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本『Converter Enterprise システム管理ガイド』は、VMware®Converter Enterprise for VirtualCenter 2.5 のイ
ンストールと使用方法について説明します。

本『Converter Enterprise システム管理ガイド』では、ESX Server 3.5 と ESX Server 3i バージョン 3.5 の両方を
扱います。 わかりやすく説明するために、本書では慣例的に次の製品名を使用します。

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

両方の製品に共通した説明の場合、用語「ESX Server」を使用します。

対象読者
本書は、VMware Converter Enterprise をインストールまたはアップグレードして使用するユーザーを対象に
しています。 Converter Enterprise ユーザーとは、具体的には、ソフトウェア開発者、QA エンジニア、イン
ストラクター、デモを実行するセールス担当者、および仮想マシンの作成を希望する方などです。 その他の
ユーザーとして、物理マシンを、VMware VirtualCenter が管理する VMware 仮想マシンに、簡単な操作でコ
ピーして変換する必要のある人も対象です。

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

docfeedback@vmware.com

VMware Converter Enterprise ドキュメント
VMware Converter Enterprise ドキュメントは、このシステム管理ガイド、VMware Infrastructure Client プラ
グインに統合されているオンライン ヘルプ、およびリリース ノートで構成されています。

VMware Infrastructure の詳細は、VMware VirtualCenterと ESX Serverのドキュメント セットを参照してください。 

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、ご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。 本書の最新バージョンおよびそ
の他の文書は、次の Web サイトをご覧ください。

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

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

本書について

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

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

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

http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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1

本章では、VMware Converter Enterprise for VirtualCenter 2.5 の機能について説明します。 さらに、Converter 
Enterprise のコンポーネント、および重要な概念についても説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

VMware Converter Enterprise による移行 （P.9）

VMware Converter Enterprise のコンポーネント （P.9）

物理マシンのクローン作成とシステム再構成 （P.11）

既存の仮想マシンおよびシステム イメージの移行 （P.16）

繰り返しタスクのスケジュール設定 （P.17）

変換の影響を受けるシステム設定 （P.18）

VMware Converter Enterprise による移行 
Converter Enterprise による移行には、ソースのクローン作成とターゲットへのエクスポート処理がありま
す。 Converter Enterprise を使用すると、多種多様なソースを仮想マシンに変換して、それらの仮想マシンを
VMware VirtualCenter 2.5 で使用するためにインポートすることができます。 さらに、VirtualCenter が管理す
る仮想マシンを、別の VMware 仮想マシン形式に変換して、それらの仮想マシンをほかの VMware 製品で使
用するためにエクスポートすることもできます。 Converter Enterprise を使用すると、次のタスクを実行でき
ます。 

物理マシンを仮想マシンに変換して、その仮想マシンを VirtualCenter にインポートする。

VMware Workstation、VMware GSX Server、Microsoft Virtual Server 2005 などの仮想マシンを変換して、
VirtualCenter にインポートする。

サード パーティのバックアップ イメージまたはディスク イメージを VirtualCenter の仮想マシンに変換
する。

VMware Consolidated Backup（VCB）のイメージを VirtualCenter の仮想マシンにリストアする。

VirtualCenter の仮想マシンをほかの VMware 仮想マシン形式にエクスポートする。

起動可能になるように VirtualCenter の仮想マシンを再構成する。

VirtualCenter の仮想マシンをカスタマイズする（たとえば、ホスト名またはネットワーク設定の変更）。

VMware Converter Enterprise のコンポーネント
Converter Enterprise には、次のコンポーネントが含まれています。

Converter Enterprise サーバ　VMware Infrastructure Client または Converter Enterprise CLI（コマンド ラ
イン インターフェイス）を使用して仮想マシンのインポートおよびエクスポートを実行できます。 
Converter Enterprise サーバは、VirtualCenter サーバにインストールするか、VirtualCenter サーバへのア
クセス権を持つ独立したマシンにインストールしてください。

VMware Converter Enterprise の概要 1



管理ガイド

10 VMware, Inc.  

  

Converter Enterprise CLI　Converter Enterprise サーバを操作するためのコマンド ライン インターフェ
イスを提供します。 Converter Enterprise CLI は Converter Enterprise サーバと同じマシンにインストール
することも、Converter Enterprise サーバへのアクセス権を持つ別のマシンにインストールすることも
できます。

Converter Enterprise Agent　Converter Enterprise サーバを実行中のリモート マシンからインポートす
るために、物理マシンを準備します。 Converter Enterprise サーバは、物理マシンを仮想マシンとしてイ
ンポートするためにだけに、物理マシンにエージェントをインストールします。 インポートの完了後に
物理マシンから Converter Enterprise エージェントを自動的に削除するかどうか選択できます。

Converter Enterprise は、Converter Enterprise Client と連動します。 図 1-1 は、VirtualCenter 環境への
Converter Enterprise コンポーネントのインストール例を示しています。 Converter Enterprise Client コン
ポーネントは、Converter Enterprise Client プラグインで構成されています。このプラグインによって、
VI Client から Converter Enterprise のインポート、エクスポートおよび再構成ウィザードにアクセスで
きます。

VMware Converter Enterprise 起動 CD　物理マシンのコールド クローン作成ができます。 スタンドアロ
ンの Converter Enterprise では、起動 CD を利用できます。 

Converter Enterprise Client プラグインは、VMware Infrastructure Client の [ プラグイン（Plugins）] メニュー
からインストールします。 このクライアントをインストールすると、[ ヘルプ（Help）] メニューから
Converter Enterprise オンライン ヘルプを利用できます。

図1-1  VirtualCenter 環境におけるVMware Converter Enterprise コンポーネントの一般的なインストール

VMware Infrastructure Clients
Converter Enterprise Client プラグイン

Webブラウザ

ライセンス サーバ

ESX
Server
ホスト

VirtualCenter
サーバ

データベース

Converter Enterprise Server
Converter Enterprise CLI
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物理マシンのクローン作成とシステム再構成
物理システムをインポートするとき、Converter Enterprise はクローン作成とシステム再構成を使用して、
VirtualCenter と互換性のある仮想マシンを作成します。 この移行プロセスは破壊的ではないため、インポー
トの完了後に元のソース マシンを引き続き使用することができます。 

クローン作成は、クローン ディスクを作成するプロセスのことで、クローン ディスクとはソース物理ディ
スクを正確にコピーした仮想ディスクです。 クローン作成には、ソース マシンのハードディスク上のデータ
をコピーする処理と、そのデータを新しいディスクに転送する処理があります。 

システム再構成では、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できるように調
整します。 この調整はクローン作成されたディスク上で実行され、そのクローン作成されたディスクが仮想
マシンで起動可能なシステム ディスクとして機能できるようにします。 

インポートした仮想マシンをソース物理マシンと同じネットワーク上で実行する場合には、どちらかのマシ
ン上でネットワーク名と IP アドレスを修正して、物理マシンと仮想マシンが共存できるようにする必要が
あります。

ホット クローン作成とコールド クローン作成
Converter Enterprise は、ホット クローン作成とコールド クローン作成をサポートしています。 ホット ク
ローン作成は、ライブ クローン作成またはオンライン クローン作成とも呼ばれ、そのオペレーティング シ
ステムの実行中にソース マシンのクローンを作成します。 コールド クローン作成は、オフライン クローン
作成とも呼ばれ、そのオペレーティング システムが実行中でないときにソース マシンのクローンを作成し
ます。 コールド クローン作成では、オペレーティング システムと Converter Enterprise アプリケーションを
含む CD を使用してソース マシンを再起動します。 コールド クローン作成では、ソフトウェアはソース マ
シン上に残りません。

リモート クローン作成とローカル クローン作成
リモート クローン作成では、ソース マシンが実行中でネットワークに接続している場合は、ソース マシン
にリモート アクセスできます。 ローカル クローン作成では、ソース マシン上で実行する Converter 
Enterprise によって移行が行われます。

物理マシンのリモート ホット クローン作成
次のワークフローはリモート ホット クローン作成の例で、作成中は、クローン作成対象の物理マシンでダ
ウンタイムが発生することはありません。 Converter Enterprise ウィザードを使用して移行タスクを設定する
と、Converter Enterprise によってクローン作成タスクが自動的に行われます。 

注意   デュアル ブート システムのホット クローン作成時には、boot.ini によって示されるデフォルトのオ
ペレーティング システムのみクローンを作成できます。 デフォルト以外のオペレーティング システムをク
ローン作成する場合は、boot.ini を変更してほかのオペレーティング システムを指定してから、システム
を再起動します。 ほかのオペレーティング システムで起動したあとは、Converter Enterprise を使用してその
ホット クローンを作成できます。
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1 Converter Enterprise サーバが、Converter Enterprise エージェントをソース マシンにインストールします。

エージェントによりソース ボリュームのスナップショットが作成されます。

2 Converter Enterprise によりターゲット マシン上で新しい仮想マシンの準備が行われます。

サーバによりターゲット マシンに新しい仮想マシンが作成され、エージェントによってソース マシン
からターゲット マシンにボリュームがコピーされます。

Converter Enterprise Client プラグインを持つ
VMware Infrastructure Client

実行中の
物理マシン

ESX Server

ソース ターゲット

ネットワーク

ソース 
ボリューム

 Converter Enterprise Serverを持つ
VirtualCenterサーバ

スナップショット

エージェント

Converter Enterprise Client プラグインを持つ
VMware Infrastructure Client

実行中の
物理マシン

ESX Server

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

Converter Enterprise Serverを持つ
VirtualCenterサーバ
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3 Converter Enterprise が変換プロセスを完了します。 

