクに変換する。 [ボリュームごとに別々のディスクを作成します]  を選択します。
 
詳細については、「ボリュームごとに別々のディスクの作成 (P. 32)」 を参照してください。

11 [新規ディスク スペース]  ドロップダウン メニューで各ボリュームのボリューム サイズを指定して、 [次へ]  をクリッ
クします。

オプション 説明

サイズを維持 元のサイズのボリュームを維持します。

最小サイズ 使用されているボリューム部分のみを変換して、追加される容量を小さくします。

<GB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをギガバイト単位で入力します。

<MB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをメガバイト単位で入力します。

 

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。「新しい仮想マシンのターゲットの選択 (P. 38)」 を参照して
ください。

第 4 章 マシンのインポート

VMware, Inc.  37



VCB イメージ ソースの選択

VCB バックアップ イメージを変換のソースとして選択できます。

手順

1 vCenter Converter のインポート ウィザードのソース ページで、 [次へ]  をクリックして、ソース タイプ ページに
移動します。

2 ドロップダウン メニューで  [その他]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 ソース VCB イメージの UNC パスとファイル名を入力します。

4 ドメイン、ユーザー名、およびパスワードを入力し、 [次へ]  をクリックします。

5 [ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  をクリックします。

6 インポートしないボリュームを選択解除します。

システム ボリュームまたはアクティブ ボリュームを選択すると、次のページに進む前に警告が表示されます。

オプション 説明

変換する仮想マシンに Linux ゲスト OS が
搭載されている場合、ディスクを変換する。

[すべてのディスクをインポートして、サイズを維持]  を選択します。

ボリュームのサイズを変更する。

ボリューム ベースのクローン作成時はページ

ファイルおよびハイバーネーション ファイ

ルは無視されます。

[ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  をクリックします。

各ボリュームを対応するディスクに変換する。 [ボリュームごとに別々のディスクを作成します]  を選択します。
詳細については、「ボリュームごとに別々のディスクの作成 (P. 32)」 を参照してくだ
さい。

 

7 [新規ディスク スペース]  ドロップダウン メニューで各ボリュームのボリューム サイズを指定して、 [次へ]  をクリッ
クします。

オプション 説明

サイズを維持 元のサイズのボリュームを維持します。

最小サイズ 使用されているボリューム部分のみを変換して、追加される容量を小さくします。

<GB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをギガバイト単位で入力します。

<MB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをメガバイト単位で入力します。

 

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。「新しい仮想マシンのターゲットの選択 (P. 38)」 を参照して
ください。

新しい仮想マシンのターゲットの選択

仮想マシンをインポートして、vCenter Server が管理する ESX/ESXi ホストで実行できます。

手順

1 ターゲット ページで、 [次へ]  をクリックして、仮想マシンの名前とフォルダ ページに移動します。

2 仮想マシンに名前を付け、vCenter Server インベントリ内のターゲット フォルダを選択して、 [次へ]  をクリック
します。
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3 (オプション) 仮想マシンを実行するホスト、クラスタ、またはリソース プールを選択します。

a ホストまたはクラスタ ページで、ホスト、クラスタ、またはリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

b ホスト ページでホストを選択し、 [次へ]  をクリックします。

c リソース プール ページでリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 仮想マシンの構成ファイルとディスク用のデータストアを指定し、 [次へ]  をクリックします。

[データストア]  リストに、すべてのデータストアと使用可能な容量が表示されます。選択したディスクを格納するの
に十分な大きさのあるデータストアを 1 つまたは複数選択する必要があります。

5 (オプション) 複数のデータストアにディスクを分散する場合は、 [詳細]  をクリックします。

各ディスクとファイル用のデータストアを、ドロップダウン メニューから選択します。

6 ネットワーク ページで、仮想マシンのネットワーク アダプタを vCenter Server ネットワークにマッピングします。

マッピングするアダプタ数を選択することもできます。

7 [次へ]  をクリックします。

次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。

新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ

仮想マシンの作成および構成後は、仮想マシンのゲスト OS の ID とネットワーク設定をカスタマイズし、対象環境内で
すぐに稼動できるようにします。

カスタマイズの手順は、新規仮想マシンで使用するゲスト OS によって異なります。VMware Tools のインストール、ゲスト
OS のカスタマイズ、システムの復元チェックポイントの削除を行なったり、またはこれらのオプションの組み合わせを
選択したりできます。

Windows NT ゲスト OS については、vCenter Converter は、カスタマイズおよび VMware Tools のインストールを
サポートしていません。

カスタマイズを行わずに、タスク パラメータを設定するには、「インポート タスクのスケジュール設定 (P. 42)」 を参
照してください。

VMware Tools のインストール

VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを強化し、仮想マシンの管理機能を向上させるための一連
のユーティリティです。VMware Tools の詳細については、『vSphere 基本システム管理』 ガイドを参照してください。

ターゲット仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

手順

u カスタマイズ ページで、 [VMware Tools のインストール]  が選択されていることを確認します。

次に進む前に

さらに構成オプションを設定するか、 [次へ]  をクリックして、タスクをスケジュール設定することができます。

新しい仮想マシンの ID をカスタマイズ

仮想マシンの名前の入力、タイム ゾーンの変更、およびネットワーク プロパティの変更が可能です。

[カスタマイズ]  オプションが表示されない場合は、vCenter Server マシンの適切な場所に Microsoft Sysprep ツールを
インストールする必要があります。たとえば、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data
¥VMware¥VMware VCENTER¥sysprep にインストールします。
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次の情報をカスタマイズできます。

n ネットワーク上で仮想マシンを識別するためのコンピュータ情報の変更。

n サーバのライセンス情報の入力。

n 仮想マシンのタイム ゾーンの変更。

n 各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更。

手順

1 カスタマイズ ページで、 [仮想マシンの ID をカスタマイズ]  を選択して  [次へ]  をクリックします。

2 コンピュータ情報ページで、必要があれば次のフィールドをカスタマイズします。

オプション 説明

コンピュータ名 ネットワーク上で仮想マシンを識別するための一意の名前です。使用できる文字は、A
～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフンです。アンダースコアは標準的ではありません
が、vCenter Converter では使用できます。最大 63 文字です。数字だけを使用して
コンピュータ名を指定することはできません。

所有者名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

組織名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

新規セキュリティ ID （SID） の生成 新しいセキュリティ ID を生成します。デフォルトで、Windows Vista システムには
セキュリティ ID が事前選択されています。

 

3 [次へ]  をクリックします。

4 必要に応じて、この仮想マシンの Windows のライセンス情報を入力し、 [次へ]  をクリックします。

[製品 ID]  フィールドは空のまま、次のページに進むことができます。

[サーバ ライセンス情報を含める]  チェック ボックスが適用されるのは、Microsoft Windows 2000 Server および
Microsoft Windows Server 2003 オペレーティング システムのみです。このチェック ボックスを選択しないと、
[サーバ ライセンス モード]  ボタンを使用できません。Windows Vista では、この操作を行いません。

5 ドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイスを設定する必要がある場合は、ネットワーク インターフェイス設定ページが表示さ
れます。

6 (オプション) ネットワーク アダプタ設定をカスタマイズするには、ネットワーク インターフェイス設定ページでア
ダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックします。

n 1 つまたは複数のネットワーク アダプタが変更されると、 [すべてをリセット]  ボタンが有効になります。 [す
べてをリセット]  をクリックすると、すべてのアダプタの全設定がデフォルトに戻ります。 [次へ]  をクリック
します。

n デフォルトでは、すべてのネットワーク アダプタが DHCP （Dynamic Host Configuration Protocol） から IP
アドレスと DNS サーバ アドレスを取得します。デフォルト設定を使用する場合は、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスで、ネットワーク アダプタのプロパティを変更します。

フィールド 説明

全般 このフィールドは、IP アドレスおよび DNS サーバ アドレスを手動で入力する場合の
みに使用します。

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。
n 入力した DNS サフィックスごとに、 [追加]  をクリックします。
n 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用

して、仮想マシンが使用する接続の順序を変更します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、WINS のプライマリ アドレスおよびセ
カンダリ アドレスを指定します。
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8 [OK]  をクリックしてネットワーク インターフェイス設定ページに戻り、 [次へ]  をクリックします。

9 ワークグループまたはドメイン ページで、仮想マシンのネットワークへの参加方法を選択します。

フィールド 説明

ワークグループ 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、およびハイフン （-） です。
長さは最大 15 文字です。

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフンです。ピリオドで区切られた各ラベルの長さは

最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー名およ
びパスワードは必須です。

 

10 [次へ]  をクリックします。

設定内容に従って、vCenter Converter が新しい仮想マシンのゲスト OS を構成します。

次に進む前に

カスタマイズ ページのオプション指定後は、変換または再構成タスク用のパラメータを設定できます。

システムの復元チェックポイントの削除

すべてのシステムの復元チェックポイントを削除すると、ターゲット マシンを変換前の状態に戻すことができなくなります。

ターゲットの仮想マシンをソース システムのレプリカにする場合、システムの復元チェックポイントは削除しないでくだ
さい。そのほかの場合は、クローン作成モードに関係なくシステムの復元チェックポイントをすべて削除します。

注意   ターゲット仮想マシンで、ソース マシンをクローン作成する前に作成されたチェックポイントをリストアすると、
システムで障害が発生し、ターゲット仮想マシンを起動できなくなる可能性があります。

クローン作成モードの詳細については、「クローン作成モード (P. 13)」 を参照してください。

システムの復元チェックポイントを削除する場合は、次の状況に注意してください。

n Windows Vista、Windows XP、および Windows Server 2008 システムでは、デフォルトでシステムの復元が有
効になっています。

n Windows Server 2003 は、デフォルトではシステムの復元はインストールされていません。インストールされてい
る場合、Windows マシンのシステムのプロパティ ダイアログ ボックスで  [システムの復元]  タブが操作可能です。

n Windows XP ソースによるクローン作成モードの場合、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプ
ションがデフォルトで選択されています。

n ボリュームベースでファイルレベルによる Windows Vista および Windows Server 2008 のクローン作成の場合、
デフォルトでは vCenter Converter はシステムの復元チェックポイントをターゲットの仮想マシンにコピーしません。
[システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプションは無視されます。

手順

u カスタマイズ ページで、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  を選択します。

vCenter Converter は、システムの復元チェックポイントをソース仮想マシンからターゲット仮想マシンにコピーしません。

次に進む前に

さらに構成オプションを設定するか、 [次へ]  をクリックして、変換または再構成タスクをスケジュール設定することがで
きます。
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インポート タスクのスケジュール設定

インポート ウィザードのタスクのスケジュール設定ページでは、タスクをただちに実行するよう設定することも、後日実
行するようスケジュール設定することもできます。タスクの実行頻度を設定したり、仮想マシンのリテンション ポリシー
を選択したりすることもできます。

vCenter Server からインポート ウィザードを起動した場合は、タスクのスケジュールを設定する必要があります。

ただちに実行するタスクのスケジュール設定

キュー内のほかのタスクよりも先に実行するようにタスクをスケジュール設定できます。

手順

u タスクのスケジュール設定ページで、 [このタスクをただちに実行する]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

最近のタスク リストと、 [タスクおよびイベント]  タブにそのタスクが表示されます。ステータス バーに、完了した割合
が表示されます。変換が完了すると、ステータス フィールドに完了と表示されます。

次に進む前に

設定が完了しましたページで選択内容の概要を確認し、タスクを開始します。

特定の時刻でのタスク実行のスケジュール設定

タスクを実行する時刻を選択できます。

手順

1 タスクのスケジュール設定ページで、 [スケジュール設定する]  を選択します。

2 タスクの表示名を入力します。

3 タスクの説明を入力します。

4 開始日と時刻を入力し、 [次へ]  をクリックします。

スケジュール設定タスク リストにタスクが表示され、そこで確認と管理を行えます。

次に進む前に

設定が完了しましたページで選択内容の概要を確認し、タスクを開始します。

タスクの実行頻度のスケジュール設定

vCenter Converter では、タスクを実行する頻度を選択できます。

手順

1 タスクのスケジュール設定ページで、 [スケジュール設定する]  ボタンをクリックします。

2 タスク名とタスクの説明を入力します。

3 [頻度]  ドロップダウン メニューで、タスクを実行する頻度を選択します。

4 開始日と終了日を入力します。

[終了期限なし]  を選択して継続的なタスクをスケジュール設定することも、タスクを終了するまでの実行回数の数値
を選択することもできます。

5 タスクを開始する時刻を入力します。

6 (オプション)  [リテンション ポリシー]  ドロップダウン メニューでは、保持する仮想マシンのコピーの数を選択できます。

変換を開始すると、タスクがタスク リストに追加され、指定したタスク パラメータに従って実行されます。
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次に進む前に

設定が完了しましたページで選択内容の概要を確認し、タスクを開始します。

インポート タスクの完了

ウィザードの設定が完了しましたページで、選択した内容を確認したら、変換タスクを実行できます。

手順

1 新しい仮想マシンの設定の概要を確認します。

2 仮想マシンの作成後にその仮想マシンを vCenter Server でパワーオンするかどうかを指定します。

3 [終了]  をクリックしてウィザードを閉じ、 [タスク ビュー]  でタスク リストにあるインポート ジョブを表示します。

タスクをただちに実行するようにスケジュール設定した場合は、 [最近のタスク]  リストと、 [タスクおよびイベント]  タ
ブにそのタスクが表示されます。ステータス バーに、完了した割合が表示されます。インポートが完了すると、ステータス
フィールドに完了と表示されます。

タスクをあとで実行するようにスケジュール設定した場合は、スケジュール設定タスク ページにそのタスクが表示されます。

次に進む前に

タスクを作成したあと、vSphere Client でタスクを監視および管理できます。
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マシンのエクスポート 5
vCenter Converter では、vCenter Server が管理する仮想マシンを、管理型フォーマット （ESX/ESXi のインスタンスや、
vCenter Server または VCENTER 2.x が管理する ESX/ESXi）、またはホスト型フォーマット （VMware Workstation、
VMware Server など） でエクスポートできます。エクスポート処理では、指定したフォーマットの仮想マシンにソース
が変換されます。

次のリストに、エクスポート タスクを作成する手順と、関連する概念を示します。

1 vCenter Converter のエクスポート ウィザードの起動 (P. 45)

vCenter Converter のエクスポート ウィザードを使用して、ソース マシンとターゲット マシンについての情報を
入力し、変換のタスク パラメータを選択します。ウィザードは操作する際の状況によって内容が異なります。エク
スポート タスクを開始するには、ウィザードのステップを完了する必要があります。

2 仮想マシン ソースの選択 (P. 46)

ほとんどの場合、エクスポート ウィザードを起動する前に、エクスポートする仮想マシンを選択します。スケジュー
ル設定タスクを作成することでウィザードを起動した場合は、ソース仮想マシンを選択する必要があります。

3 新規仮想マシンのターゲットの選択 (P. 47)