エージェントにより、仮想マシンのオペレーティング システムを起動するために必要なドライバがイ
ンストールされ、仮想マシンがカスタマイズされます（たとえば、IP 情報の変更など）。

4 Converter Enterprise サーバが、ソース マシンからすべての記録を削除します。

仮想マシンは、ターゲット マシン上で実行する準備が完了します。

Converter Enterprise Client プラグインを持つ
VMware Infrastructure Client

物理マシン
の実行

ESX Server

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（opt.）

Converter Enterprise Serverを持つ
VirtualCenterサーバ

Converter Enterprise Client プラグインを持つ
VMware Infrastructure Client

物理マシン
の実行

ESX Server

ソース ターゲット

ネットワーク

ソース 
ボリューム

VM

Converter Enterprise Serverを持つ
VirtualCenterサーバ
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物理マシンのローカル コールド クローン作成のワークフロー
コールド クローン作成には、VMware Converter Enterprise 起動 CD を使用します。 次のワークフローは、オ
ペレーティング システムが実行中でないときにソース マシンをコールド クローン作成する例です。 起動 CD
の Converter ウィザードを使用して移行の設定を行います。

1 Converter Enterprise によりソース マシンのイメージ作成の準備が行われます。

VMware Converter Enterprise 起動 CD からソース マシンを起動し、Converter を使用して移行を定義し
開始します。 Converter Enterprise によりソース ボリュームが RAM ディスクにコピーされます。

2 スタンドアロンの Converter Enterprise によりターゲット マシン上で仮想マシンの準備が行われます。

Converter Enterprise によりターゲット マシンに新しい仮想マシンが作成され、ソース マシンからター
ゲット マシンにボリュームがコピーされます。

3 Converter Enterprise が変換プロセスを完了します。

スタンドアロンの Converter Enterprise により、仮想マシンのオペレーティング システムを起動するた
めに必要なドライバがインストールされ、仮想マシンがカスタマイズされます（たとえば、IP 情報の
変更など）。

4 Converter Enterprise によりクリーンアップ処理が行われます。

Converter

VMware Converter Enterprise 
起動 CD

物理マシン
ネットワーク

コピー

ソース 
ボリューム

RAM ディスクに
イメージ

VirtualCenterが管理する
ESX Server

ソース ターゲット

ボリューム

ネットワーク

VM

ソース 
ボリューム

VMware Converter Enterprise 
起動 CD

物理マシン

RAM ディスクに
イメージ

VirtualCenterが管理する
ESX Server

ソース ターゲット

Converter

ネットワーク

ソース 
ボリューム

VMware Converter Enterprise
 起動 CD

物理マシン

VM
再構成

カスタマイズ（opt
.）

RAM ディスク
にイメージ

VirtualCenterが管理する
ESX Server

ソース ターゲット

Converter
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起動 CD を取り出してソース物理マシンを再起動すると、独自のオペレーティング システムに戻ります。 

仮想マシンは、ターゲットマシン上で実行する準備が完了します。

クローン作成モード
Converter Enterprise 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の 2 つのク
ローン作成モードをサポートしています。

ボリューム ベースのクローン作成
Converter Enterprise によりホット クローン作成、コールド クローン作成、および既存の仮想マシンのイン
ポートなどを実行するとき、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、対応するソース ボリュームの種類に関係なく、ターゲット仮想マシンのすべてのボ
リュームがベーシック ボリュームです。 ボリューム ベースのクローン作成は、サイズの選択に従ってファ
イル レベルまたはブロック レベルで行われます。

ファイル レベルのクローン作成　元のボリュームよりも小さいサイズが指定されたときに行われます。 

ブロック レベルのクローン作成　元のボリュームと同じまたはより大きいボリューム サイズが指定さ
れたときに行われます。 

次のように、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
ことがあります。

コールド クローン作成（Converter Enterprise 起動 CD）では、すべてのタイプのダイナミック ボリュー
ムがサポートされますが、Windows NT 4 のフォルト トレラント ボリュームはサポートされません。 
Windows NT 4 のミラー化されたボリュームはサポートされます。

仮想マシンのインポートは、ベーシック ボリュームと、RAID を除くすべての種類のダイナミック ボリュー
ムをサポートします。 WindowsNT 4のフォルト トレラント ボリュームはサポートされません。 Windows NT 
4 のミラー化されたボリュームはサポートされます。 マスター 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対象外です。

ホット クローン作成は、Windows が認識する、Windows NT 4 フォルト トレラント ボリューム以外の
すべてのタイプのソース ボリュームをサポートしています。 Windows NT 4 のミラー化されたボリュー
ムはサポートされます。

ディスク ベースのクローン作成
Converter Enterprise は、コールド クローン作成および既存の仮想マシンのインポート用に、ディスク ベー
スのクローン作成をサポートしています。 ディスク ベースのクローン作成は、すべてのディスクからすべて
のセクタを転送し、すべてのボリューム メタデータを保存します。 ターゲット仮想マシンは、ソース仮想マ
シンのボリュームと同じタイプで、同じ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は、す
べてのベーシック ディスクとダイナミック ディスクをサポートします。

ネットワーク

ソース 
ボリューム

VMware Converter Enterprise 
起動 CD

物理マシン

VM

VirtualCenterが管理する
ESX Server

ソース ターゲット
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既存の仮想マシンおよびシステム イメージの移行
Converter Enterprise は、ソース仮想マシンまたはシステム イメージに基づいて新しい VMware 仮想マシン
を出力します。 移行プロセスはソースを壊さないため、仮想マシンの作成に使用した製品で、ソース仮想マ
シンまたはシステム イメージを引き続き使用することができます。 インポートした VMware 仮想マシンを、
ソース仮想マシンと同じネットワーク上で実行するには、どちらかの仮想マシン上でネットワーク名と IP
アドレスを修正して、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する必要があります。

仮想マシンの変換
Converter Enterprise を使用すると、VMware Workstation、VMware Fusion、VMware Player、VMware ACE、
VMware ESX Server、ESX Server 3i Embedded、ESX Server 3i Installable、VMware GSX Server、および VMware 
Server 間で VMware 仮想マシンを移動することができます。 Microsoft Virtual Server および Virtual PC から仮
想マシンのインポートも行います。

物理ホストのバックアップに使用したディスク、または別の直接的な方法でコピーしたディスクが VMware
仮想マシンにある場合、Converter Enterprise はイメージを用意して VMware 仮想ハードウェアで実行でき
るようにします。

Converter Enterprise ウィザードの 1 つを使用して、仮想マシンのインポート、エクスポート、または再構
成をするたびに、タスクが 1 つ作成されます。 次の節では、今すぐ実行するタスクとスケジュール設定され
たタスクの管理方法の違いに注目します。

再構成タスクをスケジュール設定することはできません。

VCB イメージのリストア
VCB では、ESX Server の仮想マシン全体をバックアップし、Workstation のディスク、.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 Enterprise は、VirtualCenter が管
理する ESX Server 上にある、すべての種類のゲスト OS の VCB イメージをリストアできます。

「システム要件 （P.19）」のリストにあるオペレーティング システムの場合、ボリュームを選択してサイズ
変更を行い、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。 その他のゲスト OS に対しては、
Converter Enterprise はディスクのリストアのみをサポートしています。

Converter Enterprise は、.nvram ファイルあるいは VMware ログ ファイルを保存しません。 ディスクのみが
保存されます。

Converter Enterprise は、カタログ ファイルから元の場所の設定および表示名を読み取りません。 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
ルから調べ、それをインポート ウィザードに入力する必要があります。 さらに、Converter Enterprise は、カ
タログ ファイルから元の表示名も読み取りません。 同じ名前を使いたいが、名前がわからない場合は、カタ
ログ ファイルで調べてください。 カタログ ファイルはプレーン テキスト ファイルとして読み取ることがで
きます。

VCB イメージのインポート時に保存されない情報
VCB イメージをリストアするとき、Converter Enterprise は元のイメージから特定のハードウェア支援情報
を保存するのではなく、デフォルト設定を置き換えます。 影響を受ける情報は次のとおりです。

CDROM　デバイス タイプがデフォルトの ホスト デバイスになります。

Floppy　デバイス タイプがデフォルトの ホスト デバイスになります。

ネットワーク アダプタ　GUI にあるネットワーク アダプタのリストにデフォルト設定されます。 MACア
ドレスは保存されません。 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 マシンの物理シリアル ポートにデフォルト設定されます。

パラレル ポート　ターゲット ホスト マシンの物理パラレル ポートにデフォルト設定されます。

VCB イメージをリストアするとき、Converter Enterprise が仮想マシンのその他のプロパティを元のイメー
ジから保持することはありません。 影響を受ける情報は次のとおりです。
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UUID　uuid.biosおよび uuid.locationによって識別される仮想マシンのBIOSと場所は、保存される
のではなく、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にデフォルト設定され
ます。

繰り返しタスクのスケジュール設定
物理から仮想への繰り返しタスクを何度でもスケジュール設定し、既存の仮想マシンを保持する方法を指定
できます。 この機能により、物理システムの定期的なバックアップとなる仮想マシンを作成することがで
き、これによりバックアップ プロセスが合理化されます。 回復するために元のシステムにバックアップ イ
メージを復元するのではなく、バックアップの仮想マシンをパワー オンすることでただちにイメージを回
復できます。 