エクスポートしようとしている仮想マシンのターゲットを選択する必要があります。

4 新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ (P. 48)

仮想マシンの作成および構成後は、仮想マシンのゲスト OS の ID とネットワーク設定をカスタマイズし、対象環境
内ですぐに稼動できるようにします。

5 エクスポート タスクのスケジュール設定 (P. 51)

エクスポート ウィザードのタスクのスケジュール設定ページでは、タスクをただちに実行するよう設定することも、
後日実行するようスケジュール設定することもできます。タスクの実行頻度を設定したり、仮想マシンのリテンション

ポリシーを選択したりすることもできます。

6 エクスポートの完了 (P. 52)

ウィザードの設定が完了しましたページで、選択した内容を確認したら、変換タスクをスケジュール設定できます。

vCenter Converter のエクスポート ウィザードの起動

vCenter Converter のエクスポート ウィザードを使用して、ソース マシンとターゲット マシンについての情報を入力し、
変換のタスク パラメータを選択します。ウィザードは操作する際の状況によって内容が異なります。エクスポート タス
クを開始するには、ウィザードのステップを完了する必要があります。

ウィザードを起動した場所によって、指定する必要がある情報に違いがあります。たとえば、ホストからエクスポート

ウィザードを起動した場合は、エクスポートされた仮想マシンがそのホストに配置され、ウィザードでターゲットの指定

を求められません。ウィザードを  [スケジュール設定タスク]  ビューから起動した場合は、ウィザードの中でホストの選
択を求められます。
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手順

1 [スタート]  -  [すべてのプログラム]  -  [VMware]  -  [VMware vSphere Client]  を選択します。

2 vCenter Converter に関連付けられた vCenter Server のホスト名または IP アドレスを入力します。

3 適切な Windows ドメインのユーザー名とパスワードを入力し、 [ログイン]  をクリックします。

4 エクスポート ウィザードは、次の複数の方法で起動できます。

n [仮想マシンおよびテンプレート]  インベントリ ビューで、仮想マシンを右クリックして  [エクスポート]  を選
択します。

n 任意のビューで仮想マシン名を右クリックして、 [エクスポート]  を選択します。

n [スケジュール設定タスク]  ビューで、 [ファイル]  -  [新規]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択します。ドロッ
プダウン メニューで、 [仮想マシンのエクスポート]  を選択します。

5 ウィザードを完了して、タスク リストに変換タスクを追加します。

次に進む前に

これで、ソースを選択できます。

仮想マシン ソースの選択

ほとんどの場合、エクスポート ウィザードを起動する前に、エクスポートする仮想マシンを選択します。スケジュール設
定タスクを作成することでウィザードを起動した場合は、ソース仮想マシンを選択する必要があります。

手順

1 ソース ページで、 [次へ]  をクリックします。

エクスポートする仮想マシンを選択済みの場合は、それがソースとして表示されます。

2 vCenter Server の仮想マシン インベントリ ブラウザでソース仮想マシンを指定し、 [次へ]  をクリックします。

ブラウザは、インベントリの次のいずれかのビューで検索できます。

n [ホストおよびクラスタ]  ビューはデフォルトで選択されています。

n ドロップダウン メニューで、 [仮想マシンおよびテンプレート]  ビューを選択します。

3 未変更のすべてのディスクをエクスポートするには、ソース データ ページで  [すべてのディスクをエクスポートして、
サイズを維持]  が選択されていることを確認して、 [次へ]  をクリックします。

それ以外の場合は、 [ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  を選択します。ボリューム ベースのク
ローン作成時にページ ファイルおよびハイバーネーション ファイルは無視されます。

4 (オプション) 特定のボリュームをエクスポートする場合は、エクスポートしないボリュームをすべて選択解除します。

システム ボリュームまたはアクティブ ボリュームは選択解除しないでください。

5 (オプション) ボリューム ベースのクローン作成を実行する場合は、 [ページ ファイルとハイバネーション ファイル
を無視します]  を選択して、これらのファイルを除外します。

これらのファイルを除外すると、ターゲット仮想マシンの空き領域が増えます。これらのファイルを含めることもで

きます。

6 [新規ディスク スペース]  ドロップダウン メニューで各ボリュームのボリューム サイズを指定して、 [次へ]  をクリッ
クします。

オプション 説明

サイズを維持 元のサイズのボリュームを維持します。

最小サイズ 使用されているボリューム部分のみを変換して、追加される容量を小さくします。
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オプション 説明

<GB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをギガバイト単位で入力します。

<MB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをメガバイト単位で入力します。

 

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。

新規仮想マシンのターゲットの選択

エクスポートしようとしている仮想マシンのターゲットを選択する必要があります。

ソース マシンは、管理型ターゲットまたはホスト型ターゲットにエクスポートできます。

n 管理型ターゲット： ESX/ESXi、あるいは vCenter Server 4.0 または VCENTER 2.x で管理される ESX/ESXi

n ホスト型ターゲット： Workstation または VMware Server

サポートされる配置先の全リストについては、「エクスポート用にサポートされるターゲット (P. 22)」 を参照してください。

管理型のターゲットの選択

仮想マシンは、ESX/ESXi、または vCenter Server で管理される ESX/ESXi ホストで使用するようエクスポートできます。

手順

1 ターゲット ページで、 [次へ]  をクリックしてターゲット タイプ ページに移動します。

2 ドロップダウン メニューから  [vSphere 仮想マシン]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 仮想マシンのエクスポート先となる ESX/ESXi または vCenter Server ホストを、入力または選択します。

[ESX/VC Server]  ドロップダウン メニューには、最近ログインした 10 のシステムの ID または場所が表示されます。
新しい ID を入力することもできます。

4 ユーザー名およびパスワードを入力し、 [次へ]  をクリックします。

5 仮想マシンの名前とフォルダ ページで、仮想マシンに割り当てる名前を入力し、vCenter Server インベントリ リス
トからターゲット フォルダを選択して、 [次へ]  をクリックします。

6 ホストまたはクラスタ ページで、エクスポートした仮想マシンを実行するホスト、クラスタ、またはリソース プー
ルを選択し、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) 仮想マシンを実行するホストまたはリソース プールを選択します。

n ホスト ページでホストを選択し、 [次へ]  をクリックします。

n リソース プール ページでリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

8 仮想マシンの構成ファイルとディスク用のデータストアを選択し、 [次へ]  をクリックします。

このパネルには、すべてのデータストアと、そこで使用可能な容量が表示されます。選択したディスクを格納できる

だけの大きさのあるデータストアを選択する必要があります。

9 ディスクを複数のデータストアに分散します。

a [詳細]  をクリックし、ディスクと仮想マシン構成ファイルのリストを表示します。

b 各ディスクとファイル用のデータストアを、ドロップダウン メニューから選択します。

10 ネットワーク ページで、仮想マシンのネットワーク アダプタを vCenter Server ネットワークに割り当て、 [次へ]
をクリックします。

ネットワーク パネルには、ターゲットの配置先で使用可能なネットワークが含まれたドロップダウン メニューがあ
ります。アダプタの数を設定することもできます。
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次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。

ホスト型のターゲットの選択

仮想マシンは、Workstation、VMware Fusion、VMware Server、Player、または VMware ACE で使用するようエク
スポートできます。

手順

1 ターゲット ページで、 [次へ]  をクリックしてターゲット タイプ ページに移動します。

2 ドロップダウン メニューから  [その他の VMware 仮想マシン]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 仮想マシンに割り当てる名前を入力し、ターゲットの配置先を入力します。

ターゲットの配置先は、vCenter Converter Server からアクセス可能な UNC パスにする必要があります。

4 入力した配置先のドメイン、ユーザー名、およびパスワードを入力します。

5 作成する仮想マシンのタイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

6 仮想マシン オプション ページで、仮想ディスクのオプションを選択します。

n [パフォーマンスを高めるためにすべてのディスク スペースを割り当てます]  を指定すると、エクスポートされ
た仮想マシンに、ソース仮想マシンに割り当てられたすべての容量が与えられます。このオプションでは、仮想

マシンのパフォーマンスがある程度向上します。

n [仮想ディスク ファイルの拡張を許可]  では、仮想ディスク ファイルが最初は小さいものの、ソース ディスク
のサイズに達するまで必要に応じて拡大します。

n [ディスクを 2 GB ファイルに分割]  チェック ボックスを選択すると、FAT ファイル システム上で仮想ディスク
がサポートされます。

7 ネットワーク ページで、仮想マシンのネットワーク アダプタをブリッジ、ホストオンリー、または NAT ネットワー
クにマッピングし、 [次へ]  をクリックします。

次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。

新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ

仮想マシンの作成および構成後は、仮想マシンのゲスト OS の ID とネットワーク設定をカスタマイズし、対象環境内で
すぐに稼動できるようにします。

カスタマイズの手順は、新規仮想マシンで使用するゲスト OS によって異なります。VMware Tools のインストール、ゲスト
OS のカスタマイズ、システムの復元チェックポイントの削除を行なったり、またはこれらのオプションの組み合わせを
選択したりできます。

Windows NT ゲスト OS については、vCenter Converter は、カスタマイズおよび VMware Tools のインストールを
サポートしていません。

カスタマイズを行わずに、タスク パラメータを設定するには、「エクスポート タスクのスケジュール設定 (P. 51)」 を
参照してください。

VMware Tools のインストール

VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを強化し、仮想マシンの管理機能を向上させるための一連
のユーティリティです。VMware Tools の詳細については、『vSphere 基本システム管理』 ガイドを参照してください。

VMware Tools をインストールできるのは、配置先が ESX/ESXi、vCenter Server 4.0、VirtualCenter 2.x、Workstation
6、VMware Server 1、2、VMware Fusion 1、VMware Player 2、および ACE 2 の場合のみです。
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手順

u カスタマイズ ページで  [VMware Tools のインストール]  が選択されていることを確認し、 [次へ]  をクリックします。

次に進む前に

さらに構成オプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして、変換または再構成タスクをスケジュール設定することがで
きます。

新しい仮想マシンの ID をカスタマイズ

仮想マシンの名前の入力、タイム ゾーンの変更、およびネットワーク プロパティの変更が可能です。

[カスタマイズ]  オプションが表示されない場合は、vCenter Server マシンの適切な場所に Microsoft Sysprep ツールを
インストールする必要があります。たとえば、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data
¥VMware¥VMware VCENTER¥sysprep にインストールします。

次の情報をカスタマイズできます。

n ネットワーク上で仮想マシンを識別するためのコンピュータ情報の変更。

n サーバのライセンス情報の入力。

n 仮想マシンのタイム ゾーンの変更。

n 各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更。

手順

1 カスタマイズ ページで、 [仮想マシンの ID をカスタマイズ]  を選択して  [次へ]  をクリックします。

2 コンピュータ情報ページで、必要があれば次のフィールドをカスタマイズします。

オプション 説明

コンピュータ名 ネットワーク上で仮想マシンを識別するための一意の名前です。使用できる文字は、A
～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフンです。アンダースコアは標準的ではありません
が、vCenter Converter では使用できます。最大 63 文字です。数字だけを使用して
コンピュータ名を指定することはできません。

所有者名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

組織名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

新規セキュリティ ID （SID） の生成 新しいセキュリティ ID を生成します。デフォルトで、Windows Vista システムには
セキュリティ ID が事前選択されています。

 

3 [次へ]  をクリックします。

4 必要に応じて、この仮想マシンの Windows のライセンス情報を入力し、 [次へ]  をクリックします。

[製品 ID]  フィールドは空のまま、次のページに進むことができます。

[サーバ ライセンス情報を含める]  チェック ボックスが適用されるのは、Microsoft Windows 2000 Server および
Microsoft Windows Server 2003 オペレーティング システムのみです。このチェック ボックスを選択しないと、
[サーバ ライセンス モード]  ボタンを使用できません。Windows Vista では、この操作を行いません。

5 ドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイスを設定する必要がある場合は、ネットワーク インターフェイス設定ページが表示さ
れます。
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6 (オプション) ネットワーク アダプタ設定をカスタマイズするには、ネットワーク インターフェイス設定ページでア
ダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックします。

n 1 つまたは複数のネットワーク アダプタが変更されると、 [すべてをリセット]  ボタンが有効になります。 [す
べてをリセット]  をクリックすると、すべてのアダプタの全設定がデフォルトに戻ります。 [次へ]  をクリック
します。

n デフォルトでは、すべてのネットワーク アダプタが DHCP （Dynamic Host Configuration Protocol） から IP
アドレスと DNS サーバ アドレスを取得します。デフォルト設定を使用する場合は、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスで、ネットワーク アダプタのプロパティを変更します。

フィールド 説明

全般 このフィールドは、IP アドレスおよび DNS サーバ アドレスを手動で入力する場合の
みに使用します。

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。
n 入力した DNS サフィックスごとに、 [追加]  をクリックします。
n 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用

して、仮想マシンが使用する接続の順序を変更します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、WINS のプライマリ アドレスおよびセ
カンダリ アドレスを指定します。

 

8 [OK]  をクリックしてネットワーク インターフェイス設定ページに戻り、 [次へ]  をクリックします。

9 ワークグループまたはドメイン ページで、仮想マシンのネットワークへの参加方法を選択します。

フィールド 説明

ワークグループ 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、およびハイフン （-） です。
長さは最大 15 文字です。

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフンです。ピリオドで区切られた各ラベルの長さは

最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー名およ
びパスワードは必須です。

 

10 [次へ]  をクリックします。

設定内容に従って、vCenter Converter が新しい仮想マシンのゲスト OS を構成します。

次に進む前に

カスタマイズ ページのオプション指定後は、変換または再構成タスク用のパラメータを設定できます。

システムの復元チェックポイントの削除

すべてのシステムの復元チェックポイントを削除すると、ターゲット マシンを変換前の状態に戻すことができなくなります。

ターゲットの仮想マシンをソース システムのレプリカにする場合、システムの復元チェックポイントは削除しないでくだ
さい。そのほかの場合は、クローン作成モードに関係なくシステムの復元チェックポイントをすべて削除します。

注意   ターゲット仮想マシンで、ソース マシンをクローン作成する前に作成されたチェックポイントをリストアすると、
システムで障害が発生し、ターゲット仮想マシンを起動できなくなる可能性があります。

クローン作成モードの詳細については、「クローン作成モード (P. 13)」 を参照してください。

システムの復元チェックポイントを削除する場合は、次の状況に注意してください。

n Windows Vista、Windows XP、および Windows Server 2008 システムでは、デフォルトでシステムの復元が有
効になっています。

n Windows Server 2003 は、デフォルトではシステムの復元はインストールされていません。インストールされてい
る場合、Windows マシンのシステムのプロパティ ダイアログ ボックスで  [システムの復元]  タブが操作可能です。
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n Windows XP ソースによるクローン作成モードの場合、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプ
ションがデフォルトで選択されています。

n ボリュームベースでファイルレベルによる Windows Vista および Windows Server 2008 のクローン作成の場合、
デフォルトでは vCenter Converter はシステムの復元チェックポイントをターゲットの仮想マシンにコピーしません。
[システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプションは無視されます。

手順

u カスタマイズ ページで、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  を選択します。

vCenter Converter は、システムの復元チェックポイントをソース仮想マシンからターゲット仮想マシンにコピーしません。

次に進む前に

さらに構成オプションを設定するか、 [次へ]  をクリックして、変換または再構成タスクをスケジュール設定することがで
きます。

エクスポート タスクのスケジュール設定

エクスポート ウィザードのタスクのスケジュール設定ページでは、タスクをただちに実行するよう設定することも、後日
実行するようスケジュール設定することもできます。タスクの実行頻度を設定したり、仮想マシンのリテンション ポリ
シーを選択したりすることもできます。

ただちに実行するタスクのスケジュール設定

キュー内のほかのタスクよりも先に実行するようにタスクをスケジュール設定できます。

手順

u タスクのスケジュール設定ページで、 [このタスクをただちに実行する]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

最近のタスク リストと、 [タスクおよびイベント]  タブにそのタスクが表示されます。ステータス バーに、完了した割合
が表示されます。変換が完了すると、ステータス フィールドに完了と表示されます。

次に進む前に

設定が完了しましたページで選択内容の概要を確認し、タスクを開始します。

特定の時刻でのタスク実行のスケジュール設定

タスクを実行する時刻を選択できます。

手順

1 タスクのスケジュール設定ページで、 [スケジュール設定する]  を選択します。

2 タスクの表示名を入力します。

3 タスクの説明を入力します。

4 開始日と時刻を入力し、 [次へ]  をクリックします。

スケジュール設定タスク リストにタスクが表示され、そこで確認と管理を行えます。

次に進む前に

設定が完了しましたページで選択内容の概要を確認し、タスクを開始します。
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タスクの実行頻度のスケジュール設定

vCenter Converter では、タスクを実行する頻度を選択できます。

手順

1 タスクのスケジュール設定ページで、 [スケジュール設定する]  ボタンをクリックします。

2 タスク名とタスクの説明を入力します。

3 [頻度]  ドロップダウン メニューで、タスクを実行する頻度を選択します。

4 開始日と終了日を入力します。

[終了期限なし]  を選択して継続的なタスクをスケジュール設定することも、タスクを終了するまでの実行回数の数値
を選択することもできます。

5 タスクを開始する時刻を入力します。

6 (オプション)  [リテンション ポリシー]  ドロップダウン メニューでは、保持する仮想マシンのコピーの数を選択できます。

変換を開始すると、タスクがタスク リストに追加され、指定したタスク パラメータに従って実行されます。

次に進む前に

設定が完了しましたページで選択内容の概要を確認し、タスクを開始します。

エクスポートの完了

ウィザードの設定が完了しましたページで、選択した内容を確認したら、変換タスクをスケジュール設定できます。

手順

1 新しい仮想マシンの設定の概要を確認します。

2 [終了]  をクリックしてウィザードを閉じ、タスク ビューを表示すると、タスク リストにエクスポート ジョブが表示
されます。

タスクをただちに実行するようスケジュール設定した場合は、そのタスクが最近のタスク リストと、タスクおよびイベント
ページに表示されます。進捗状況は、 [タスクの進捗状況]  タブに表示されます。

タスクをあとで実行するようにスケジュール設定した場合は、スケジュール設定タスク ページにそのタスクが表示されます。

次に進む前に

タスクを作成したあと、vSphere Client でタスクを監視および管理できます。
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マシンの再構成 6
vCenter Converter を使用すると、vCenter Server が管理する Windows 仮想マシンを再構成できます。再構成ウィ
ザードを使用すると、VMware Tools を仮想マシンにインストールでき、新規仮想マシンの ID をカスタマイズできます。

vCenter Converter は、Windows NT ゲスト OS については、カスタマイズと VMware Tools のインストールはサポー
トしていません。

次のリストに、再構成タスクを作成する手順と、関連する概念を示します。

1 再構成ウィザードの起動 (P. 53)

vCenter Converter の再構成ウィザードを使用して、再構成する仮想マシンについての情報を入力できます。ウィ
ザードは操作する際の状況によって内容が異なります。再構成タスクを開始するには、ウィザードのステップを完

了する必要があります。

2 新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ (P. 54)

再構成ウィザードのカスタマイズ ページで、ゲスト OS に応じて、VMware Tools のインストール、ゲスト OS の
カスタマイズ、システムの復元チェックポイントの削除、またはこれらのオプションの組み合わせを選択できます。

3 再構成の完了 (P. 56)

ウィザードの設定が完了しましたページで、選択した内容を確認したあと、変換タスクをスケジュール設定したり、

前に戻って設定を変更したりできます。

再構成ウィザードの起動

vCenter Converter の再構成ウィザードを使用して、再構成する仮想マシンについての情報を入力できます。ウィザード
は操作する際の状況によって内容が異なります。再構成タスクを開始するには、ウィザードのステップを完了する必要が

あります。

開始する前に

vSphere プラグイン マネージャで vCenter Converter Client が有効になっている必要があります。

手順

1 [スタート]  -  [すべてのプログラム]  -  [VMware]  -  [VMware vSphere Client]  を選択します。

2 vCenter Converter に関連付けられた vCenter Server のホスト名または IP アドレスを入力します。

3 適切な Windows ドメインのユーザー名とパスワードを入力し、 [ログイン]  をクリックします。

4 インベントリまたはタスク ビューで仮想マシンを右クリックし、 [再構成]  を選択して、再構成ウィザードを起動します。

次に進む前に

これで、カスタマイズ処理を開始する準備ができました。

VMware, Inc.  53



新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ

再構成ウィザードのカスタマイズ ページで、ゲスト OS に応じて、VMware Tools のインストール、ゲスト OS のカスタ
マイズ、システムの復元チェックポイントの削除、またはこれらのオプションの組み合わせを選択できます。

カスタマイズの手順は、新規仮想マシンで使用するゲスト OS によって異なります。VMware Tools のインストール、ゲスト
OS のカスタマイズ、システムの復元チェックポイントの削除を行なったり、またはこれらのオプションの組み合わせを
選択したりできます。

Windows NT ゲスト OS については、vCenter Converter は、カスタマイズおよび VMware Tools のインストールを
サポートしていません。

VMware Tools のインストール

VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを強化し、仮想マシンの管理機能を向上させるための一連
のユーティリティです。VMware Tools の詳細については、『vSphere 基本システム管理』 ガイドを参照してください。

再構成中の仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

手順

u カスタマイズ ページで  [VMware Tools のインストール]  が選択されていることを確認し、 [次へ]  をクリックします。

次に進む前に

さらに構成オプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして、タスクをスケジュール設定することができます。

新しい仮想マシンの ID をカスタマイズ

仮想マシンの名前の入力、タイム ゾーンの変更、およびネットワーク プロパティの変更が可能です。

[カスタマイズ]  オプションが表示されない場合は、vCenter Server マシンの適切な場所に Microsoft Sysprep ツールを
インストールする必要があります。たとえば、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data
¥VMware¥VMware VCENTER¥sysprep にインストールします。

次の情報をカスタマイズできます。

n ネットワーク上で仮想マシンを識別するためのコンピュータ情報の変更。

n サーバのライセンス情報の入力。

n 仮想マシンのタイム ゾーンの変更。

n 各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更。

手順

1 カスタマイズ ページで、 [仮想マシンの ID をカスタマイズ]  を選択して  [次へ]  をクリックします。

2 コンピュータ情報ページで、必要があれば次のフィールドをカスタマイズします。

オプション 説明

コンピュータ名 ネットワーク上で仮想マシンを識別するための一意の名前です。使用できる文字は、A
～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフンです。アンダースコアは標準的ではありません
が、vCenter Converter では使用できます。最大 63 文字です。数字だけを使用して
コンピュータ名を指定することはできません。

所有者名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

組織名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

新規セキュリティ ID （SID） の生成 新しいセキュリティ ID を生成します。デフォルトで、Windows Vista システムには
セキュリティ ID が事前選択されています。

 

vCenter Converter 管理ガイド

54  VMware, Inc.



3 [次へ]  をクリックします。

4 必要に応じて、この仮想マシンの Windows のライセンス情報を入力し、 [次へ]  をクリックします。

[製品 ID]  フィールドは空のまま、次のページに進むことができます。

[サーバ ライセンス情報を含める]  チェック ボックスが適用されるのは、Microsoft Windows 2000 Server および
Microsoft Windows Server 2003 オペレーティング システムのみです。このチェック ボックスを選択しないと、
[サーバ ライセンス モード]  ボタンを使用できません。Windows Vista では、この操作を行いません。

5 ドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイスを設定する必要がある場合は、ネットワーク インターフェイス設定ページが表示さ
れます。

6 (オプション) ネットワーク アダプタ設定をカスタマイズするには、ネットワーク インターフェイス設定ページでア
ダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックします。

n 1 つまたは複数のネットワーク アダプタが変更されると、 [すべてをリセット]  ボタンが有効になります。 [す
べてをリセット]  をクリックすると、すべてのアダプタの全設定がデフォルトに戻ります。 [次へ]  をクリック
します。

n デフォルトでは、すべてのネットワーク アダプタが DHCP （Dynamic Host Configuration Protocol） から IP
アドレスと DNS サーバ アドレスを取得します。デフォルト設定を使用する場合は、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスで、ネットワーク アダプタのプロパティを変更します。

フィールド 説明

全般 このフィールドは、IP アドレスおよび DNS サーバ アドレスを手動で入力する場合の
みに使用します。

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。
n 入力した DNS サフィックスごとに、 [追加]  をクリックします。
n 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用

して、仮想マシンが使用する接続の順序を変更します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、WINS のプライマリ アドレスおよびセ
カンダリ アドレスを指定します。

 

8 [OK]  をクリックしてネットワーク インターフェイス設定ページに戻り、 [次へ]  をクリックします。

9 ワークグループまたはドメイン ページで、仮想マシンのネットワークへの参加方法を選択します。

フィールド 説明

ワークグループ 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、およびハイフン （-） です。
長さは最大 15 文字です。

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフンです。ピリオドで区切られた各ラベルの長さは

最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー名およ
びパスワードは必須です。

 

10 [次へ]  をクリックします。

設定内容に従って、vCenter Converter が新しい仮想マシンのゲスト OS を構成します。

次に進む前に

カスタマイズ ページのオプション指定後は、変換または再構成タスク用のパラメータを設定できます。

第 6 章 マシンの再構成
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システムの復元チェックポイントの削除

すべてのシステムの復元チェックポイントを削除すると、ターゲット マシンを変換前の状態に戻すことができなくなります。

ターゲットの仮想マシンをソース システムのレプリカにする場合、システムの復元チェックポイントは削除しないでくだ
さい。そのほかの場合は、クローン作成モードに関係なくシステムの復元チェックポイントをすべて削除します。

注意   ターゲット仮想マシンで、ソース マシンをクローン作成する前に作成されたチェックポイントをリストアすると、
システムで障害が発生し、ターゲット仮想マシンを起動できなくなる可能性があります。

クローン作成モードの詳細については、「クローン作成モード (P. 13)」 を参照してください。

システムの復元チェックポイントを削除する場合は、次の状況に注意してください。

n Windows Vista、Windows XP、および Windows Server 2008 システムでは、デフォルトでシステムの復元が有
効になっています。

n Windows Server 2003 は、デフォルトではシステムの復元はインストールされていません。インストールされてい
る場合、Windows マシンのシステムのプロパティ ダイアログ ボックスで  [システムの復元]  タブが操作可能です。

n Windows XP ソースによるクローン作成モードの場合、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプ
ションがデフォルトで選択されています。

n ボリュームベースでファイルレベルによる Windows Vista および Windows Server 2008 のクローン作成の場合、
デフォルトでは vCenter Converter はシステムの復元チェックポイントをターゲットの仮想マシンにコピーしません。
[システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプションは無視されます。

手順

u カスタマイズ ページで、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  を選択します。

vCenter Converter は、システムの復元チェックポイントをソース仮想マシンからターゲット仮想マシンにコピーしません。

次に進む前に

さらに構成オプションを設定するか、 [次へ]  をクリックして、変換または再構成タスクをスケジュール設定することがで
きます。

再構成の完了

ウィザードの設定が完了しましたページで、選択した内容を確認したあと、変換タスクをスケジュール設定したり、前に

戻って設定を変更したりできます。

手順

1 新しい仮想マシンの設定の概要を確認します。

2 [終了]  をクリックしてウィザードを閉じ、 [タスク ビュー]  でタスク リストにある再構成ジョブを表示します。

タスクをただちに実行するようにスケジュール設定した場合は、最近のタスク リストと、 [タスクおよびイベント]  タブ
にそのタスクが表示されます。進捗状況は  [タスクの進捗状況]  タブで確認できます。

タスクをあとで実行するようにスケジュール設定した場合は、スケジュール設定タスク ページにそのタスクが表示されます。

次に進む前に

仮想マシンを再構成したあと、vSphere Client で仮想マシンを監視および管理できます。
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vCenter Converter のタスクの管理 7
vCenter Converter には、移行を管理するためのタスク マネージャがあります。vCenter Converter のいずれかのウィ
ザードを使用してタスクを作成し、マシンをインポート、エクスポート、またはカスタマイズする方法を設定したら、

vSphere Client のタスク ビューを使用して、タスクがどのように実行されているかの管理、タスクの編集、タスクの進
捗状況の確認などを行うことができます。

vCenter Converter タスクの管理は、vCenter Server のほかのタスクを管理するのに似ています。タスク管理の一般的
な情報は、『vSphere 基本システム管理』 ガイドを参照してください。

再構成のタスクをスケジュール設定することはできません。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter のタスクの表示と監視 (P. 57)

n タスクのコピー (P. 59)

n スケジュール設定タスクを今すぐ編集 (P. 59)

n スケジュール設定されたタスクを今すぐ実行 (P. 60)

n タスクのキャンセル (P. 60)

n タスクの削除 (P. 60)

vCenter Converter のタスクの表示と監視

vCenter Converter のタスクを監視する方法は、vSphere Client のインベントリによって異なります。

vSphere Client には、現在、完了済み、またはスケジュール設定されている vCenter Converter タスクを監視する方法
として次のものがあります。

n [タスクおよびイベント]  タブの  [タスク]  ビューには、選択されたインベントリ オブジェクトの現在、または完了済
みのタスクが一覧で表示されます。

n 最近のタスク パネルには、すべてのインベントリ オブジェクトに対する現在のタスク、および最近完了したタスク
が一覧で表示されます。

n [スケジュール設定タスク]  ビューには、すべてのインベントリ オブジェクトに対してスケジュール設定されている
タスクが一覧で表示されます。

インベントリ オブジェクトのタスク ステータスの監視

vCenter Converter を使用して、vSphere Client でスケジュール設定されている変換タスクのステータスを監視できます。
タスクがキュー、処理中、正常終了、または失敗のどのステータスにあるか確認できます。