繰り返しタスクの場合は、ソース マシンにエージェントをインストールしたままにしておく必要がありま
す。 タスクを実行する頻度と、保持する仮想マシンの数を指定できます。

仮想マシンの保持数制限なし 
繰り返しクローン作成タスクは、同じソース システムのコピーを複数作成します。 Converter Enterprise の命
名規則により、最新の仮想マシンと仮想マシンが作成された順序がわかります。 既存の仮想マシンが上書き
されないよう、仮想マシンには日時スタンプが付けられます。 この方法は余分にディスク容量が必要になり
ますが、つねに有効なバックアップが確保されます。 

生成された複数の仮想マシンの取り扱い
既存マシンのバックアップとして保持する仮想マシンの数を制限するには、[ インポート（Import）] また
は [ エクスポート（Export）] ウィザードの [ タスクのスケジュール設定（Schedule Task）] ページでその数
を指定します。 既存の仮想マシンが上書きされるのを防ぐため、Converter Enterprise は、その管理対象また
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を確認します。既存の仮想マシンには、自動的
に日時スタンプが適用されます。

Converter Enterprise は連続する仮想マシン名を生成して、古い名前のものを削除していきます。

管理下にある環境では、仮想マシン名は仮想マシンの一意の識別子であり、その他のステップは必要ありま
せん。

ホストされている環境では、仮想マシンごとに新しいディレクトリが 1 つ作成されます。 このディレクトリ
名は仮想マシンの名前と同じにする必要があります。

たとえば、実行中であるなどの理由で既存のターゲット仮想マシン名を変更できない場合は、ディスク容量
を節約するために、クローン作成は停止し、一時的に作成された仮想マシンは削除されます。 

インポートまたはエクスポートを特定の時刻に実行されるようスケジュール設定する場合は、保有ポリシー
を指定する必要があります。 保有ポリシーが、複数の仮想マシンを保持するように設定されている場合（特
定の数または無制限）、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
にはタイム スタンプが付きます。 仮想マシン名は 80 文字までという制限があります。 ただし、当社では 60
文字以内にすることをお勧めします。これは、タイムスタンプによって制限を超える場合があるためです。

仮想マシン バックアップ イメージの保有ポリシー
クローン作成された仮想マシンは数の制限なく保持できます。 たとえば、ディスク容量が問題でない、そし
て、月一回という低い頻度でバックアップを実行するようにスケジュール設定している場合、すべてのバッ
クアップ仮想マシンを保有することもできます。

保有ポリシーには次の条件のいずれかを指定できます。

タスクの実行のたびに仮想マシンの 1 つを上書きする。

実行のたびに仮想マシンを作成し、保持する既存のイメージ数を指定する。

実行のたびに仮想マシンを作成し、すべてのイメージを保持する。
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選択可能なオプションは、どのタスク実行回数を選択したかによって異なります。 たとえば 1 回だけタスク
を実行するように選択した場合は、ターゲット仮想マシンを上書きするように選択できます。

変換タスクの実行の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と、次のよ
うになります。

正常にクローンを作成したあと、古い仮想マシン名は一意の名前に変更される。

新しい仮想マシンにターゲットの名前が付けられる。

古い仮想マシンが削除される。 

変換の影響を受けるシステム設定
Converter Enterprise が作成する VMware 仮想マシンには、ソースの物理マシン、仮想マシン、またはシス
テム イメージからのディスク状態の正確なコピーが含まれていますが、一部のハードウェアに依存するド
ライバ（およびマップ済みドライブ レター）は例外となります。 ソース コンピュータの次の設定は変わり
ません。

オペレーティング システム構成（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
イルや環境設定など）

アプリケーションとデータ ファイル

各ディスク パーティションのボリューム シリアル番号

ターゲットおよびソースの仮想マシン、またはシステム イメージは識別子（名前、SID など）が同じである
ため、それらを同じネットワーク上で実行すると競合する結果になる可能性があります。 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両方のイメージ、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ます。

たとえば、Converter Enterprise を使用して、Virtual PC の仮想マシンを VMware 仮想マシンとして実行する
ことの実行可能性をテストするときに、元の Virtual PC マシンを先に使用廃止にしなかった場合は、重複す
る ID の問題を最初に解決しなければなりません。 この問題は、インポート、エクスポート、および再構成
の各ウィザードで仮想マシンをカスタマイズすることによって解決できます。 

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、その構成ファイルおよびデータ ファイルがソース仮想マシンと同じ場所
に保存されるため、VMware 仮想マシンで正しく機能します。 ただし、アプリケーションがシリアル番号や
デバイス メーカーなど、基盤となるハードウェアの特定の性質に依存する場合は、動作しないことがあり
ます。

仮想マシンの移行後にトラブルシューティングを行う場合は、次のハードウェアが変更されている可能性が
あることに注意してください。

CPU モデルとシリアル番号がアクティベイトされている場合、異なる可能性があります。 それらは、
VMware 仮想マシンのホストになっている物理コンピュータに対応します。 

イーサネット アダプタが、異なる MAC アドレスを持ち異なる（AMD PCNet または VMXnet）場合があり
ます。 各インターフェイスの IP アドレスを個別に再設定する必要があります。

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

ディスクおよびパーティションの数は同じですが、各ディスク デバイスでモデルおよびメーカー設定
が異なる場合があります。

プライマリ ディスク コントローラがソース マシンと異なる場合があります。

仮想マシン内部から利用できないデバイスに依存する場合、そのようなアプリケーションは動作しない
ことがあります。
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本章では、VMware Converter Enterprise for VirtualCenter および VMware Converter Enterprise Client を使用す
るための要件について説明します。 また、Converter Enterprise が機能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。

本章の内容は、次のとおりです。

オペレーティング システムの互換性とインストール ファイルのサイズ要件 （P.19）

Converter Enterprise Client の要件 （P.20）

付録 2 ホット クローン作成とコールド クローン作成のメモリ要件 （P.21）

インポート用のサポート対象のソース （P.21）

サポート対象のエクスポートのターゲット （P.23）

再構成用のサポート対象のソース （P.23）

変換に必要な TCP/IP ポート （P.23）

Windows XP オペレーティング システムのリモート ホット クローン作成 （P.23）

オペレーティング システムの互換性とインストール ファイルのサイズ要件
Converter Enterprise は、VirtualCenter 2.5 以降のサーバとの接続が必要です。 Converter Enterprise の一部と
してインストールした各 Converter Enterprise Server は、それぞれ 1 つの VirtualCenter サーバに関連付ける
必要があります。

Converter Enterprise は、VirtualCenter サーバと同じコンピュータにインストールすることも、VirtualCenter
サーバへのアクセス権を持つ別のコンピュータにインストールすることもできます。 

Converter Enterprise 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。 

Windows 2000 Server SP4（Update Rollup 1）

Windows XP Professional SP2（32 ビットおよび 64 ビット）

Windows 2003 Server SP1（32 ビットおよび 64 ビット）

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

Converter Enterprise CLI は、Linux コンピュータにインストールすることができます。 「Linux コンピュータ
での Converter Enterprise CLI のインストール （P.68）」を参照してください。

システム要件 2
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表 2-1 は、さまざまなコンポーネントの容量に関する要件を示しています。

Converter Enterprise サーバをインストールするオペレーティング システムによって、どの仮想マシンおよ
びサード パーティのイメージをインポート、エクスポート、および再構成できるかが決まります。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てあります。

Converter Enterprise Client の要件
Converter Enterprise Client は、VI Client のプラグインとしてインストールされます。 このプラグインは、複
数の VI Client マシンにインストールすることができます。 Converter Enterprise Client は、32 ビットのオペ
レーティング システムにのみインストールできます。

Converter Enterprise 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。 

Windows 2000 Pro SP4

Windows 2000 Server SP4（Update Rollup 1）

Windows XP Pro SP2

Windows 2003 SP1

Windows 2003 Server R2

Windows Vista Business

Windows Vista Enterprise

インストールには次の容量が必要です。 

インストーラ　21 MB

Converter Enterprise Client ファイル　48 MB

表2-1  インストール容量の要件

インストール コンポーネント サイズ

インストーラ 43 MB

Converter Enterprise サーバ ファイル 74 MB

Converter Enterprise CLI ファイル 36 MB

Converter Enterpriseエージェント ファイル 37 MB

表2-2  仮想マシンおよびサード パーティのイメージのインポート、エクスポート、および再構成時のオペ
レーティング システムの互換性

Converter Enterprise
サーバがインストール
されているオペレー
ティング システム

互換性のある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 2000 X X

Windows XP X X X X X

Windows 2003 X X X X X
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ホット クローン作成とコールド クローン作成のメモリ要件
ホット クローン作成の場合、Converter Enterprise には、ソース物理マシン上に 350 MB の空き容量が必要です。

VMware Converter Enterprise 起動 CD によるコールド クローン作成の場合、ソース物理マシンは表 2-3 に示
すメモリ要件を満たす必要があります。

VMware Converter Enterprise 起動 CD を実行するには、ソース物理マシン上に 264 MB のメモリが必要です。 
推奨メモリは、364 MB です。

インポート用のサポート対象のソース
Converter Enterprise は、仮想マシンおよびシステム イメージだけでなく物理マシンも、VirtualCenter が管
理する仮想マシンにインポートできます。

インポート可能な物理マシン
Converter Enterprise は、次のいずれかのオペレーティング システムを実行している任意の物理マシンをイ
ンポートできます。