開始する前に

タスクをタスク リストで確認するには、インポート、エクスポート、再構成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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手順

1 vSphere Client を開始し、vCenter Converter に関連付けられている vCenter Server に接続します。

2 ナビゲーション バーの  [インベントリ]  をクリックし、 [ホストおよびクラスタ]  ビューを選択します。

3 （ホストなどの） インベントリ オブジェクトを選択し、 [タスクおよびイベント]  タブをクリックします。

4 [タスク]  をクリックします。

タスクのステータスが、次のいずれかのアイコンで示されます。

タスクが正常に完了しました。

タスクが失敗しました。詳細はタスクの詳細を参照してください。

タスクはキューにあるか、処理中です。システム リソースの負荷が高い場合は、タス
クはキューに入ります。キューに入ったタスクは、十分なシステム リソースが使用で
きるようになったときに実行されます。処理中のタスクにはステータス バーが表示され、
処理が完了した割合が示されます。

次に進む前に

タスクが正常に完了したら、仮想マシンがインベントリ リストに表示されます。

すべてのインベントリ オブジェクトに関するスケジュール設定タスクの監視

すべてのインベントリ オブジェクトを確認して、どのタスクがスケジュール設定されているか、および各タスクが最後に
実行されたのはいつかを判断できます。

手順

1 vSphere Client を開始し、vCenter Converter に関連付けられている vCenter Server に接続します。

2 ナビゲーション バーの右上隅にある  [スケジュール設定タスク]  をクリックし、どのタスクがスケジュール設定され
ているか、および各タスクが最後に実行されたのはいつかを判断します。

すべてのスケジュール設定タスクの詳細なリストが表示されます。

次に進む前に

スケジュール設定タスク リストで、すべてのタスクのステータスを監視できます。

すべてのインベントリ オブジェクトに関する完了タスクまたは現在のタスクの表示

すべてのインベントリ オブジェクトについて、最近完了したタスク、または現在のタスクを監視できます。

手順

1 vSphere Client を開始し、vCenter Converter に関連付けられている vCenter Server に接続します。

2 最近のタスク パネルが表示されない場合は、ステータス バーの  [タスク]  をクリックします。

最近のタスク パネルに、すべてのインベントリ オブジェクトについて、最近完了したタスクまたは現在のタスクの情報
が表示されます。

次に進む前に

タスクの詳細を確認し、タスクのステータスを監視できます。
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タスクの詳細の表示

タスク詳細ペインまたはタスク サマリ ダイアログ ボックスで、特定のタスクの詳細情報を表示できます。

タスク詳細ペインには、タスクおよび関連するイベントの情報が表示されます。タスクが失敗している場合は、ログ ファ
イルの場所に関する情報がこのペインに示されます。この情報は、問題のトラブルシューティングで役に立つことがあり

ます。ログ ファイルは永続的に保存されているものではないため、障害が発生したら、できるだけすぐにログ ファイル
にアクセスしてください。

タスクの詳細を表示するには、次のいずれかの方法を選択します。

手順

n タスクおよびイベント タスク リストでタスクを選択します。

n 最近のタスク パネルでタスクを右クリックし、 [サマリの表示]  を選択します。

タスクの詳細がタスク詳細ペインに表示されます。

次に進む前に

タスクが完了したら、仮想マシンをパワーオンできます。

タスクのコピー

キュー内にないタスク、または処理中ではないタスクをコピーするか、スケジュール設定されているタスクをコピーして、

新しいタスクを作成できます。タスクをコピーすると、情報をウィザードに再入力せずに、元のタスクの情報を再利用し

て変更できます。

手順

u タスクおよびイベント リストでタスクを右クリックし、 [新規としてコピー]  を選択します。

元のタスクに関連付けられているウィザード （元のタスクがエクスポート タスクの場合はエクスポート ウィザード、など）
が開始されるので、タスクの設定を変更して、新しいタスクを作成できます。

次に進む前に

タスクのステータスの監視を継続します。タスクが正常に完了すると、そのオブジェクトがホスト マシンのインベントリ
リストに表示されます。新しいインベントリ オブジェクトまたは再構成されたインベントリ オブジェクトの状態は、 [サマリ]
タブで確認できます。

スケジュール設定タスクを今すぐ編集

スケジュール設定タスクを編集して、タスクを実行する前に設定を変更できます。

手順

1 ナビゲーション バーの  [スケジュール設定タスク]  をクリックします。

2 タスクを右クリックして  [プロパティ]  を選択します。

元のタスクに関連付けられているウィザード （元のタスクがエクスポート タスクの場合はエクスポート ウィザード、など）
が開始されるので、このタスクの設定を変更できます。

次に進む前に

タスクのステータスの監視を継続します。タスクが正常に完了すると、そのオブジェクトがホスト マシンのインベントリ
リストに表示されます。新しいインベントリ オブジェクトまたは再構成されたインベントリ オブジェクトの状態は、 [サマリ]
タブで確認できます。
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スケジュール設定されたタスクを今すぐ実行

スケジュール設定タスクは、特定の日付および時間に実行されるよう指定されています。ただし、スケジュール設定タス

クをただちに実行するよう選択できます。スケジュール設定タスクをただちに実行しても、指定した元のスケジュールに

は影響しません。

手順

1 ナビゲーション バーの  [スケジュール設定タスク]  をクリックします。

2 タスクを右クリックして  [実行]  を選択します。

タスクはただちに実行されるか、タスクを実行するだけのリソースが使用できるようになるまでキューに入っています。

タスクは、最初にスケジュールされた時間にもう一度実行されます。

次に進む前に

タスクのステータスの監視を継続します。タスクが正常に完了すると、そのオブジェクトがホスト マシンのインベントリ
リストに表示されます。新しいインベントリ オブジェクトまたは再構成されたインベントリ オブジェクトの状態は、 [サマリ]
タブで確認できます。

タスクのキャンセル

キュー内のタスク、または処理中のタスクをキャンセルすることができます。キャンセルされたタスクは、失敗したこと

を表すラベルと、ユーザーがタスクをキャンセルしたことを表すメッセージが付けられます。

手順

1 タスクおよびイベント タブで、タスクを右クリックして  [キャンセル]  を選択します。

2 確認ダイアログ ボックスで  [はい]  をクリックし、タスクをキャンセルします。

タスクがキャンセルされ、失敗したことを表すラベルが示されます。タスクはリストから削除されます。

次に進む前に

新しいタスクを作成または開始するか、既存のタスクの監視を継続することができます。

タスクの削除

スケジュール設定タスクのリストから、タスクを随時に削除できます。

手順

1 ナビゲーション バーの  [スケジュール設定タスク]  をクリックします。

2 タスクを右クリックして  [削除]  を選択します。

タスクが、スケジュール設定タスクのリストから削除されます。

次に進む前に

新しいタスクを開始するか、既存のタスクの監視を継続することができます。
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VMware vCenter Converter Boot CD 8
コールド クローニング （オフライン クローニングとも呼ばれる） では、OS を実行していないときにソース マシンのク
ローンを作成します。マシンのコールド クローニングを行うときは、独自のオペレーティング システムを持ち、vCenter
Converter アプリケーションが含まれた CD からソース マシンを再起動します。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter Boot CD の作成 (P. 61)

n ネットワークの構成 (P. 62)

n インポート ウィザードの起動 (P. 62)

n ソース データの選択 (P. 63)

n 新規仮想マシンのターゲットの選択 (P. 63)

n 新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ (P. 66)

n peTool を使用した vCenter Converter Boot CD の変更 (P. 69)

vCenter Converter Boot CD の作成

vCenter Converter Boot CD を使用するには、あらかじめ ISO ファイルをダウンロードし、CD を作成しておく必要が
あります。

vCenter Converter アプリケーションを起動する前に、CD 上のオペレーティング システムのネットワーク設定を変更し
てください。たとえば、固定 IP アドレスを指定したり、DNS/WINS サーバのアドレスを変更します。この手順は省略で
きます。vCenter Converter アプリケーションの起動後に、これらの設定を変更することもできます。

手順

1 当社の Web ページで  [ダウンロード]  リンクをクリックします。

2 製品ダウンロード ページで VMware vSphere 4 の  [ダウンロード]  リンクをクリックしてから、VMware vCenter
Server 4.0 の  [ダウンロード]  リンクをクリックします。

3 ログイン認証情報を入力します。

エンド ユーザー使用許諾契約書ページで契約条項を確認し、 [使用許諾契約書の条項に同意します]  を選択して、 [OK]
をクリックします。

4 vCenter Server 用の VMware vCenter Converter Boot CD のエントリの横にある  [ZIP イメージ]  をクリックし、
ファイルをダウンロードします。

ファイル名は VMware-convertercd 4.1.0--<xxxxx>.zip となり、<xxxxx> はビルド番号を示しています。

5 coldclone.iso ファイルを展開し、任意のソフトウェアを使用してイメージ ファイルから vCenter Converter
Boot CD を作成します。
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6 vCenter Converter Boot CD をソース マシンに挿入し、そのコンピュータを再起動します。

7 再起動後 10 秒以内に F12 キーを押し、起動デバイス メニューにアクセスします。

8 起動 CD を挿入した CD ドライブを選択し、任意のキーを押して次に進みます。

9 (オプション) ネットワーク構成ダイアログ ボックスで、ログ ファイルなどの一時ファイルの場所を変更します。

デフォルトでは、一時ファイルが RAM に格納されます。

10 (オプション)  [詳細]  をクリックし、各ネットワーク アダプタの  [速度とデュプレックス]  プロパティの値を設定します。

vCenter Converter アプリケーションが起動します。

次に進む前に

これで、インポート処理を開始できます。

ネットワークの構成

vCenter Converter アプリケーションを起動する前に、Boot CD 上のオペレーティング システムのネットワーク設定を
変更することで、vCenter Converter コンポーネントがターゲット仮想マシンと通信できるようにします。たとえば、固定 IP
アドレスを指定したり、DNS または WINS サーバのアドレスを変更したりすることができます。

開始する前に

この手順は省略できます。これらの設定は、あとで vCenter Converter アプリケーション内で変更することもできます。

手順

1 (オプション) ネットワーク構成ダイアログ ボックスでネットワーク設定を変更します。

a プロンプトが表示されたら、 [はい]  をクリックして設定を更新します。 [いいえ]  をクリックすると、vCenter
Converter アプリケーションが起動します。

b メインの vCenter Converter アプリケーションで  [管理]  -  [ネットワーク構成]  を選択します。

ネットワーク構成ダイアログ ボックスが開きます。

2 [ネットワークのプロパティ]  タブをクリックします。

3 固定 IP アドレスを入力し、 [適用]  をクリックします。

4 [ネットワーク ドライブ]  タブをクリックし、ドライブをネットワーク共有にマッピングします。

5 [接続]  をクリックします。

6 必要に応じて、特定のネットワーク共有に接続するためのドメイン、ユーザー名、パスワードを入力し、 [OK]  をク
リックします。

7 [OK]  をクリックします。

これで、現在の環境用にネットワークが構成されます。

次に進む前に

vCenter Converter アプリケーションを使用して変換処理を開始できます。

インポート ウィザードの起動

vCenter Converter のインポート ウィザードを使用すると、ソース ボリュームと仮想マシンのターゲットを選択し、仮
想マシンをカスタマイズすることができます。

インポート タスクは、ほかのタスクと同様に vSphere Client で監視および管理できます。
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手順

1 vCenter Converter アプリケーションのメイン メニューで、 [マシンのインポート]  をクリックします。

2 [次へ]  をクリックします。

インポート ウィザードが開きます。ウィザードを完了して、タスク リストに変換タスクを追加します。

次に進む前に

これで、インポート処理を開始する準備ができました。

ソース データの選択

ストレージ管理を容易にするには、インポートするソース マシンのボリュームを選択し、新しい仮想マシン内でのそのサ
イズを指定します。すべてのディスクを変更なしでインポートすることもできます。

手順

1 ソース ページで、 [次へ]  をクリックします。

2 インポートしたディスクを変更するか、そのまま保持します。

a すべてのディスクを変更なしでインポートするには、 [すべてのディスクをインポートして、サイズを維持]  が
選択されていることを確認し、 [次へ]  をクリックします。

インポートする仮想マシンのゲスト OS が Linux の場合は、これが唯一の選択肢になります。

b 変換後のディスクのサイズを変更するには、 [ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減]  をクリッ
クします。

3 インポートしないすべてのボリュームを選択します。

4 [新規ディスク スペース]  ドロップダウン メニューで各ボリュームのボリューム サイズを指定して、 [次へ]  をクリッ
クします。

オプション 説明

サイズを維持 元のサイズのボリュームを維持します。

最小サイズ 使用されているボリューム部分のみを変換して、追加される容量を小さくします。

<GB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをギガバイト単位で入力します。

<MB 単位でサイズを入力> 特定のサイズをメガバイト単位で入力します。

 

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。

新規仮想マシンのターゲットの選択

インポートしようとしている仮想マシンのターゲットを選択する必要があります。ESX/ESXi の仮想マシン ターゲット、
vCenter Server 4.0 または VirtualCenter 2.x で管理される ESX/ESXi ホスト、またはスタンドアローン仮想マシンやバッ
クアップ イメージ ターゲットを選択できます。

vCenter Server 仮想マシンのターゲットの選択

vCenter Server で管理する ESX/ESXi ホストで実行するよう仮想マシンをインポートするには、あらかじめ構成パラメー
タを設定する必要があります。

手順

1 ターゲット ページで、 [次へ]  をクリックします。

2 ドロップダウン メニューから  [vSphere 仮想マシン]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。
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3 ドロップダウン メニューでターゲット サーバを選択するか、リストにない場合はサーバの名前を入力します。

4 ターゲット サーバの管理者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。

5 仮想マシンに名前を付け、vCenter Server インベントリ内のターゲット フォルダを選択して、 [次へ]  をクリック
します。

6 仮想マシンを実行するホスト、クラスタ、またはリソース プールを選択します。

a ホストまたはクラスタ ページで、ホスト、クラスタ、またはリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

b ホスト ページでホストを選択し、 [次へ]  をクリックします。

c リソース プール ページでリソース プールを選択し、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) 手動モードでクラスタを選択する場合は、ホスト ページで仮想マシンのホストを選択します。

8 (オプション) ディスクを複数のデータストアに分散するか、仮想マシンの構成ファイルと各ディスクを異なるデータ
ストアに配置し、 [次へ]  をクリックします。

a [詳細]  をクリックし、ディスクと仮想マシン構成ファイルのリストを表示します。

b 各ディスクとファイル用のデータストアを、ドロップダウン メニューから選択します。

9 ネットワーク ページで、仮想マシンのネットワーク アダプタをネットワークに割り当て、 [次へ]  をクリックします。

ネットワーク パネルには、配置先で使用可能なネットワークが含まれたドロップダウン メニューがあります。割り
当てるアダプタの数をドロップダウン メニューで設定したり、仮想マシンをパワーオンしたときにネットワークを
接続するかどうかを設定できます。