Windows NT 4 Workstation/Server SP4+

Windows 2000 Professional/Server/Advanced

Windows XP Home（コールド クローン作成のみ）

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

Windows 2003 Standard/Web/Enterprise（32 ビットおよび 64 ビット）

Windows Vista（34 ビットおよび 64 ビット）

インポート可能な仮想マシン
Converter Enterprise は、次の製品およびシステム イメージで作成された仮想マシンをインポートできます。

VMware ESX Server 3.x (ESX Server 3i を含む ) 

VMware VirtualCenter 2.x が管理する VMware ESX Server 2.5/3.x（ESX Server 3i を含む） 

VMware Workstation 4.5.x/5.x/6.x 

VMware Player 1.x/2.x

VMware Server 1.x

VMware ACE 1.x/2.x

VMware Fusion 1.x

VMware GSX Server 3.x スタンドアロン

表2-3  起動 CDによるコールド クローン作成のメモリ要件

ソース物理マシンのメモリ（m） その場合の起動 CD

264 MB 未満 コールド クローンを実行できません。

264 MB 以上、296 MB 未満 コールド クローンは実行できますが、RAM ディスクを使用
できません。

296 MB 以上、364 MB 未満 RAM ディスクを使用してコールド クローンを実行できます
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 から 264 MB を引いた値です。

364 MB 以上 RAM ディスクを使用してコールド クローンを実行できま
す。 RAM ディスクのサイズは m から 264 MB を引いた値で、
最大 124 MB です。
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Microsoft Virtual PC 2004 以降 

Virtual Server 2005 R2 以降（.vmc）

仮想マシンのインポートでは、次の要件を満たす必要があります。

仮想マシンは、インポートする前にパワーオフする必要があります。 サスペンドした仮想マシンをイン
ポートすることはできません。

Macintosh 版 Virtual PC からの仮想マシンは、サポート対象外です。

ホストされている仮想マシン（Workstation、Player、VMware Server、VMware ACE、Fusion、および
GSX Server）およびシステム イメージは、それらがアクセス可能なネットワーク マウント共有にある
場合にのみインポートできます。

Virtual PC または Virtual Server の仮想マシン上のオペレーティング システムは、VirtualCenter 2.5 がサ
ポートする Windows ゲスト OS でなければなりません。 『ゲスト OS インストール ガイド』でサポート
されているオペレーティング システムの一覧を参照してください。

Converter Enterprise は、Windows NT 4.0 以前のほとんどの Windows オペレーティング システムを搭
載した Virtual PC および Virtual Server の仮想マシンについては、クローン作成のみをサポートします。 
以前の Windows オペレーティング システムを搭載したマシンの構成は、サポートしていません。

Windows以外のゲストOS（LinuxやDOSなど）を搭載したVirtual PCおよびVirtual Serverの仮想マシンは、
Converter Enterprise と互換性がありません。 これは、VirtualCenter 2.5 が別にそのゲスト OS をサポート
する場合にも当てはまります。

インポート可能なシステム イメージ 
Converter Enterprise 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。

Norton Ghost 9.0/10.0/12.0

Symantec LiveState 3.0/6.0

Symantec Backup Exec System Recovery 6.5/7.0（.sv2i）

StorageCraft ShadowProtect（.spf）

Acronis True Image 9/10（.tib）

VCB のフル バックアップ イメージ 

Converter Enterprise は、ShadowProtect および Backup Exec System Recovery のイメージを変換できますが、
次の制約があります。

ダイナミック ディスクはサポートされません。

マシンのバックアップ用のすべてのイメージを 1 つのフォルダに格納する必要があり、その他のイメー
ジはそのフォルダには格納しません。

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 ボリュームを含む、
ディスク内のすべてのボリュームをバックアップしておく必要があります。 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、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 が含まれていなければなりません。

増分イメージでは、最大 16 の増分バックアップがサポートされます。

論理ドライブがシステム ボリュームまたはアクティブ ボリュームでもある場合には、論理ドライブを
含むシステムのイメージはサポートされません（ShadowProtect のみ）。
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サポート対象のエクスポートのターゲット
Converter Enterprise は、VirtualCenter が管理する仮想マシンを次のターゲットにエクスポートすることが
できます。

VMware ESX Server 3.x（ESX Server 3i を含む）スタンドアロン

VMware VirtualCenter 2.x が管理する VMware ESX Server 2.5/3.x（ESX Server 3i を含む） 

VMware Workstation 4.5.x/5.x/6.x 

VMware Player 1.x/2.x

VMware Server 1.x

VMware ACE 1.x/2.x

VMware Fusion 1.x

VMware GSX Server 3.x スタンドアロン

ホストされている仮想マシン（Workstation、Player、VMware Server、VMware ACE、Fusion、および GSX Server
スタンドアロン）は、アクセス可能なネットワーク マウント共有にエクスポートする必要があります。

再構成用のサポート対象のソース
Converter Enterprise は、VirtualCenter が管理する任意の Windows 仮想マシンを再構成することができます。

変換に必要な TCP/IP ポート
表 2-4 は、変換プロセスにおいて Converter Enterprise が使用するポートを示しています。

Windows XP オペレーティング システムのリモート ホット クローン作成
Windows プラットフォームのリモート ホット クローン作成を正常に行うには、簡易ファイル共有機能が無
効になっていること、および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。

Windows XP Professional での簡易ファイル共有機能の無効化
個別にユーザの権限を制御するには、簡易ファイル共有機能を無効にする必要があります。 簡易ファイル共
有機能を無効にしても、 共有ドキュメント機能が無効になることはありません。 フォルダのプロパティにあ
る簡易ファイル共有機能ユーザー インターフェイスを使用して、共有およびファイル権限を設定してくだ
さい。 

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 システムの場合、デフォルトで
は、簡易ファイル共有機能ユーザー インターフェイスは有効になっています。 ドメインに参加している
Windows XP Professional オペレーティング システムは、従来のファイル共有およびセキュリティ インタ
フェイスのみを使用します。

表2-4  Converter Enterprise で必要なポート

通信経路 ポート

Converter Enterprise サーバからリモート物理マシン TCP 445, 139
UDP 137, 138

Converter Enterprise サーバから VirtualCenter サーバ 443

Converter Enterprise Client から Converter Enterprise サーバ 443

物理マシンから VirtualCenter サーバ 443

物理マシンから ESX Server 902
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Windows XP Professional で簡易ファイル共有機能をを無効にするには

1 [ スタート（Start）] - [ 設定（Setting）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ フォルダ オプショ
ン（Folder Options）] を選択します。 

2 ［表示（View）] タブをクリックして、[ 簡易ファイルの共有を使用する（推奨）（Use Simple File Sharing 
(Recommended)）]のチェックをはずします。 

簡易ファイル共有機能の有効化または無効化については、Microsoft TechNet Web サイトをご覧ください。 

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の
確認
Converter Enterprise がリモート Windows XP マシンとの接続に失敗し、「ユーザー名またはパスワードが不
正です」というエラー メッセージが発行された場合は、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。 

Windows ファイアウォールによるブロックを確認するには

1 [ スタート（Start）] - [ 設定（Setting）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ 管理ツール
（Adminitrative Tools）] - [ ローカル セキュリティ ポリシー（Local Security Policy）] を選択します。

2 [ ネットワーク アクセス : ローカル アカウントの共有とセキュリティ モデル（Network access: Sharing 
and Security model for local accounts）] を選択します。 

3 [ クラシック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして認証する（Classic: local users authenticate 
as themselves）] が選択されていることを確認します。 

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については、Microsoft TechNet Web サイトを
参照してください。
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3

本章では、Converter Enterprise および Converter Enterprise Client をインストールおよびアンインストール
するための基本手順について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

Converter Enterprise のインストール （P.25）

Converter Enterprise のアンインストール、変更、または修復 （P.27）

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

Converter Enterprise Client のアンインストールまたは修復 （P.28）

Converter Enterprise のインストール 
VMware Converter Enterprise は、VirtualCenter のインストール処理の一部としてインストールされます。 
VMware Infrastructure 環境をすでに構築している場合は、同じインストーラか Converter Enterprise のイン
ストーラを使用して、Converter Enterprise 機能を追加できます。

ここでは、VMware Converter Enterprise インストーラを使用したインストール処理について説明します。 
VirtualCenter のインストール処理の一部として Converter Enterprise をインストールする処理については、
VMware Infrastructure 3 の『インストール ガイド』を参照してください。

Converter Enterprise CLI は、複数のマシンにインストールし、Converter Enterprise サーバと関連付けられて
いる VirtualCenter サーバにアクセスことができます。 Converter Enterprise CLI は Converter Enterprise サーバ
と同じマシンにインストールすることも、異なるマシンにインストールすることもできます。

Converter Enterprise CLI を Linux コンピュータにインストールするには、「Linux コンピュータでの
Converter Enterprise CLI のインストール （P.68）」を参照してください。

インストールする前に、次の項目を確認します。

システム要件　ハードウェアが Converter Enterprise 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 ファイルのサイズ要件 （P.19）」を参照してくだ
さい。

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter インストール ソフトウェア　当社の Webサイトから、最
新バージョンの VMware Converter Enterprise for VirtualCenter をダウンロードします。 VMware ESX Server 3
バージョン 3.5 および VirtualCenter 2.5 については、http://www.vmware.com/esxvcbeta にあります。
VMware ESX Server 3i バージョン 3.5 および VirtualCenter 2.5 については、http://www.vmware.com/eesxbeta
にあります。

VirtualCenter サーバ ログイン情報　Converter Enterprise は、VirtualCenter サーバ（2.5 以降）に接続す
る必要があります。 VirtualCenter サーバがパワーオン状態で、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ます。