次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。

ESX/ESXi 仮想マシンのターゲットの選択

管理対象外の ESX/ESXi ホストのインスタンスで実行するよう仮想マシンをインポートするには、あらかじめ構成パラメー
タを設定する必要があります。

ソースに応じて、仮想マシンの構成ファイルとディスク用に 1 つまたは複数のデータストアを選択します。

手順

1 ターゲット ページで、 [次へ]  をクリックします。

2 ドロップダウン メニューから  [vSphere 仮想マシン]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 ドロップダウン メニューでターゲット サーバを選択するか、リストにない場合はサーバの名前を入力します。

4 ターゲット サーバの管理者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。

5 仮想マシンに割り当てる固有の名前を入力し、 [次へ]  をクリックします。

6 仮想マシンのホストを選択し、 [次へ]  をクリックします。

7 仮想マシンの構成ファイルとディスク用のデータストアを選択し、 [次へ]  をクリックします。

すべてのデータストアと、そこで使用可能な容量が表示されます。選択したディスクを格納できるだけの大きさのあ

るデータストアを選択する必要があります。

vCenter Converter 管理ガイド

64  VMware, Inc.



8 (オプション) ディスクを複数のデータストアに分散するか、仮想マシンの構成ファイルと各ディスクを異なるデータ
ストアに配置するには、 [詳細]  をクリックします。

各ディスクとファイル用のデータストアを、ドロップダウン メニューから選択します。

9 ネットワーク アダプタを、ターゲット ESX/ESXi ホスト ネットワーク上のネットワークにマッピングし、 [次へ]  を
クリックします。

ネットワーク パネルには、配置先で使用可能なネットワークが含まれたドロップダウン メニューがあります。ドロッ
プダウン メニューでは、マッピングするアダプタの数も設定できます。

次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。

スタンドアローン仮想マシンまたはバックアップ イメージのターゲットの選択

Workstation の仮想マシンとして実行するよう仮想マシンをインポートするには、あらかじめ構成パラメータを設定する
必要があります。

[パフォーマンスを高めるためにすべてのディスク スペースを割り当てます]  オプションでは、ソースで使用している容量
よりも大きなディスク ファイルが作成されることがあります。たとえば、ソース ディスクでは 16GB のディスク中 2GB
のみがこのファイル用に使用されている場合に、 [パフォーマンスを高めるためにすべてのディスク スペースを割り当てる]
オプションを指定してインポートすると、16GB のディスクが作成されます。インポートする前に、このサイズの増加分
を見込んで空き容量を確認してください。

手順

1 ターゲット ページで、 [次へ]  をクリックします。

2 ドロップダウン メニューで  [その他の仮想マシン]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

3 変換後の仮想マシンの名前を入力し、配置先を参照して入力します。

4 作成する仮想マシンのタイプを選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 完全クローン用のインポート オプションを選択します。

ソースとターゲットのタイプに応じて、新しい仮想マシンに対するディスク容量の割り当て方法に関する次のオプ

ションがあります。

n このクローンにすべてのディスク容量を割り当てるには、 [パフォーマンスを高めるためにすべてのディスク ス
ペースを割り当てる]  を選択します。このオプションでは、仮想マシンのパフォーマンスがある程度向上します。

n [仮想ディスク ファイルの拡張を許可]  を選択すると、仮想ディスク ファイルが最初は小さく、クローン作成元
のソース ディスクのサイズに達するまで必要に応じて拡大します。

n 仮想ディスクを FAT ファイル システムでサポートするには、 [ディスクを 2 GB のファイルに分割]  チェック
ボックスを選択したことを確認してください。

6 [次へ]  をクリックします。

7 仮想マシンに固有の名前を割り当てます。

名前の長さは最大 80 文字で、大文字と小文字が区別されます。英数字、アンダースコア （_）、ハイフン （-） を使
用できます。

8 仮想マシンの作成場所のパスを参照するか入力し、 [次へ]  をクリックします。

9 仮想マシンのネットワーク アダプタをブリッジ、ホストオンリー、または NAT ネットワークにマッピングし、 [次へ]
をクリックします。

次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。
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新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ

仮想マシンの作成および構成後は、仮想マシンのゲスト OS の ID とネットワーク設定をカスタマイズし、対象環境内で
すぐに稼動できるようにします。

カスタマイズの手順は、新規仮想マシンで使用するゲスト OS によって異なります。VMware Tools のインストール、ゲスト
OS のカスタマイズ、システムの復元チェックポイントの削除、またはこれらのオプションの任意の組み合わせを選択で
きます。

vCenter Converter は、Windows NT ゲスト OS でのカスタマイズと VMware Tools のインストールをサポートして
いません。

カスタマイズを行わずに、タスクを実行するには、「変換タスクの完了 (P. 68)」 を参照してください。

VMware Tools のインストール

VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを強化し、仮想マシンの管理機能を向上させるための一連
のユーティリティです。VMware Tools の詳細については、『vSphere 基本システム管理』 ガイドを参照してください。

ターゲット仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

手順

u カスタマイズ ページで、 [VMware Tools のインストール]  が選択されていることを確認します。

次に進む前に

さらに構成オプションを設定するか、 [次へ]  をクリックして、タスクをスケジュール設定することができます。

新しい仮想マシンの ID をカスタマイズ

仮想マシンの名前の入力、タイム ゾーンの変更、およびネットワーク プロパティの変更が可能です。

[カスタマイズ]  オプションが表示されない場合は、vCenter Server マシンの適切な場所に Microsoft Sysprep ツールを
インストールする必要があります。たとえば、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data
¥VMware¥VMware VCENTER¥sysprep にインストールします。

次の情報をカスタマイズできます。

n ネットワーク上で仮想マシンを識別するためのコンピュータ情報の変更。

n サーバのライセンス情報の入力。

n 仮想マシンのタイム ゾーンの変更。

n 各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更。

手順

1 カスタマイズ ページで、 [仮想マシンの ID をカスタマイズ]  を選択して  [次へ]  をクリックします。

2 コンピュータ情報ページで、必要があれば次のフィールドをカスタマイズします。

オプション 説明

コンピュータ名 ネットワーク上で仮想マシンを識別するための一意の名前です。使用できる文字は、A
～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフンです。アンダースコアは標準的ではありません
が、vCenter Converter では使用できます。最大 63 文字です。数字だけを使用して
コンピュータ名を指定することはできません。

所有者名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。
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オプション 説明

組織名 出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

新規セキュリティ ID （SID） の生成 新しいセキュリティ ID を生成します。デフォルトで、Windows Vista システムには
セキュリティ ID が事前選択されています。

 

3 [次へ]  をクリックします。

4 必要に応じて、この仮想マシンの Windows のライセンス情報を入力し、 [次へ]  をクリックします。

[製品 ID]  フィールドは空のまま、次のページに進むことができます。

[サーバ ライセンス情報を含める]  チェック ボックスが適用されるのは、Microsoft Windows 2000 Server および
Microsoft Windows Server 2003 オペレーティング システムのみです。このチェック ボックスを選択しないと、
[サーバ ライセンス モード]  ボタンを使用できません。Windows Vista では、この操作を行いません。

5 ドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択し、 [次へ]  をクリックします。

ネットワーク インターフェイスを設定する必要がある場合は、ネットワーク インターフェイス設定ページが表示さ
れます。

6 (オプション) ネットワーク アダプタ設定をカスタマイズするには、ネットワーク インターフェイス設定ページでア
ダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックします。

n 1 つまたは複数のネットワーク アダプタが変更されると、 [すべてをリセット]  ボタンが有効になります。 [す
べてをリセット]  をクリックすると、すべてのアダプタの全設定がデフォルトに戻ります。 [次へ]  をクリック
します。

n デフォルトでは、すべてのネットワーク アダプタが DHCP （Dynamic Host Configuration Protocol） から IP
アドレスと DNS サーバ アドレスを取得します。デフォルト設定を使用する場合は、 [次へ]  をクリックします。

7 (オプション) ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスで、ネットワーク アダプタのプロパティを変更します。

フィールド 説明

全般 このフィールドは、IP アドレスおよび DNS サーバ アドレスを手動で入力する場合の
みに使用します。

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。
n 入力した DNS サフィックスごとに、 [追加]  をクリックします。
n 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用

して、仮想マシンが使用する接続の順序を変更します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、WINS のプライマリ アドレスおよびセ
カンダリ アドレスを指定します。

 

8 [OK]  をクリックしてネットワーク インターフェイス設定ページに戻り、 [次へ]  をクリックします。

9 ワークグループまたはドメイン ページで、仮想マシンのネットワークへの参加方法を選択します。

フィールド 説明

ワークグループ 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、およびハイフン （-） です。
長さは最大 15 文字です。

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフンです。ピリオドで区切られた各ラベルの長さは

最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー名およ
びパスワードは必須です。

 

10 [次へ]  をクリックします。

設定内容に従って、vCenter Converter が新しい仮想マシンのゲスト OS を構成します。

次に進む前に

カスタマイズ ページのオプション指定後は、変換または再構成タスク用のパラメータを設定できます。

第 8 章 VMware vCenter Converter Boot CD

VMware, Inc.  67



システムの復元チェックポイントの削除

すべてのシステムの復元チェックポイントを削除すると、ターゲット マシンを変換前の状態に戻すことができなくなります。

ターゲットの仮想マシンをソース システムのレプリカにする場合、システムの復元チェックポイントは削除しないでくだ
さい。そのほかの場合は、クローン作成モードに関係なくシステムの復元チェックポイントをすべて削除します。

注意   ターゲット仮想マシンで、ソース マシンをクローン作成する前に作成されたチェックポイントをリストアすると、
システムで障害が発生し、ターゲット仮想マシンを起動できなくなる可能性があります。

クローン作成モードの詳細については、「クローン作成モード (P. 13)」 を参照してください。

システムの復元チェックポイントを削除する場合は、次の状況に注意してください。

n Windows Vista、Windows XP、および Windows Server 2008 システムでは、デフォルトでシステムの復元が有
効になっています。

n Windows Server 2003 は、デフォルトではシステムの復元はインストールされていません。インストールされてい
る場合、Windows マシンのシステムのプロパティ ダイアログ ボックスで  [システムの復元]  タブが操作可能です。

n Windows XP ソースによるクローン作成モードの場合、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプ
ションがデフォルトで選択されています。

n ボリュームベースでファイルレベルによる Windows Vista および Windows Server 2008 のクローン作成の場合、
デフォルトでは vCenter Converter はシステムの復元チェックポイントをターゲットの仮想マシンにコピーしません。
[システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  オプションは無視されます。

手順

u カスタマイズ ページで、 [システムの復元のチェックポイントをすべて削除]  を選択します。

vCenter Converter は、システムの復元チェックポイントをソース仮想マシンからターゲット仮想マシンにコピーしません。

次に進む前に

さらに構成オプションを設定するか、 [次へ]  をクリックして、変換または再構成タスクをスケジュール設定することがで
きます。

変換タスクの完了

ウィザードの設定が完了しましたページで選択内容を確認後は、変換タスクを開始するか、前に戻って設定を変更できます。

ESX/ESXi ホストをターゲットとする仮想マシンの作成後は、そのマシンをパワーオンすることもできます。

vCenter Converter Boot CD を使用した場合、同時にインポートできるマシンは 1 台のみです。

手順

1 新しい仮想マシンの設定の概要を確認します。

2 Windows が新しいハードウェアを検出し、再起動を求められた場合は、 [いいえ]  を選択して、カスタマイズ設定
が適用されるようにします。

新しい仮想マシンをカスタマイズする場合は、そのマシンをパワーオン後に 2 回再起動が行われると、カスタマイズ
設定が適用され、正常にログインできるようになります。仮想マシンを手動で再起動した場合は、カスタマイズ設定

がその仮想マシンに適用されません。

3 [終了]  をクリックします。

4 タスクが完了したら、 [ファイル]  -  [終了]  を選択して、ソース コンピュータを再起動します。

すぐにインポート タスクが開始されます。進捗状況は、 [タスクの進捗状況]  タブに表示されます。
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peTool を使用した vCenter Converter Boot CD の変更

VMware peTool をダウンロードして使用すると、Boot CD の ISO イメージに Windows ドライバを追加できます。peTool
を使用して、ストレージとネットワークのデバイス ドライバを追加できます。

手順

1 当社 Web サイトの VMware vSphere ダウンロード ページから vCenter Server 4.0 のページにアクセスし、
VMware-convertercd-4.1.0-<xxxxx>.zip （<xxxxx> はビルド番号） をダウンロードします。

2 zip ファイルから peTool.exe を取り出します。

3 必要なネットワーク ドライバを ISO イメージに追加します。
peTool -I <Conv_boot_cd.iso> -n <ドライバのフォルダ パス>

これで、ネットワーク ソフトウェアを構成して実行する準備ができました。

次に進む前に

ストレージに必要なドライバを追加し、peTool のオプションを使用してほかの操作を行います。「peTool のオプショ
ン (P. 69)」 を参照してください。

peTool のオプション

peTool のオプションを使用すると、実行可能なバイナリ ファイルと VNC パッケージを追加し、その他のアクションを
実行できます。

表 8-1.  peTool のオプション

オプション アクション

-h [--help] ヘルプ メッセージを表示します。

-i [--image] イメージ ファイルを選択します。

修正する WinPE の CD イメージを選択します。例： -i c:¥coldclone.iso。
元の ISO イメージは .bak 拡張子付きで保存されます。この例では、
coldclone.iso.bak という名前で保存されます。

-f [--disable_firewall] ファイアウォールを無効にします。

WinPE の起動段階のあとにファイアウォールを無効にします。

-d [--storage_driver] ストレージ デバイスのドライバを追加します。
これに続けて、対象となるデバイス ドライバが格納されたディレクトリのフル パスを 1
つまたは複数指定する必要があります。オリジナルの VMware vCenter Converter
Boot CD の ISO イメージには、これらのドライバが含まれていません。このオプショ
ンは、すでに入手済みのドライバの中からドライバを選択するために使用します。

-n [--network_driver] ネットワーク デバイスのドライバを追加します。
これに続けて、対象となるデバイス ドライバが格納されたディレクトリのフル パス
を指定する必要があります。

-t [--tmp] peTool 用の一時ディレクトリを指定します。ディレクトリが存在しない場合は、
peTool によって作成されます。一時ディレクトリを指定しなかった場合、peTool は
Windows が指定するデフォルトの一時ファイルを使用します。
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converter-tool コマンド ライン インター
フェイスによる移行 9

converter-tool の実行可能ファイル、およびコマンド ライン インターフェイス （CLI） を使用して、物理ソース マシン
および仮想ソース マシンを移行できます。

vCenter Converter CLI は、vSphere Client のプラグインを使用せずに、vCenter Converter 機能へのアクセスを提供
します。コマンド プロンプトから converter-tool.exe を開始して、CLI を起動します。そのあとで、対応する vCenter
Converter Server を持つ vCenter Server に対して、インポート、エクスポート、および再構成のジョブを送信できます。
ジョブは、p2v.xsd XML スキーマに基づいて、XML ファイルに記述されます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter CLI のシステム要件 (P. 71)

n Windows コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行 (P. 72)

n Linux コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行 (P. 72)

n converter-tool の構文とオプション (P. 73)

n ソース マシンおよびターゲット マシン (P. 76)

n VMware Consolidated Backup イメージのリストア (P. 76)

n インポート用の XML ファイルの例 (P. 77)

n エクスポート用の XML 入力ファイルの例 (P. 80)

n 再構成用の XML 入力ファイルの例 (P. 81)

n --jI [--jobSourceInspect] オプションの XML 出力ファイルの例 (P. 82)

vCenter Converter CLI のシステム要件

vCenter Converter CLI は、Windows および Linux コンピュータ上で実行できます。

Windows のシステム要件

vCenter Converter CLI は複数の Windows オペレーティング システムをサポートしており、36MB の RAM が必要です。

vCenter Converter CLI は、次の Microsoft Windows オペレーティング システムにインストールできます。

n Windows 2000

n Windows Server （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows XP Professional （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Vista （32 ビットおよび 64 ビット）

n Windows Server 2008 （32 ビットおよび 64 ビット）
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Linux システム要件

vCenter Converter CLI を Linux オペレーティング システムにインストールできます。vCenter Converter CLI ファイ
ルでは、195MB の RAM が必要です。

vCenter Converter CLI は次の Linux オペレーティング システムにインストールできます。

n SUSE Linux Server 10

n Red Hat Linux 5.0

Windows コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行

デフォルトでは、vCenter Converter インストーラまたは VMware vCenter Server インストーラのいずれかを使用して
vCenter Converter Server をインストールすると、vCenter Converter CLI が有効になります。

vCenter Converter CLI は、vCenter Converter Server と同じ場所にインストールされます。vCenter Converter イン
ストーラを使用して、ほかのコンピュータ上に CLI をインストールすることもできます。「vCenter Converter のインス
トール (P. 25)」 を参照してください。

デフォルトでは、converter-tool.exe ファイルは C:¥Program Files¥VMware¥Infrastructure¥Converter
Enterprise にインストールされます。

p2v.xsd に基づいたサンプルの XML ファイルは、C:¥Program Files¥VMware¥Infrastructure¥Converter
Enterprise¥Documentation にインストールされます。

手順

u converter-tool を実行するには、コマンド プロンプトを開いて、ファイルの場所まで移動して、
converter-tool.exe と入力し、 [Enter]  を押します。

converter-tool のバージョン情報とヘルプ ページが返されます。

次に進む前に

converter-tool とオプションを使用して、物理マシンまたは仮想マシンを移行できるようになりました。表 9-1 を参照
してください。

Linux コンピュータでの vCenter Converter CLI のインストールと実行

vCenter Converter インストーラは、Linux をサポートしていません。したがって、Linux インストーラの最新バージョ
ンをダウンロードする必要があります。

開始する前に

CLI を使用するには、converter-tool のオプションを理解している必要があります。オプションのリストと構文については、
表 9-1 を参照してください。

手順

1 vCenter Server 4.0 の Web ページから、Linux インストーラの最新バージョンをダウンロードします。これは、当社の
Web サイトの VMware vSphere 4 ダウンロード ページからアクセスできます。

2 VMware-converter-4.1.0-<xxxxx>.tar.gz の内容を、選択した場所に解凍します。

この例では、<xxxxx> はビルド番号です。

3 converter-tool ユーティリティを実行するには、ターミナル ウィンドウを開いて converter- tool.sh と入力し、
そのあとで、タスクに必要なオプションを指定します。

converter-tool のバージョン情報とヘルプ ページが返されます。
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次に進む前に

converter-tool とオプションを使用して、物理マシンまたは仮想マシンを移行できるようになりました。

converter-tool の構文とオプション

converter-tool ユーティリティでは、短いコマンド形式または長いコマンド形式を使用して、移行を実行できます。

たとえば、jobDescription.xml の XML ファイルに記述されている仮想マシンをインポートするには、次のいずれか
のコマンドを入力します。

n 短い形式： converter-tool --v. <VC Server> --vC <ユーザー名:パスワード> --jS
<jobDescription.xml>

n 長い形式： converter-tool --vcHost <VC Server> --vcCreds <ユーザー名:パスワード> --jobSubmit
<jobDescription.xml>

各コマンドまたはコマンド ラインでは、次のように 1 つのアクションのオプションしか使用できません。

n --query

n --verify

n --import

n --postprocess

各コマンドまたはコマンド ラインでは、--job* オプションのうち 1 つしか使用できません。オプションが指定されてい
ない場合、converter-tool は、--help が指定された場合のように動作します。

converter-tool のインスタンスは、10 個まで同時に実行できます。

表 9-1 に記載されているアクションを実行できます。

表 9-1.  converter-tool のオプション

オプション アクション

-? [--help] CLI のオプションを一覧表示します。

--vH, --vcHost [http://]ホスト名

[.dns.domain.com][:ポート]
vCenter Server ホストを指定します。
対応する vCenter Converter Server を持つ vCenter Server シス
テムの接続オプションを指定します。

--vC, --vcCreds ユーザー名[:パスワード] --vcHost パラメータで指定した、vCenter Server システムに
ログインするのに必要な認証情報を指定します。このオプションが

指定されない場合、またはオプションのパスワードが指定されない

場合は、足りない情報を入力するようメッセージが表示されます。

--vH または --vcHost で指定された vCenter Server システムが
jobDescription.xml ファイルにも示されている場合、この
オプションで指定された認証情報が、XML ファイルの認証情報より
も優先されます。

--oF, --ovrOutputFile output.xml 指定されたファイル （--jobSubmit オプションの場合以外は
XML） へ出力をダイレクトします。

--oS, --ovrSourceCreds ユーザー名[:パスワード] インポートまたはポストプロセッシング ソースの認証情報を指定し
ます。指定された認証情報は、jobDescription.xml ファイ
ルの認証情報よりも優先されます。

このオプションは、--jobSubmit、--jobExec、--
jobSourceInspect、または --jobValidate と合わせて
使用する場合のみ有効です。
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表 9-1.  converter-tool のオプション (続き)

オプション アクション

--oT, --ovrTargetCreds ユーザー名[:パスワード] インポート ターゲットの認証情報を指定します。指定された認証情
報は、jobDescription.xml ファイルで指定された認証情報
よりも優先されます。

このオプションは、--jobSubmit または --jobExec オプショ
ンと合わせて使用する場合のみ有効です。

--oD, --ovrDomainAdminCreds ユーザー名[:パスワー

ド]
インポートが完了したあとでターゲット マシンをカスタマイズする
場合に、Windows ドメインの管理者の認証情報を指定します。指
定された認証情報は、jobDescription.xml ファイルで指定
された認証情報よりも優先されます。

このオプションは、--jobSubmit または --jobExec と合わ
せて使用する場合のみ有効です。

--jS, --jobSubmit jobDesciption.xml vCenter Converter Server へジョブを送信して非同期に実行し、
jobId をすぐにコンソールへ返します。
jobDescription.xml ファイルの入力形式は、p2v.xsd
ファイルで指定されます。0 以外の戻り値は、接続の失敗、ジョブ
の送信失敗、またはジョブを記述した XML ファイルが不正である
ことを表します。

jobDescription.xml ファイルに不正な XML コードが含ま
れている場合は、不正な部分がエラー メッセージで特定されます。

--jE, --jobExec jobDescription.xml 指定されたジョブを同期的に実行し、ジョブの進捗を表す、連続し

た出力ストリームをコンソールに返します。ジョブが完了すると、

P2vOutput.xsd ファイルに記述されている出力が表示され、そ
のあとに、P2VStatus.xsd ファイルに記述されている出力、ま
たは適切なエラー メッセージが続きます。

jobDescription.xml ファイルの入力形式は、p2v.xsd
ファイルで指定されます。

0 以外の戻り値は、接続の失敗、ジョブの開始失敗、またはジョブ
を記述した XML ファイルが不正であることを表します。

jobDescription.xml ファイルに不正な XML コードが含ま
れている場合は、不正な部分がエラー メッセージで特定されます。

--jI, --jobSourceInspect
jobDescription.xml

XML ファイルで指定されているソース マシンの詳細情報を返します。

入力形式は、p2v.xsd ファイルに記載されています。

XML の出力形式は、p2vOutput.xsd ファイルで指定されてい
ます。

--jV, --jobValidate jobDescription.xml 指定されたジョブ記述ファイルの妥当性チェックを実行します。見

つかった問題に関するメッセージは、コンソールに出力されます。

jobDescription.xml ファイルの入力形式は、p2v.xsd
ファイルで指定されます。

0 以外の戻り値は、vCenter Server または vCenter Converter
Server への接続に失敗したことを表します。XML で指定されたマ
シンへの接続に失敗したなど、jobDescription.xml ファイ
ルで見つかったすべてのエラーにより、該当するメッセージ、およ

び戻り値 0 がコンソールに返されます。

--jC, --jobCancel jobId 現在のジョブの実行を停止し、キューから削除します。このジョブ

の情報は保持され、--jobQuery オプションを使用して取得でき
ます。

Job canceled の文字列、または該当するエラー メッセージを
コンソールに返します。

0 以外の戻り値は、接続の失敗、あるいは jobId が不正、キャン
セル済み、またはキャンセル不可能ということを表します。
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表 9-1.  converter-tool のオプション (続き)

オプション アクション

--jQ, --jobQuery jobId 送信したジョブのステータスを照会します。

パスワードが P2vOutput.xsd ファイル （これには
P2VInput.xsd が含まれます） で指定されている場合を除き、
指定されたジョブのすべてのインポート パラメータを返し、続いて
P2VStatus.xsd で指定されている実行ステータスを返します。

0 以外の戻り値は、接続の失敗、または jobId が不正であること
を表します。

--jW, --jobWait jobId 送信されたジョブが完了、失敗、またはキャンセルされるのを待っ

てから値を返します。ジョブを待機している間に converter-
tool ユーティリティが中断された場合は、--jobWait オプショ
ンのみが中断されます。予定されている jobId の操作は中断され
ません。

該当するエラー メッセージ以外は、コンソールになにも返しません。
0 以外の戻り値は、vCenter Converter Server との通信の失敗、
または jobId が不正であることを表します。

--jG, --jobGetAll [jobState] 対象のユーザーが開始したすべてのジョブ リストを返します。

オプションで、jobState が指定されている場合があります。こ
のような場合は、指定された状態のジョブのみが返されます。指定

する jobState は、Queued、Running、Canceled、
Success、または Failed のいずれかとします。出力形式は、
P2VJobList.xsd ファイルで指定されます。
0 以外の戻り値は、vCenter Converter Server との通信の失敗、
または jobState パラメータが不正であることを表します。

注意   jobDescription.xml ファイルのソースまたはターゲットにアクセスするためのユーザー名またはパスワードを
指定しないと、converter-tool によって、ユーザー名またはパスワードを入力するよう要求されます。
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ソース マシンおよびターゲット マシン

converter-tool CLI は、vCenter Converter 4.0 または VirtualCenter 2.x と同じソースおよびターゲットをサポートし
ます。実行中の物理マシンまたは仮想マシンのライブ移行など、いくつかのタイプの移行を実行できます。

実行マシンの要件 （ソースに

のみすることが可能）
n vCenter Converter CLI にアクセス可能な物理マシンまたは仮想マシンにするこ

とができます。

n ソース マシンをシャット ダウンしなければならないことを回避するインポートを
実行します。

n インポートのときに、パワーオンする必要があります。

ホスト型マシンの考慮事項

（ソースまたはターゲットにす

ることが可能）

n 通常は、Workstation 製品、またはサポートしているバックアップ形式のフラット
ファイル仮想マシンです。

n vCenter Converter Server からアクセス可能な、ネットワーク共有上になけれ
ばなりません。

n ソースとして使用される場合は、インポートされるときに仮想マシンをパワーオ

フする必要があります。

管理型マシンの考慮事項

（ソースまたはターゲットにす

ることが可能）

n ESX/ESXi のインスタンス上で稼動中の仮想マシン。

n サーバは、ESX/ESXi ホスト、または vCenter Server で管理される ESX/ESXi ホ
ストとして指定できます。

n ソースとして使用する場合は、インポートのときに仮想マシンをパワーオフする

必要があります。

どのような場合でも、ソースまたはターゲット （あるいはその両方） は、vCenter Server、およびその関連する vCenter
Converter Server で管理されている必要があります。

すべての vCenter Converter CLI タスクが、すべてのタイプのソースおよびターゲットをサポートしているわけではあり
ません。表 9-2 は、各タイプのソースおよびターゲットでサポートされているタスクを示しています。

表 9-2.  vCenter Converter CLI タスクでサポートされているソースおよびターゲットのタイプ

インポート エクスポート 再構成

ソース ライブ、ホスト型、管理型 管理型のみ 管理型のみ

ターゲット 管理型のみ 管理型、ホスト型 なし

VMware Consolidated Backup イメージのリストア

VCB では、ESX/ESXi 仮想マシン全体をバックアップし、Workstation ディスク、.vmx ファイル、およびカタログ ファ
イルを使用してバックアップを格納できます。converter-tool ユーティリティは、vCenter Server が管理している ESX/
ESXi ホストへ VCB イメージをリストアできます。

プロパティを保持できる属性の設定が入力 XML ファイルに含まれていない場合、converter-tool ユーティリティは、仮
想マシンのプロパティを一部保持しません。表 9-3 に、これらのプロパティを保持している属性の設定を示します。

カタログ ファイルの情報は抽出されません。同じ場所へリストアするには、元のカタログ ファイルを参照して、その情
報を入力 XML ファイルに含めます。
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表 9-3.  プロパティを保持するための設定

ノード 属性 設定

ImportParams keepIdentity デフォルトは false です。仮想マシンの ID を保持するには true に設定
します。

preserveDeviceBackingInfo デフォルトは false です。CD-ROM、フロッピー、シリアル ポート、およ
びパラレル ポートのデバイス バッキング情報を保持するには、true に設定
します。

NicMappings preserveNicsInfo デフォルトは false です。ソースのネットワーク アダプタ情報を使用する
には、true に設定します。

インポート用の XML ファイルの例

vCenter Converter CLI をインストールすると、サンプルのジョブ記述 XML ファイルが含まれます。このファイルは、
ユーザー独自のインポート ジョブにあわせて変更できます。