インストール 3

http://www.vmware.com/esxvcbeta
http://www.vmware.com/eesxbeta
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Converter Enterprise をインストールするには 

1 管理者権限を持つユーザーとしてコンピュータにログインします。

2 VMware Infrastructure Management Installation CD を挿入します。

VMware Infrastructure Management Installer の画面が表示されたら、[ キャンセル（Cancel）] をクリッ
クします。その後 [ はい（Yes）] をクリックして確認し、[ 終了（Finish）] をクリックしてインストー
ラを終了します。

3 CD の converterフォルダで、VMware-Converter.exeファイルをダブルクリックし、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

[ 変更、修復、または削除（Modify, Repair, or Remove）] のダイアログ ボックスが表示された場合、古
い Converter Enterprise がインストールされていることを、インストーラが検出したことを示します。

4 [ エンド ユーザー使用許諾契約書（End-User License Agreement）] ページで [ 使用許諾契約書に同意し
ます（I accept the terms in the License Agreement）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

5 [ インストール先のフォルダ（Destination Folder）] ページで Converter Enterprise のフォルダの場所を
選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

デフォルトの場所は C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Converter Enterprise で、
このディレクトリにファイルをインストールします。 別の場所にインストールする場合は、[ 変更

（Change）] をクリックして新しい場所を選択します。

6 インストールのタイプを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

[ 標準（Typical）] を選択すると、Converter Enterprise サーバと Converter Enterprise CLI がインストー
ルされます。

[ カスタム（Custom）] を選択すると、Converter Enterprise サーバ、Converter Enterprise CLI、また
は Converter Enterprise Agent のインストールを指定できます。 

Converter Enterprise サーバを選択しなかった場合は、[ インストール完了（Installation Completed）]
ページが表示されたときに、[ 終了（Finish）] をクリックします。 

7 接続する VirtualCenter サーバを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

サーバのホスト名または IP アドレス、[ ユーザー名（User Name）]、および [ パスワード（Password）]
を入力します。 デフォルトのポート（443）がすでに使用されている場合は、別のポートを指定します。

Converter Enterprise サーバの各インストールは、必ず 1 つの VirtualCenter サーバにのみ関連付けます。

8 Virtual Infrastructure Web サービス ポートを指定するか、デフォルトのポートを使用して、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

HTTPS（デフォルトは 443）。

HTTP（デフォルトは 80）。

SOAP（デフォルトは 9085）。

Web（デフォルトは 9086）。

これらのポートによって、Converter Enterprise コンポーネント間で通信することができます。 デフォル
ト ポートをほかのアプリケーションが使用している場合は、別のポートを入力します。

9 ネットワーク上で Converter Enterprise サーバを識別するためのホスト名、IP アドレス、または DNS 名
を指定します。 

この情報を使用することによって、Converter Enterprise サーバと VirtualCenter サーバが通信できます。

10 [ プログラムのインストール準備（Ready to Install the Program）] ページで、[ インストール（Install）]
をクリックします。 

インストール中に [ キャンセル（Cancel）] をクリックすると、インストールされたファイルはロール 
バックされ、オペレーティング システムは元の状態に戻ります。
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11 ウィザードの [ インストール完了（Installation Completed）] ページが表示されたら、[ 終了（Finish）]
をクリックします。 

Windows 2000 マシンまたは Windows NT マシンに Converter Enterprise Agent をインストールした場
合は、システムの再起動を要求するプロンプトが表示されます。 

Converter Enterprise のアンインストール、変更、または修復 
コントロール パネルにある Windows の [ プログラムの追加と削除（Add/Remove Programs）] ユーティリ
ティを使用して、Converter Enterprise コンポーネントをアンインストールすることができます。 アンインス
トールするコンポーネントごとに、次の手順を行なってください。

Converter Enterprise をアンインストールするには

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

2 [ スタート（Start）] - [ 設定（Setting）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ プログラムの追加
と削除（Add/Remove Programs）] を選択します。

3 Converter Enterprise のコンポーネントを選択して、[ 削除（Remove）] をクリックします。

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

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter をアンインストールするには、Microsoft Windows のコント
ロール パネルから [ プログラムの追加と削除（Add/Remove Programs）] ユーティリティを使用するほか
に、インストール ウィザードを使用して削除する方法もあります。 

インストール ウィザードを使用して、VMware Converter Enterprise for VirtualCenter を変更または修復する
こともできます。

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter をアンインストール、変更、修復するには

1 VMware Converter Enterprise for VirtualCenter のインストーラを起動するには、インストーラ ファイル
があるフォルダに移動して、次のファイルをダブルクリックします。 
VMware-converter-4.0.0-<xxxxx>.exe

この例で、<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 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。 

インストール ウィザードの [ ようこそ（Welcome）] ページが開きます。 

2 [ 次へ（Next）] をクリックします。

3 [ プログラムのメンテナンス（Program Maintenance）] ページで、[ 変更（Modify）]、[ 修復（Repair）]、
または [ 削除（Remove）] のいずれかを選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter のインストール済みコンポーネントを変更するには、
[ 変更（Modify）] をクリックします。 クリックすると、ウィザードの [ カスタム セットアップ

（Custom Setup）] ページが開き、変更できます。 詳細については「Converter Enterprise をインス
トールするには （P.26）」の手順 6 を参照してください。 

損傷を受けた VMware Converter Enterprise for VirtualCenter のコンポーネントをウィザードで確認
し、再インストールするには、[ 修復（Repair）] を選択します。

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter をアンインストールするには、[ 削除（Remove）] を選
択します。

4 [ プログラムの削除（Remove the Program）] ページで、VMware Converter Enterprise for VirtualCenter
が作成したすべての関連ファイルとレジストリ エントリを削除できます。 [ 削除（Remove）] をクリッ
クします。

VMware Converter Enterprise for VirtualCenter を変更または修復する場合は、ファイルの削除に関するメッ
セージは表示されずに、[ プログラムの変更準備（Ready to Modify the Program）] ページまたは [ プログ
ラムの修復準備（Ready to Repair the Program）] ページが表示されます。
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ウィザードによる変更または修復が終了したら、VMware Converter Enterprise for VirtualCenter を使用する
前に、システムの再起動が必要になることがあります。 その場合は、ダイアログボックスが表示されます。

これで、VMware Converter Enterprise for VirtualCenter の変更、修復、削除は終了です。

Converter Enterprise Client のインストール
Converter Enterprise Client をインストールする前に、ハードウェアが Converter Enterprise Client のシステ
ム要件を満たしていることを確認し、 VMWare Converter Enterprise for VirtualCenter をインストールしておい
てください。 

「Converter Enterprise Client の要件 （P.20）」を参照してください。 

Converter Enterprise Client をインストールするには

1 VI Client を起動し、Converter Enterprise に関連付けられている VirtualCenter サーバに接続します。

関連付けられている VirtualCenter サーバは、Converter Enterprise for VirtualCenter をインストールする
ときに指定しました。

2 VI Client メニューで [ プラグイン（Plugins）] - [ プラグインの管理（Manage Plugins）] を選択します。

3 [ 使用可能（Available）] タブをクリックし、[VMware Converter Enterprise Client] を選択します。

4 [ダウンロードとインストール（Download and install）] をクリックし、[ 次へ（Next）]をクリックします。

5 [ インストール（Install）] をクリックし、[ 終了（Finish）] をクリックします。

6 プラグイン マネージャで、[ インストール済み（Installed）] タブをクリックし、[ 有効（Enabled）]
ボックスをクリックして [OK] をクリックします。

これで、[ ヘルプ（Help）] メニューから Converter Enterprise のオンラインヘルプを起動できます。

Converter Enterprise Client のアンインストールまたは修復
コントロール パネルにある Windows の [ プログラムの追加と削除 ] ユーティリティを使用して、Converter 
Enterprise Client をアンインストールできます。

Converter Enterprise Client をアンインストールするには

1 Converter Enterprise Client がインストールされている Windows コンピュータに Administrator としてロ
グインします。

2 [ スタート（Start）] - [ 設定（Setting）] - [ コントロール パネル（Control Panel）] - [ プログラムの追加
と削除（Add or Remove Programs）] を選択します。

3 VMware Converter Enterprise Client を選択して、[ 削除（Remove）] をクリックします。

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

VMware Converter Enterprise Client をアンインストールするには、Microsoft Windows のコントロール パネ
ルから [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] ユーティリティを使用するほかに、VMware 
Converter Enterprise Client のインストール ウィザードを使用して削除する方法があります。 

インストール ウィザードを使用して、Converter Enterprise Client を修復することもできます。

Converter Enterprise Client をアンインストールまたは修復するには

1 VMware Converter Enterprise Client のインストーラを起動するには、インストーラ ファイルがあるフォ
ルダに移動して、次のファイルをダブルクリックします。 VMConverter Client.exe

デフォルトの場所は、C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Virtual Infrastructure 
Client￥Plugins です。 

Converter Enterprise Client のインストール ウィザードの [ ようこそ（Welcome）] ページが開きます。 

2 [ 次へ（Next）] をクリックします。
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3 [ プログラムのメンテナンス（Program Maintenance）] ページで、[ 修復（Repair）] または [ 削除
（Remove）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

損傷を受けた Converter Enterprise Client のコンポーネントをウィザードで確認し、再インストール
するには、[ 修復（Repair）] を選択します。

Converter Enterprise Client をアンインストールするには、[ 削除（Remove）] を選択します。

4 [ プログラムの削除（Remove the Program）] ページで、VMware Converter Enterprise Client が作成した
すべての関連ファイルとレジストリ エントリを削除できます。 [ 削除（Remove）] をクリックします。

VMware Converter Enterprise Client を修復する場合は、ファイルの削除に関するメッセージは表示され
ずに、[ プログラムの修復準備（Ready to Repair the Program）] ページが表示されます。 ウィザードによ
る Converter Enterprise Client の修復が終了したら、プラグインを使用する前にシステムを再起動する
必要が生じる場合があります。その場合は、ダイアログボックスが表示されます。

これで、VMware Converter Enterprise Client の修復または削除は終了です。
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本章では、物理マシン、仮想マシン、およびシステム イメージを VirtualCenter が管理する仮想マシンにイ
ンポートする方法について説明します。 

本章の内容は、次のとおりです。

変換プロセスの準備 （P.31）

インポート ウィザードの起動 （P.32）

ソースの選択 （P.33）

新規仮想マシンのターゲットの選択 （P.37）

新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ （P.37）

インポート タスクのスケジュール設定 （P.40）

インポートの完了 （P.40）

実行中でない物理マシンをインポートするには、VMware Converter Enterprise 起動 CD を使用します。この
CD は、スタンドアロンの VMware Converter Enterprise アプリケーションに付属しています。 「第 8 章 
VMware Converter Enterprise 起動 CD （P.57）」を参照してください。

変換プロセスの準備
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と新しい仮想マシンを配置するターゲットを決
定します。 ソースおよびターゲットのオプションは次のとおりです。

[ ソース（Source）]　物理コンピュータ、VMware Infrastructure の仮想マシン（ESX Server）、またはス
タンドアロン仮想マシン

[ ターゲット（Destination）]　ESX Server、VirtualCenter が管理する ESX Server、または VMware スタン
ドアロン仮想マシン

スタンドアロンの仮想マシンには、Workstation、VMware Server、VCB、Acronis True Image 9、Microsoft Virtual 
PC および Virtual Server、Symantec Backup Exec Server Recovery（従来の LiveState Recovery）6.5 および 7.0、
LiveState Recovery 3.0 および 6.0、Norton Ghost 9、10、および 12（.sv2iのみ）イメージがあります。 

また、ソースおよびターゲット マシンに応じて、次のタイプのディスク変換を選択することもできます。

[ すべてのディスクをインポートして、サイズを維持（Import all disks and maintain size）]　すべての
ディスクを変更せずに変換します。 変換する仮想マシンが Linux ゲスト OS の場合は、このオプション
のみ選択できます。

[ ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減（Select volumes and resize to save or add 
space）]　特定のサイズを指定できます。

マシンのインポート 4
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[ボリュームごとに別々のディスクを作成（Create a separate disk for each volume）]　ボリュームごと
に 1 つ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 ボリュームが同じディスクに存
在する場合、それらのボリュームは分離されません。） そのあと、独立したデータストアに分散して
ディスクを移行できます。 

ボリュームごとにディスクを作成
ストレージ管理を簡素化するために、アクティブ ボリュームおよびシステム ボリューム以外のすべてのボ
リュームをそれぞれ別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 ボリュームが同じ
ディスクに存在する場合、それらのボリュームは分離されません。） ボリュームをそれぞれ対応する仮想
ディスクに変換し、それらのディスクをそれぞれ異なるデータストアに分散することによって、ストレージ
の制約をより直接的に制御できます。 

任意のソース マシンごとに、別々のディスクを作成できます。 ターゲットは、VMware Infrastructure
（ESX Server または VirtualCenter が管理する ESX Server）またはホスト下にあるターゲット（Workstation）
のどちらでもかまいません。 ホスト下にあるターゲットの場合、ディスクはすべて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（Create a separate disk for each volume）] を選択すると、[ ソー
ス データ（Source Data）] ページに表示されているボリュームの順に、新しいディスクが [ データストアの
詳細（Advanced Datastore）] ページに表示されます。 アクティブ ディスクとシステム ディスクは必ず最初
に表示されますが、元の構成によって同じディスクに存在することもあれば、異なるディスクに分かれるこ
ともあります。 ボリュームが割り当てられている新しいディスクを確認するには、[ ソース データ（Source 
Data）] ページにある各ボリュームの新しいサイズと [ データストアの詳細（Advanced Datastore）] ページ
にあるディスク サイズを比較します。

VMware Infrastructure の仮想マシン上の別々のデータストアにボリュームを分散移行するには

1 [ ソース データ（Source Data）] 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（Create a separate disk for each volume）] を選択して、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

3 VirtualCenter サーバ、または仮想マシンの格納先のホストの 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（Next）] をクックします。 

5 新しいマシンの名前を入力して、そのマシン用のフォルダを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックし
ます。

6 [ ホストまたはクラスタ（Host or Cluster）] ページで、仮想マシンの実行場所となるホストかクラスタ、
リソース プールを選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

7 [ データストアの詳細（Advanced Datastore）] ページで、各ディスクを格納するための適切なデータス
トアを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

インポート ウィザードの起動
インポート ウィザードは、操作状況に応じて変化します。 入力する必要がある情報は、ウィザードを起動し
た場所によって異なります。 たとえば、インポート ウィザードをホストから起動した場合、インポートされ
る仮想マシンはそのホストに配置され、ウィザードがターゲットを尋ねることはありません。 [ スケジュー
ル設定タスク（Scheduled Tasks）] ビューからウィザードを起動した場合、ウィザードはホストを指定する
ように求めます。

ウィザードを開始するには

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

2 Converter Enterpriseに関連付けられているVirtualCenterサーバのホスト名または IPアドレスを入力します。 

3 適切なWindowsドメイン ユーザー名およびパスワードを入力し、[ログイン（Login）]をクリックします。

4 次のいずれかを実行して、インポート ウィザードを起動します。
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メインの VI Client メニューで [ インベントリ（Inventory）] を選択したあと、[ ホスト（host）]、[ クラ
スタ（cluster）]、または [ リソース プール（resource pool）] を選択し、[ マシンのインポート

（Import Machine）] を選択します。

[ ホストおよびクラスタ（Hosts & Clusters）] 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（Import Machine）] を選択します。

[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines and Templates）] ビューでフォルダを右クリッ
クし、[ マシンのインポート（Import Machine）] を選択します。

[ スケジュール設定タスク（Scheduled Task）] ビューで、[ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ スケ
ジュール設定タスク（Scheduled Task）] 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（Import a machine）] を選択します。

[ ソース（Source）] ページに [ 目次（Table of Contents）] ペインが表示され、4 つのステップからなる
変換手順が表示されます。

ウィザードの各ページにある [ ログ情報（Log Info）] ボタンを使用すると、そのページを拡大して
Converter Enterprise のテンポラリ ログ ファイルの場所を示します。 必要な場合は、すぐにログ ファイ
ルを読み出してください。 

ソースの選択
次のいずれかのソース マシン タイプを選択できます。

物理コンピュータ　ネットワーク上の任意のコンピュータ

VMware Infrastructure仮想マシン　ESX ServerかESX Server 3、またはVirtualCenterが管理するESX Server
または ESX Server 3i

その他　Workstation、VCB イメージなどのスタンドアロン仮想マシンまたはバックアップ イメージ、
そして、サード パーティの仮想マシンまたはディスク イメージ

物理マシン ソースの選択
ソースがリモート物理マシンの場合は、次の手順を使用します。 リモート物理マシンが実行中で、そのマシ
ンの管理者権限を持っている必要があります。

ソース マシンが Windows NT コンピュータの場合は、Windows Installer 2.1 以降が必要です。

ソース物理コンピュータを選択するには 

1 [ ソース（Source）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ ソース タイプ（Source Type）] 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（Physical computer）] を選択し、[ 次へ（Next）] 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￥ユーザー名とパスワードを入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

Converter Enterprise がリモート マシンに Converter Enterprise 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。 

5 [ ソース データ（Source Data）] ページで、インポートしないボリュームを選択解除します。

物理コンピュータをホット クローン作成する場合、ボリュームベースのクローン作成のみ使用でき
ます。

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

6 ボリューム ベースのクローンを作成している場合は、[ ページ ファイルとハイバネーション ファイル
を無視（Ignore page file and hibernation file）] を選択して、これらのファイルを除外します。
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これらのファイルを削除すると、ターゲット仮想マシンの空き領域はより多くなります。 これらのファ
イルを含めるように選択することもできます。

7 [ 新規ディスク領域（New Disk Space）] 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（Next）] をクリックします。

8 （オプション）ボリュームをそれぞれ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（Create a separate disk for each volume）] を選択します。

ESX Server または VirtualCenter 仮想マシン ソースの選択
ソース システムが ESX Server、ESX Server 3i、または VirtualCenter 仮想マシンの場合、次の手順を使用します。 

ソース仮想マシンは、シャットダウンされ、パワーオフされている必要があります。

ソースとして ESX Server または VirtualCenter 仮想マシンを選択して、インポートするディスクを選択する
には

1 [ ソース（Source）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ ソース タイプ（Source Type）] ペー
ジに移動します。

2 ドロップダウン メニューから [VMware Infrastructure 仮想マシン（VMware Infrastructure Virtual 
Machine）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 [ ソース ログイン（Source Login）] ページで、インポートする仮想マシンがある ESX Server または
VirtualCenter サーバを選択して、ユーザ名とパスワードを入力します。