例 9-1.  管理型ターゲットへのライブ ローカル マシンのインポート

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<p2v version="1.0" xmlns="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v p2v.xsd" uninstallAgentOnSuccess="0">
<source>
<liveSpec>
<creds host="source-machine" username="Administrator" password="password" /> 
</liveSpec>
</source>
<dest>
<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  The vCenter Server specified below must be the same one specified with the command 
line parameter --vcHost.The vCenter Server must have an associated the vCenter 
Converter server.--> 
<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
<!--The converter-tool --jI [--jobSourceInspect] option retrieves source information, 
and its XML output contains the volume ID.---> 
<volumesToClone>
<volumeCloneInfo separateDisk="false" 
volumeId="{computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323},1}"/>
<volumeCloneInfo separateDisk="true" 
volumeId="{computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323},2}"/>
<volumeCloneInfo separateDisk="true" 
volumeId="{computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323},3}"/>
</volumesToClone> 
<postProcessingParams>
<reconfigParams/> 
</postProcessingParams>
</p2v>

たとえば、converter-tool、--j I オプションの XML 出力の例は、「--jI [--jobSourceInspect] オプションの XML 出力
ファイルの例 (P. 82)」 を参照してください。
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例 9-2.  管理型ターゲットへの管理型ソースのインポート

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<p2v version="1.0" xmlns="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v p2v.xsd">
<source>
<managedSpec vmId="source-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, then the vCenter Converter server will 
use the credentials specified from the command line.Otherwise, you will be 
interactively prompted for credentials --> 
<creds host="source-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</source>
<dest>
<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, then vCenter Converter server will use 
the credentials specified from the command line.Otherwise, you will be interactively 
prompted for credentials --> 
<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
<postProcessingParams>
<reconfigParams/> 
</postProcessingParams>
</p2v>

管理型ターゲットへのホスト型ソースのインポート

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<p2v version="1.0" xmlns="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v p2v.xsd">
<source>
<!--The "password" attribute is only used for Symantec's SV2I format sources and can 
be omitted for other types of sources.The networkUsername should be of the form "machine
¥username" --> 
<hostedSpec path="¥¥source-machine¥My Virtual Machines¥winXP¥winXPPro.vmx" password="" 
networkUsername="domain¥username" networkPassword="password" />
</source>
<dest>
<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, the vCenter Converter server uses the 
credentials specified from the command line.Otherwise, you are interactively prompted 
for credentials --> 
<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
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<postProcessingParams>
<reconfigParams/> 
</postProcessingParams>
</p2v>
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エクスポート用の XML 入力ファイルの例

vCenter Converter CLI をインストールすると、サンプルのジョブ記述 XML ファイルが含まれます。このファイルは、
ユーザー独自のエクスポート ジョブにあわせて変更できます。

例 9-3.  ホスト型ターゲットへの管理型ソースのエクスポート

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<p2v version="1.0" xmlns="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v p2v.xsd">
<source>
<managedSpec vmId="source-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, the vCenter Converter server will use 
the credentials specified from the command line.Otherwise, you will be interactively 
prompted for credentials --> 
<creds host="source-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</source>
<dest>
<!-- The networkUsername should be of the form "machine¥username" -->
<hostedSpec vmName="destination-vm" path="¥¥destination-machine¥My Virtual Machines" 
networkUsername="dest-machine¥Administrator" networkPassword="password" />
</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_WS_5X" /> 
<postProcessingParams>
<reconfigParams/> 
</postProcessingParams>
</p2v>

管理型ターゲットへの管理型ソースのエクスポート

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<p2v version="1.0" xmlns="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v p2v.xsd">
<source>
<managedSpec vmId="source-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, the vCenter Converter server will use 
the credentials specified from the command line.Otherwise, you will be interactively 
prompted for credentials --> 
<creds host="source-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</source>
<dest>
<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, the vCenter Converter server will use 
the credentials specified from the command line.Otherwise, you will be interactively 
prompted for credentials --> 
<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>
</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
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<postProcessingParams>
<reconfigParams/> 
</postProcessingParams>
</p2v>

再構成用の XML 入力ファイルの例

vCenter Converter CLI をインストールすると、サンプルのジョブ記述 XML ファイルが含まれます。このファイルは、
ユーザー独自の再構成ジョブにあわせて変更できます。

例 9-4.  管理型ソースの再構成

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<p2v version="1.0" xmlns="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v p2v.xsd">
<source>
<managedSpec vmId="reconfig-target-vm">
<!--  username and password may be omitted.If the vCenter Server specified here is the 
same as the one specified from the command line, the vCenter Converter server will use 
the credentials specified from the command line.Otherwise, you will be interactively 
prompted for credentials --> 
<creds host="target-vc" username="Administrator" password="password"/> 
</managedSpec>
</source>
<postProcessingParams>
<reconfigParams/> 
</postProcessingParams>
</p2v>
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--jI [--jobSourceInspect] オプションの XML 出力ファイルの例

管理型ターゲットへライブ ソースをインポートすると、XML 出力ファイルが作成されます。

例 9-5.  converter-tool ---jI [--jobSourceInspect] オプションの XML 出力

<p2v uninstallAgentOnSuccess="1" version="2.2" xmlns="http://www.vmware.com/v2/
sysimage/p2v" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/v2/sysimage/p2v p2vOutput.xsd" 
xsi:type="P2VOutput">
<source>
<liveSpec>
<creds host="10.18.127.117" password="" port="0" username="Administrator"/>
</liveSpec>
</source>
<dest>
<managedSpec datastore="#datastore-1245" folder="#group-v3" host="#host-1242" 
resourcePool="" vmName="ag-nt4-test-tool">
<creds host="10.17.166.43" port="0" type="sessionId" username="Administrator"/>
</managedSpec>
</dest>
<importParams diskType="VMFS" preserveHWInfo="true" removeSystemRestore="true" 
targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED"/>
<postProcessingParams removeSystemRestore="true">
<reconfigParams/>
</postProcessingParams>
<sourceInfo>
<osInfo displayName="Windows NT 4" edition="Server" guestOsId="winNTGuest" 
is64Bit="false" majorVersion="4" minorVersion="0" osFamily="WINDOWS" spLevel="6" 
vendor="Microsoft"/>
<disks>
<diskInfo capacity="2106720256" deviceNumber="0" 
id="disk={9ba2498e79b590fd75d62d8b65fa945c367c0fea}"/>
</disks>
<volumes>
<volumeInfo capacity="2099232768" diskDeviceNumber="0" 
drive="C:"id="attVol={computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323},1}" 
isActiveVolume="true" isFilesystemUnderstood="true" isSystemVolume="true" 
used="1847039488"/>
</volumes>
<nics>
<nicInfo network=""/>
</nics>
</sourceInfo>
<compatibilityReport>
<compatibility compatibilityWarning="IMPORT_OK_NO_CUSTOMIZE"/>
<compatibility compatibilityWarning="IMPORT_OK_NO_INSTALL_TOOLS"/>
</compatibilityReport>
</p2v>
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用語集

BIOS （基本入出力システム）
マシンの起動を制御し、CPU とその他のデバイス （キーボード、モニタ、プリンタ、ディスク ドライブなど） との
間の通信を管理するファームウェア。

ブリッジ ネットワーク
ホスト型製品で、仮想マシンとホストの物理ネットワークとをつなぐネットワーク接続のタイプ。ブリッジ ネット
ワークを使用すると、仮想マシンは、ホストと同じ物理イーサネット ネットワーク上の別のコンピュータのように
見えます。カスタム ネットワーク、NAT （ネットワーク アドレス変換） も参照してください。

クローン

（名） 仮想マシンの複製。（動） 仮想マシンのコピーを作成すること。ホスト型製品では完全クローンとリンク ク
ローンが区別されます。完全クローン、リンク クローン も参照してください。

クラスタ

仮想環境内のサーバ グループ。クラスタによって高可用性ソリューションが可能になります。

コールド クローニング
VMware vCenter Converter では、マシン自体のオペレーティング システムからではなく vCenter Converter
Boot CD から、WinPE 内で実行中にローカル物理マシンをクローン作成すること。ホット クローニング も参照し
てください。

並行移行

VMware vCenter Converter で、複数の仮想マシンの変換と移行を同時に管理するタスク マネージャの機能。

構成

仮想マシン構成 を参照してください。

カスタム ネットワーク
ホスト型製品で、デフォルトのブリッジ、ホストオンリー、またはネットワーク アドレス変換 （NAT） の構成を使
用しない、仮想マシンとホスト間のネットワーク接続のタイプ。たとえば、複数の仮想マシンを別のネットワーク経

由でホストに接続したり、ホストに接続するのではなく仮想マシン同士を接続したりできます。ブリッジ ネットワーク、
vCenter Converter Boot CD （VMware vCenter Converter Boot CD）、NAT （ネットワーク アドレス変換） も
参照してください。

データ センター
ホストとそれに関連する仮想マシンを vCenter Server に追加するために必要な構造。vCenter Server では複数の
データ センターがサポートされています。1 台のホストは 1 つのデータ センター内でのみ管理できます。

データ センター フォルダ
データ センター構造内に含まれるオプションのインベントリ グループ構造。vCenter Server では複数のデータ センター
フォルダがサポートされています。データ センター フォルダには、データ センターとほかのデータ センター フォ
ルダだけを含めることができます。
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データストア

データ センター内の基本的な物理ストレージ リソースの組み合わせを仮想化したもの。データストアは、仮想マシ
ンのファイルを保存する場所です （物理ディスク、RAID、SAN など）。

ターゲット仮想マシン

VMware vCenter Converter では、最終的な場所に移行された仮想マシン。

DHCP （Dynamic Host Configuration Protocol）
動的アドレシングを可能にする通信プロトコル。このソフトウェアを使用すると、管理者が、ネットワークに接続す

る各デバイスに IP アドレスを割り当てる必要がありません。

DNS （Domain Name System）
ホスト名を IP アドレスに変換する、インターネットのデータ クエリ サービス。Domain Name Server や Domain
Name Service とも呼ばれます。

EULA （エンド ユーザー使用許諾契約書）
ユーザーに対する制約の詳細を示すソフトウェア ライセンス。

FAT （File Allocation Table）
File Allocation Table （FAT） を参照してください。

File Allocation Table （FAT）
ディスク上のすべてのファイルの各部分の場所や、ディスク上の未使用領域の場所に関する情報が保存されるディス

ク上の領域。

FQDN （完全修飾ドメイン名）
ホスト名とドメイン名を含む、ホストの名前。たとえば、ドメイン vmware.com 内のホスト esx1 の FQDN は
esx1.vmware.com です。

完全クローン

関連付けられている仮想ディスクをすべて含む、元の仮想マシンの完全なコピー。リンク クローン も参照してください。

仮想マシンのフル バックアップ
仮想マシン全体を構成するすべてのファイルをバックアップします。これらのファイルには、ディスク イメージ、.vmx
ファイルなどが含まれます。

GOS （ゲスト OS）
ゲスト OS を参照してください。

拡張可能なディスク

ディスク領域全体が事前に割り当てられていない仮想ディスクの種類。ディスク ファイルは最初は小さく、データ
がディスクに書き込まれると拡大します。事前割り当て済みディスク も参照してください。

ゲスト OS
仮想マシンの内部で実行するオペレーティング システム。ホスト OS も参照してください。

ゲスト ユーザー
一時的なユーザー名とパスワードを使用してシステムにログインできる、認証されていないユーザー。ゲスト ユー
ザーは、ファイルやフォルダへのアクセスが限られ、また権限も限られています。

ホスト

仮想化ソフトウェアを使用して仮想マシンを実行しているコンピュータ。ホスト マシン、ホスト コンピュータとも
呼ばれます。仮想化 （またはその他の） ソフトウェアがインストールされている物理コンピュータ。

ホスト エージェント
仮想マシンのホストにインストールされた場合、リモート クライアントの代わりにアクションを実行するソフトウェア。

ホスト コンピュータ
VMware Player ソフトウェアがインストールされている物理コンピュータ。ホスト コンピュータは ACE インスタ
ンスのホストです。
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ホスト型マシン

VMware Workstation ソフトウェアがインストールされている物理コンピュータ。ホスト型マシンは、VMware
Workstation 仮想マシンのホストです。

ホスト型製品

Microsoft Windows や Linux などのオペレーティング システムがインストールされた物理マシンでアプリケーショ
ンとして動作する VMware 製品 （Workstation、VMware Player、VMware Server、VMware ACE、Lab
Manager など）。ハイパーバイザー も参照してください。

ホスト OS
ホスト マシンで動作するオペレーティング システム。ゲスト OS も参照してください。

ホット クローニング
VMware vCenter Converter では、ローカルまたはリモート物理マシンを、そのマシン自体のオペレーティング シ
ステム内で実行中にクローン作成すること。コールド クローニング も参照してください。

ハイパーバイザー

ホスト コンピュータで複数のオペレーティング システムを同時に実行できるプラットフォーム。

IDE
(1) Integrated Drive Electronics の略。大容量ストレージ デバイスをコンピュータに接続するために使用される標
準の電子インターフェイス。IDE の ANSI 名は ATA （Advanced Technology Attachment） です。(2) 統合開発環境
（Integrated Development Environment） の略。

増分バックアップ

前回のバックアップがフル バックアップか、増分バックアップかに関係なく、前回のバックアップ以後に変更され
たファイルのみをバックアップするプロセス。

インベントリ

vCenter Server またはホスト エージェントが管理下のエンティティの整理に使用する階層構造。この階層は、
vCenter Server 内で監視しているすべてのオブジェクトのリストです。

インベントリ マッピング
保護サイトのリソース プール、ネットワーク、および仮想マシン フォルダと、リカバリ サイトの対応するリソース
プール、ネットワーク、および仮想マシン フォルダの間のマッピング。

LAN セグメント
同じチーム内の仮想マシンだけが使用できるプライベート仮想ネットワーク。仮想ネットワーク も参照してください。

リンク クローン
元の仮想マシンのコピー。コピーは、親仮想マシンの仮想ディスクにアクセスできる必要があります。リンク クロー
ンでは、仮想ディスクの変更が別個のファイル セットに保存されます。完全クローン も参照してください。

ローカル クローニング
VMware vCenter Converter を実行しているシステム内にある仮想マシンのコピーを作成するプロセス、または仮
想マシンに変換するために物理マシン自体のコピーを作成するプロセス。リモート クローニング も参照してください。

LUN （論理ユニット番号）
ストレージ アレイ内のディスク ボリュームの識別子。

管理下のエンティティ

インベントリ内の管理下のオブジェクト。インベントリ、管理下のオブジェクト も参照してください。

管理下のオブジェクト

サーバに配置されているオブジェクトで、参照によってのみクライアントと Web サービスの間を渡されます。管理
下のオブジェクトには処理が関連付けられますが、プロパティはない可能性があります。

移行

ホスト間で仮想マシンを移動するプロセス。VMotion を使用しない場合、仮想マシンはパワーオフしてから移行す
る必要があります。VMware vCenter Converter での移行 も参照してください。