[ESX/VC サーバ（ESX /VC Server）] ドロップダウン メニューには、最近アクセスされた 10 のシステム
の識別子または場所が示されます。 新しい識別子を入力します。

4 [ 次へ（Next）] 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（Next）] をクリックします。

6 すべてのディスクを変更せずにインポートするには、[ ソース データ（Source Data）] 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（Import all disks and maintain size）] が選択されている
ことを確認して、[ 次へ（Next）] 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 がある場合は、[ すべてのディスクをインポートして、
サイズを維持（Import all disks and maintain size）] だけを選択できます。 

オプション 説明

サイズを維持（Maintain 
Size） 

元のボリューム サイズを維持します。

最小サイズ（Min Size） ボリュームの使用済み部分に少量の領域を
追加して変換します。

<GB 単位でサイズを入力
（Type Size in GB）>

ギガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。

<MB 単位でサイズを入力
（Type Size in MB）>

メガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。

サーバ アクション

ESX Server アクセスした ESX Server マシン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。

VirtualCenter が管理す
る ESX Server 

VirtualCenter 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指定して、[ 次
へ（Next）] をクリックします。
[ 表示（View）] ドロップダウン メニューで 2 つあるインベントリ ビュー（デフォ
ルトの [ ホストおよびクラスタ（Hosts & Clusters）] ビューか [ 仮想マシンおよびテ
ンプレート（Machines & Templates）] ビュー）の 1 つをブラウザで検索します。
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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（Select volumes and resize 
to save or add space）] をクリックします。 ボリュームベースのクローンの作成中は、ページ ファイル
およびハイバネーション 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 ボリュームを選択解除すると、次のページに進む前に警告が表
示されます。 

8 [ 新規ディスク領域（New Disk Space）] ドロップダウン メニューでボリューム サイズを指定して、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

9 （オプション）ボリュームをそれぞれ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（Create a separate disk for each volume）] を選択します。

スタンドアロン仮想マシン、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

ソース システムがスタンドアロン仮想マシン、バックアップ イメージ、またはディスク イメージの場合
は、次の手順を使用します。

ソースとしてスタンドアロンの仮想マシンを選択して、インポートするディスクを選択するには

1 [ ソース（Source）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ ソース タイプ（Source Type）] 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（Other）] を選択し、[ 次へ（Next）] 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指定します。

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

VCB イメージをインポートする場合は、手順 8 に進みます。

5 [ 新しい仮想マシンの再構成（New Virtual Machine Reconfiguration）] ページが表示されたら、サービ
ス パックまたはホスト フィックスから必要なファイルを選択する必要があります。 

ウィザードに必要なファイルが表示されます。 すべての項目にチェックが付くまで、[ 次へ（Next）] ボ
タンは無効のままです。

a リストから 1 つまたは複数の項目を選択し、[ フォルダの場所（Folder Location）] をクリックし
て、選択したファイルがあるフォルダへの 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。

必要なファイルごとにこの手順を繰り返し、終了したら [ 次へ（Next）] をクリックします。 

オプション 説明

サイズを維持（Maintain 
Size） 

元のボリューム サイズを維持します。

最小サイズ（Min Size） ボリュームの使用済み部分に少量の領域を
追加して変換します。

<GB 単位でサイズを入力
（Type Size in GB）>

ギガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。

<MB 単位でサイズを入力
（Type Size in MB）>

メガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。
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6 （Microsoft Windows NT の場合のみ）処理後の仮想マシンのすべての NTFS パーティションが、イン
ポート プロセスによって、NTFS ファイル システムの新しいバージョンにアップグレードされるという
警告メッセージが表示されます。 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、ダイアロ
グ ボックスで [ いいえ（No）] をクリックし、ウィザード ページで [ キャンセル（Cancel）] 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保護されている場合、[ 仮想マシンへのログイン（Virtual Machine Login）]
ページが表示されます。 パスワードを入力して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

ソースがパスワード保護されていない場合は、このページがスキップされ、[ ソース データ（Source 
Data）] ページが表示されます。

8 すべてのディスクを変更せずにインポートするには、[ ソース データ（Source Data）] 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（Import all disks and maintain size）] が選択されている
ことを確認して、[ 次へ（Next）] 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 がある場合は、[ すべてのディスクをインポートして、
サイズを維持（Import all disks and maintain size）] だけを選択できます。

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（Select volumes and resize 
to save or add space）] ラジオ ボタンを選択して、この手順の残りを実行します。 

9 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 ボリュームを選択解除すると、次のページに進む前に警告が表
示されます。

次のオプションを使用できます。

10 [ 新規ディスク領域（New Disk Space）] ドロップダウン コンボ ボックスでボリューム サイズを指定し、
[ 次へ（Next）] をクリックします。

オプション 説明

変換する仮想マシンに Linux ゲスト
OS がある場合にディスクを変換
する。

[ すべてのディスクをインポートして、サイズを維持（Import all disks 
and maintain size）] 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中
は、ページ ファイルおよびハイバ
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（Select volumes 
and resize to save or add space）] 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（Create a separate disk for 
each volume）] を選択します。
詳細については、「ボリュームごとにディスクを作成 （P.32）」を参照し
てください。

オプション 説明

サイズを維持（Maintain 
Size） 

元のボリューム サイズを維持します。

最小サイズ（Min Size） ボリュームの使用済み部分に少量の領域を
追加して変換します。

<GB 単位でサイズを入力
（Type Size in GB）>

ギガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。

<MB 単位でサイズを入力
（Type Size in MB）>

メガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。



VMware, Inc. 37

第 4章 マシンのインポート

  

  

新規仮想マシンのターゲットの選択
次の手順で、VirtualCenter が管理する ESX Server で実行する仮想マシンをインポートします。

変換した仮想マシンのターゲットを選択するには

1 [ ターゲット（Destination）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ 仮想マシンの名前とフォル
ダ（Virtual Machine Name and Folder）] ページに進みます。 

2 仮想マシン名を入力し、VirtualCenter インベントリ内のターゲット フォルダを選択したあと、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

3 ウィザードの起動方法、および特定の VirtualCenter の環境や設定に応じて、次の手順の実行が必要に
なることがあります。 

a [ ホストまたはクラスタ（Host or Cluster）] ページで、イン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（Next）] をクリックします。

b [ ホスト（Host）] ページでホストを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックする。

c [ リソース プール（Resource Pool）] ページでリソース プールを選択し、[ 次へ（Next）] をクリッ
クする。

4 仮想マシンの構成ファイルおよびディスクのデータストアを指定して、[ 次へ（Next）] をクリックする。

すべてのデータストア、およびデータストアに使用可能な領域がこの [ データストア（Datastore）] リ
ストに表示されます。 選択したディスクの保存に十分な大きさのデータストア（複数可）を選択する必
要があります。

5 複数のデータストアにディスクを分散するには、[ 詳細（Advanced）] をクリックします。 ドロップダ
ウン メニューから各ディスクおよびファイル用のデータストアを選択します。 

6 [ ネットワーク（Networks）] ページで、VirtualCenter ネットワークに仮想マシンのネットワーク アダプ
タをマッピングします。また、マッピングするアダプタ数を指定することもできます。 [ 次へ（Next）] を
クリックします。

新規仮想マシンのゲストOSのカスタマイズ
インポート ウィザードの [ カスタマイズ（Customization）] ページでは、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、またはシステム リストア チェックポイントの削除のい
ずれか、あるいはをこれらを組み合わせて選択することができます。 

Converter Enterprise は Windows NT でのカスタマイズをサポートしていません。

[ カスタマイズ（Customization）] ページのオプション設定を省略するには

すべてのチェック ボックスを選択解除し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

インポートを完了するには、「インポートの完了 （P.40）」を参照してください。 

VMware Tools のインストール
VMware Tools のインストールは、ターゲットが ESX Server、VirtualCenter、Workstation 6、
VMware Fusion 1、VMware Player 2、および ACE 2 の場合にのみ有効です。

VMware Tools をインストールするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [VMware Tools のインストール（Install VMware Tools）] が
選択されていることを確認します。

2 [ 次へ（Next）] クリックするか、[ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity of the 
virtual machine）] を選択して、カスタマイズに進みます。
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新規仮想マシンの ID のカスタマイズ
次の手順で、新規仮想マシンの ID をカスタマイズします。 

[ カスタマイズ（Customize）] オプションが使用不可の場合は、VirtualCenter サーバ 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 VirtualCenter￥sysprep￥です。

次のフィールドをカスタマイズできます。

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

サーバ ライセンス情報の入力

仮想マシンのタイム ゾーンの変更

各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更

新規仮想マシンの ID をカスタマイズするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity 
of the virtual machine）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

目次が展開され、インストール処理のこのセクションの内容が表示されます。

2 [ コンピュータ情報（Computer Information）] ページで必要に応じて次のフィールドをカスタマイズし
ます。

[ コンピュータ名（Computer Name）]　ネットワーク上にある仮想マシンを識別するための一意
の名前。 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
ではありませんが、VMware では使用できます。 数字のみのコンピュータ名は指定できません。

[ 所有者名（Owner Name）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 組織名（Organization）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 新規セキュリティ ID（SID）の生成（Generate New Security ID（SID））]　新しいセキュリティ ID
を生成する場合選択します。 デフォルトで、Windows Vista システム用にセキュリティ ID が事前に
選択されます。

3 [ 次へ（Next）] をクリックします。

4 必要に応じて、[Windows ライセンス（Windows License）] ページで、この仮想マシンの Windows ラ
イセンス情報を入力して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ 製品 ID（Product ID）] フィールドは空白のままで次のページに移動できます。