用語集

VMware, Inc.  85



VMware vCenter Converter での移行
必要に応じてターゲット マシンに対応させながらファイル フォーマットを変換して、パワーオフ状態の仮想マシン
をローカルまたはリモート ホストから移動するプロセス。

NAS （ネットワーク接続型ストレージ）
従来のデータ ネットワークに接続するように設計された完全なストレージ システム。

NAT （ネットワーク アドレス変換）
ホスト ネットワークで、IP ネットワーク アドレスが 1 つだけあり、ホスト コンピュータがそのアドレスを使用して
いるときに、仮想マシンを外部ネットワークに接続できるネットワーク接続。VMware NAT デバイスが、1 台また
は複数の仮想マシンと、外部ネットワークの間でネットワーク データを渡します。各仮想マシンに向けた受信データ
パケットを識別し、正しい宛先に送信します。ブリッジ ネットワーク、vCenter Converter Boot CD （VMware
vCenter Converter Boot CD）、カスタム ネットワーク も参照してください。

NIC （ネットワーク インターフェイス カード）
コンピュータとネットワークの間で専用の接続を提供する拡張カード。ネットワーク アダプタとも呼ばれます。

NTFS ファイル システム
New Technology File System の正しく冗長な用法。

NTP （Network Time Protocol）
レイテンシーが異なるパケットスイッチ型データ ネットワークを経由してコンピュータ システムのクロックを同期
することで、UTC （Coordinated Universal Time） を配布するプロトコル。

nvram （不揮発性 RAM）
仮想マシンに属する BIOS 設定を格納するのに使用されるファイル名。

ページ ファイル
システムに仮想メモリを提供する、オペレーティング システムのコンポーネント。物理メモリ （RAM） に新しいメモリ
ページ用のスペースを空けるため、最近使用されたメモリ ページはディスク上のこの領域にスワップアウトされます。
「スワップ ファイル」 とも呼ばれます。仮想メモリ も参照してください。

権限

権限ロール、ユーザー名またはグループ名、管理下のエンティティの参照で構成されるデータ オブジェクト。権限
によって、指定したユーザーが、ロールに関連する権限を使用してエンティティ （仮想マシンなど） にアクセスで
きます。

通常モード

仮想マシン内で実行中のソフトウェアが発行するすべてのディスク書き込みが、独立ディスクとして構成されている

仮想ディスクにすぐに、かつ永続的に書き込まれるディスク モード。したがって、仮想ディスクまたは物理ディス
クが通常モードの独立ディスクの場合、ディスクは物理コンピュータの従来型ディスク ドライブのように動作します。

物理 CPU
物理マシン内の 1 つの物理 CPU。

物理ディスク

ホスト型製品の場合、ホスト マシンの物理ディスク ドライブまたはパーティションにマッピングされている仮想マ
シンのハードディスク。仮想マシンのディスクは、ホスト ファイル システム上またはローカル ハードディスク上の
ファイルとして格納できます。物理ディスクを使用するように仮想マシンを構成すると、vCenter Server はファイル
システム上のファイルとしてではなく RAW デバイスとして、ローカル ディスクまたはパーティションに直接アクセ
スします。仮想ディスク も参照してください。

ポート グループ
各メンバー ポートに対するバンド幅制限や VLAN タグ付けポリシーなどの仮想ネットワーク オプションを構成する
構造。同じポート グループに接続されている仮想ネットワークは、ネットワーク ポリシー構成を共有します。仮想
ネットワーク、VLAN （仮想ローカル エリア ネットワーク） も参照してください。

電源の入れ直し

コンピュータの電源を切断してから再投入するプロセス。通常、電源の入れ直しには、システムを再起動する効果が

あります。
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PRD （Product Requirements Document）
要求評価フェーズの調査段階で製品マーケティング グループが作成するドキュメント。

事前割り当て済みディスク

ディスクの作成時に、仮想マシンのすべてのディスク領域が割り当てられる仮想ディスクのタイプ。

特権

管理下のオブジェクト、または管理下のオブジェクトのグループに対して特定のアクションまたは一連のアクション

を実行する権限。

プロビジョニングされたストレージ

現在のエンティティが使用できるストレージの最大量。

プロビジョニング

CPU、メモリ、仮想ハードウェアなどのリソースを割り当て、システム イメージを展開することで、機能する仮想
マシンを作成するプロセス。

読み取り専用ユーザー

インベントリは表示できますが、タスクの実行は許可されていないユーザーのロール。

リモート クローニング
ネットワークを介して VMware vCenter Converter がアクセスする仮想マシンまたは物理マシンのコピーを作成す
ること。ローカル クローニング も参照してください。

リソース プール
仮想マシン間の割り当て管理に使用されるコンピューティング リソースの区分。

ロール

ユーザーやグループに割り当てて、VMware vSphere のオブジェクトへのアクセスを制御できる、一連の定義済み
の権限。

root ユーザー
ESX/ESXi ホストに完全な管理者権限でログインできるスーパーユーザー。root ユーザーは権限を変更したり、ユー
ザーやグループを作成したり、イベントを操作したりできます。

SAN （ストレージ エリア ネットワーク）
複数の VMware ESX/ESXi ホスト間で共有できる、ストレージ デバイスの大容量ネットワーク。SAN は VMotion
に必要です。

スケジュール設定タスク

指定時間に発生するように設定された vCenter Server アクティビティ。VMware Converter では、スケジュール
設定タスクは、仮想マシンの移行と構成から成ります。

サーバ

(1) 仮想マシンを管理および実行できるシステム。(2) 別のプロセスからの命令を受け取り、実行できるプロセス。

スナップショット

スナップショットを作成した時点の仮想マシンの状態の再現。仮想マシンの全ディスク データの状態と、仮想マシ
ンの電源状態 （オン、オフ、またはサスペンド） を含みます。仮想マシンがパワーオン、パワーオフ、サスペンド
の状態で、スナップショットを作成できます。

ソース

VMware vCenter Converter では、仮想マシンをインポートまたは作成する元になるマシン。

ソース仮想マシン

VMware vCenter Converter では、元の場所でインポートされる仮想マシン。

スタンドアローン仮想マシン

VMware Workstation、VMware Server、および VMware Player で実行される仮想マシン。ソース仮想マシン も
参照してください。

サポートされているパーティション

仮想ハード ディスクを構成する 1 つのドライブなど、VMware Tools が圧縮を準備できる仮想ディスク パーティション。

用語集
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スワップ ファイル
ページ ファイル を参照してください。

スワップ

仮想マシンをパワーオンした際に、対応するスワップ ファイルを仮想マシン構成ファイル （.vmx ファイル） と同
じ場所に作成および配置する処理。仮想マシンは、ページ （スワップ） ファイルが使用可能な場合のみパワーオン
できます。vmmemctl ドライバが使用可能ではない場合、ESX/ESXi ホストは、スワップを使用して仮想マシンから
メモリを強制的に解放します。

SYNC ドライバ
オペレーティング システムの I/O サブシステムを停止し、バックアップの一貫性を確保することを目的とするフィルタ
ドライバ。

ターゲット

要求 URL に対応するオブジェクト。

タスク

実行時間の長い処理の状態を表す管理下のオブジェクト。

TCP （Transmission Control Protocol）
ネットワーク上の 2 つのエンドポイント間で使用される、信頼性に優れた転送プロトコル。TCP は、インターネット
プロトコル （IP） を基盤とします。TCP/IP （Transmission Control Protocol/Internet Protocol） も参照してく
ださい。

TCP/IP （Transmission Control Protocol/Internet Protocol）
ネットワークで使用されているコンピューティング テクノロジーに関係なく、ネットワーク間の通信を可能にする
ように設計された一連のプロトコル （インターネットの言語）。TCP はホスト間を接続し、データ ストリームを高い
信頼性で交換し、配信を保証します。IP はパケットの形式を指定し、アドレシングを処理します。UDP （User
Datagram Protocol） も参照してください。

UDP （User Datagram Protocol）
インターネット プロトコル スイートの主要プロトコルの 1 つ。UDP によってプログラムはパケット （データグラム）
を、リモート マシンにあるほかのプログラムに送信できます。UDP ではコネクション確立は不要で、また UDP で
は通信の信頼性は保証されません。メッセージをネットワーク上にブロードキャストするための簡単で効率的な方法

です。TCP/IP （Transmission Control Protocol/Internet Protocol） も参照してください。

UUID （Universally Unique Identifier）
オブジェクトまたはエンティティを一意に識別するために使用する番号。UUID は VMware vSphere によって割り
当てられるか （仮想マシンの場合）、ハードウェアによって割り当てられます （SCSI LUN の場合）。vCenter Server
では、管理下のすべての仮想マシンの UUID が一意になるように、必要な場合は競合する仮想マシンの UUID が変
更されます。

有効なクラスタ

オーバーコミットされていないか、無効ではないクラスタ。

VCB プロキシ （VMware Consolidated Backup プロキシ）
VMware Consolidated Backup で、VCB プロキシは Microsoft Windows 2003、Consolidated Backup、およ
びサードパーティのバックアップ ソフトウェアを実行している物理マシンまたは仮想マシンです。VCB プロキシは、
仮想マシンのファイル レベルとイメージ レベルのバックアップに使用されます。

VCS （Veritas Cluster Server）
アプリケーションのダウンタイムを短縮するための Symantec のクラスタ ソフトウェア。VCS は UNIX、Linux、
Windows、および VMware のシステムで動作します。

仮想アプライアンス

1 台または複数の仮想マシンから構成されるソフトウェア ソリューション。仮想アプライアンスは、アプライアンス
ベンダーによってパッケージにまとめられ、パッケージ単位で展開、管理、保守されます。仮想アプライアンスを変

換すると、事前構成された仮想マシンを vCenter Server、ESX/ESXi サーバ、Workstation、または Player のイン
ベントリに追加できます。

vCenter Converter 管理ガイド

88  VMware, Inc.



vCenter Converter Boot CD （VMware vCenter Converter Boot CD）
物理マシンのローカル コールド クローンをユーザーが実行できる手段。物理マシンを vCenter Converter Boot CD
から起動すると、Converter アプリケーションが WinPE 上で実行されます。Boot CD では、処理に RAM ディスク
が使用され、物理マシンに痕跡が残りません。

仮想ディスク

ゲスト OS に物理ディスク ドライブとして認識されるファイルまたはファイル セット。これらのファイルは、ホスト
マシン、またはリモート ファイル システムに格納できます。拡張可能なディスク、物理ディスク、事前割り当て済
みディスク も参照してください。

仮想ハードウェア

仮想マシンを構成するデバイス。仮想ハードウェアには、仮想ディスク、DVD-ROM/CD-ROM ドライブやフロッピー
ドライブなどのリムーバブル デバイス、および仮想イーサネット アダプタが含まれます。

仮想マシン

仮想マシンとは、物理コンピュータのようにオペレーティング システムとアプリケーションを実行するソフトウェア
コンピュータです。複数の仮想マシンを同一のホスト システム上で同時に実行できます。「仮想マシン」 の略語 「VM」
の使用に関するガイドラインを参照してください。

仮想マシン管理者

仮想マシンのすべての管理機能を実行できるユーザーのロール。

仮想マシン アレイ
まとめて操作できる仮想マシンのセット。vCenter Server では現在 「VM グループ」 または 「VM フォルダ」 と
呼ばれています。

仮想マシン通信インターフェイス （VMCI）
仮想マシンとホスト OS 間、および同一のホストにある 2 台以上の仮想マシン間の通信を提供するインフラストラク
チャ。VMCI SDK によって、VMCI インフラストラクチャを使用するアプリケーションの開発が容易になります。

仮想マシン構成

仮想マシン内に存在する仮想デバイス （ディスク、メモリなど）、およびホストのファイルやデバイスへのマッピン
グ方法の指定。vCenter Converter では、バックアップからのリストアまたはその他の直接的なコピー手段によっ
てディスクを取得した VMware 仮想マシンは、VMware 製品で起動できるように構成します。仮想マシン も参照し
てください。

仮想マシン構成ファイル

仮想マシン構成が保存されているファイル。この .vmx ファイルは、仮想マシンを作成するときに作成されます。特
定の仮想マシンの識別および実行に使用されます。

仮想マシン グループ
オプションのグループ構造で、ファームの部分集合。vCenter Server では複数の仮想マシン グループがサポートさ
れています。仮想マシン グループには仮想マシンとほかの仮想マシン グループが含まれます。

仮想マシンのプロパティ コントロール パネル
VMware vSphere Client で、ホスト上のすべての仮想マシンのリソース設定を表示したり変更したりする場合に使
用する、ポイント アンド クリック操作のコントロール パネル。

仮想マシンの設定エディタ

仮想マシンの設定を表示したり変更したりする場合に使用する、ポイント アンド クリック操作のコントロール パネル。

仮想メモリ

システムの物理メモリの拡張。ページ ファイルの宣言によって有効にします。ページ ファイル も参照してください。

仮想ネットワーク

物理ハードウェア接続に依存しない、仮想マシン間を接続するネットワーク。たとえば、仮想マシンと、外部との

ネットワーク接続がないホスト間に仮想ネットワークを構築できます。チーム内の仮想マシン間の通信用に LAN セ
グメントを構築することもできます。LAN セグメント も参照してください。

仮想スイッチ

仮想マシン、サービス コンソール、および ESX/ESXi サーバ マシンにある物理ネットワーク アダプタの間のトラ
フィックを管理するために ESX/ESXi サーバが使用する仮想化されたネットワーク スイッチ。

用語集
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VLAN （仮想ローカル エリア ネットワーク）
物理 LAN 内でソフトウェアで管理されている論理セグメント。各セグメント間のネットワーク トラフィックは、ほ
かのすべてのセグメント内のトラフィックから隔離されています。

VM （「仮想マシン」 の略語）
使用は限定されています。仮想マシンとは、物理コンピュータのようにオペレーティング システムとアプリケーショ
ンを実行するソフトウェア コンピュータです。仮想マシンは VM とも呼ばれます。略語 「VM」 は、画面やコント
ロールに、単語 「仮想マシン」 を使用するために十分なスペースがない場合に使用します。

vNIC
システムの物理ネットワーク アダプタの上に構成された仮想ネットワーク インターフェイス カード。NIC （ネット
ワーク インターフェイス カード） も参照してください。.

vSwitch
仮想スイッチ を参照してください。

WAN （ワイド エリア ネットワーク）
一般に高速、長距離の通信テクノロジーを使用することで、ローカル エリア ネットワークよりも広域を接続するコ
ンピュータ ネットワーク。

WINS （Windows Internet Naming Service）
マシン名を動的に IP アドレスにマッピングする Windows ソフトウェア。

XML （Extensible Markup Language）
構造化 Web ドキュメント用に設計されたテキスト ベースのマークアップ言語 （SGML のサブセット）。XML を使
用すると、意味のある構造とセマンティクスで情報をコード化する独自のタグをユーザーが定義できます。
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