[ サーバのライセンス情報を入力する（Include Server License Information）] チェック ボックスは、
Microsoft Windows 2000 Server および Microsoft Windows 2003 Server オペレーティング システムにの
み適用されます。 このチェック ボックスが選択されていない場合、[ サーバ ライセンス モード（Server 
License Mode）] ボタンは無効になります。 Windows Vista の場合、このアクションは適用されません。

5 [ タイム ゾーン（Time Zone）] ページのドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択して、[ 次へ
（Next）] 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
（Network Interface Settings）] ページが表示されます。 

6 （オプション）ネットワーク アダプタの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（Network Interface Settings）] ページでアダプタを選択して、[ カスタマイズ（Customize）] を
クリックします。 

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（Reset All）] ボタンが有
効になります。 全アダプタの設定をすべてデフォルトに戻すには、このボタンをクリックします。

デフォルトで、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）によって、すべてのネットワーク アダプ
タが 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

（Next）] をクリックします。
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7 （オプション）[ ネットワークのプロパティ（Network Properties）] ダイアログ ボックスで任意のネッ
トワーク アダプタのプロパティを変更します。

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（Network Interface Settings）] ページに戻
り、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 [ ワークグループまたはドメイン（Workgroup or Domain）] 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。

[ ワークグループ（Workgroup）]　有効な文字は、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（Windows Server Domain）]　このテキスト ボックスには値を指定
する必要があります。 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、ピリオド（ドット）、
およびハイフンです。 ドットで区切られた各ラベルの長さは最大 63 文字で、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も必須です。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

システム リストア チェックポイントの削除
VMware は、ターゲットの仮想マシンをソース システムの複製にするのでないかぎり、クローン作成モード
に関係なくすべてのシステム リストア チェックポイントを削除することをお勧めします。 

Windows Vista および Windows XP システムの場合、 デフォルトではシステムのリストアは有効になってい
ます。 Windows Vista の場合、次の条件があります。

ボリュームベースのクローンをファイル レベルで作成する場合、システム リストア チェックポイント
はターゲット仮想マシンから自動的に削除されます。

ディスクベースのクローンを作成する場合、またはブロックベースのクローンをボリューム レベルで
作成する場合、このオプションを選択解除すると、システム リストア チェックポイントはターゲット
仮想マシンに残ります。

システム リストア チェックポイントをすべて削除することで、ターゲット マシンが変換前の状態に戻ること
を防止します。 ソース マシンのクローンを作成する前に、作成されたターゲット仮想マシンにチェックポイン
トをリストアすると、システムが損傷を受け、ターゲット仮想マシンが起動できなくなることがあります。 

Windows Vista、 Windows XP、および Windows 2003 ですべてのシステム リストア チェックポイントを削
除するには

[ カスタマイズ（Customization）] ページで [ すべてのシステム リストア チェックポイントの削除
（Remove all system restore checkpoints）] を選択します。

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.15）」を参照してください。

 フィールド 説明

全般 このタブは、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力
する場合にのみ使用します。 

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。 
DNS サフィックスを入力して、[ 追加（Add）] をクリックします。 
複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [ 上へ移動（Move Up）]
と [ 下へ移動（Move Down）] を使用して、仮想マシンが接続に使
用する順序を指定します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、プライマリおよびセカンダリ
WINS のアドレスを指定します。
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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（Schedule Task）] ページでは、タスクを今すぐ実行
するように設定することも、あとで実行されるようにスケジュール設定することもできます。 また、タスク
を実行する頻度をスケジュール設定することもできます。 

VirtualCenter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。

タスクを今すぐ実行するには

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

特定の時間に実行するようにタスクのスケジュール設定をするには

1 [ タスクのスケジュール設定（Schedule Task）] ページで、[ 日時（Later）] 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 開始の時刻と日付を指定し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

タスクの頻度をスケジュール設定するには

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

2 タスク名を入力します。

3 タスクの説明を入力します。

4 [ 頻度（Frequency）] ドロップダウン メニューからタスクを実行する頻度を選択します。

5 開始日と終了日を指定します。

[ 終了期限なし（No end date）] を選択してタスクの終了期限を無期限にしたり、繰り返し実行する回
数を指定してタスクを終了したりできます。

6 （オプション） [ 仮想マシンが存在する場合上書きしますか（Overwrite VM if exists?）] ドロップダウン メ
ニューでは、保有する仮想マシンのコピーの数を指定できます。

インポートの完了 
[ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページ は、インポート ウィザードの最後のページです。 

インポートを完了するには 

1 新規仮想マシンの設定の概要を確認します。 

2 仮想マシンを作成したあと、VirtualCenter でその仮想マシンをパワーオンするかどうかを指定します。

3 [ 終了（Finish）] をクリックしてウィザードが閉じます。タスク リストにインポート ジョブが示された
[ タスク（Task）] ビューが表示されます。 

今すぐ実行するようにタスクをスケジュール設定した場合は、[ 最近のタスク（Recent Tasks）] および [ タ
スクおよびイベント（Tasks & Events）] タブに表示されます。 ステータス バーに、完了したパーセントが表
示されます。 インポートが終了すると、ステータス フィールドに「Completed（完了）」と表示されます。

あとで実行するようにタスクをスケジュール設定した場合は、[ スケジュール設定タスク（Scheduled 
Tasks）] ページに表示されます。

インポート タスクを作成したあとは、ほかのタスク同様、VI Client でそのタスクを監視および管理できま
す。 「Converter Enterprise タスクの管理 （P.53）」を参照してください。 
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本章では、VirtualCenter が管理する仮想マシンをエクスポートする方法について説明します。 仮想マシンは
管理フォーマット（ESX Server または VirtualCenter が管理する ESX Server）またはホスト フォーマット

（Workstation、GSX Server など）でエクスポートできます。 エクスポート プロセスでは、ソースが指定した
フォーマットの仮想マシンに変換されます。 

本章の内容は、次のとおりです。

エクスポート ウィザードの起動 （P.41）

ソースの選択 （P.42）

新規仮想マシンのターゲットの選択 （P.42）

新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ （P.44）

エクスポート タスクのスケジュール設定 （P.46）

エクスポートの完了 （P.47）

エクスポート ウィザードの起動
エクスポート ウィザードは、コンテキスト依存型です。 入力する必要がある情報は、ウィザードを起動した
場所によって異なります。 たとえば、インポート ウィザードをホストから起動した場合、インポートされる
仮想マシンはそのホストに配置され、ウィザードでターゲットを指定するよう要求されます。 [ スケジュー
ル設定タスク（Scheduled Tasks）] ビューからウィザードを起動した場合は、ウィザードでターゲットを指
定するよう要求されます。

ウィザードを開始するには

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

2 Converter Enterpriseに関連付けられているVirtualCenterサーバのホスト名または IPアドレスを入力します。 

3 適切なWindowsドメイン ユーザー名およびパスワードを入力し、[ログイン（Log In）]をクリックします。

4 次のいずれかを実行して、エクスポート ウィザードを起動します。

[ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machine and Templates）] ビューで仮想マシンを右クリッ
クし、[ エクスポート（Export）] を選択する。

任意のビューで仮想マシンの名前を右クリックし、[ エクスポート（Export）] を選択する。

[ スケジュール設定タスク（Scheduled Task）] ビューで、[ ファイル（File）] - [ 新規（New）] - [ スケ
ジュール設定タスク（Scheduled Task）] 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（Export a virtual machine）] を選択します。

[ ソース（Source）] ページに、4 つの手順からなるエクスポート プロセスが示されます。

マシンのエクスポート 5
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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。 新
しいスケジュール設定タスクを作成してウィザードを起動した場合は、ソース仮想マシンを指定する必要が
あります。

エクスポートするソース仮想マシンを選択するには

1 [ ソース（Source）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックします。

エクスポートする仮想マシンをすでに選択している場合は、ソースとしてリスト表示されます。

2 VirtualCenter 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て、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

インベントリにある 2 つのビューのいずれかを使用してブラウザを検索できます。 

デフォルトで、[ ホストおよびクラスタ（Hosts & Clusters）] が選択されています。 ドロップダウン メ
ニューから [ 仮想マシンおよびテンプレート（Virtual Machines & Templates）] ビューを選択することも
できます。

3 [ ソース データ（Source Data）] ページで、次のいずれかを行います。 

[ サイズを変更せずに全ディスクをエクスポート（Export all disks and maintain size）] ボタンをク
リックしてすべてのディスクを変更せずにエクスポートし、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減（Select volumes and resize to save or add 
space）] ボタンをクリックして、残りの手順を実行します。

4 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 ボリュームを選択解除しないでください。 

5 ボリューム ベースのクローンを作成する場合は、[ ページ ファイルとハイバネーション ファイルを無
視（Ignore page file and hibernation file）] 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はより多くなります。 これらのファ
イルを含めるように選択することもできます。

6 [ 新規ディスク領域（New Disk Space）] ドロップダウン メニューでボリューム サイズを指定して、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

新規仮想マシンのターゲットの選択
ソース マシンは次のターゲットにエクスポートできます。

管理下にあるターゲット　ESX Server または VirtualCenter が管理する ESX Server

ホスト下にあるターゲット　Workstation、GSX Server など

管理下にあるターゲットの選択
次の手順で、ESX Server、または VirtualCenter が管理する ESX Server で使用する仮想マシンをエクスポート
します。

オプション 説明

サイズを維持（Maintain 
Size） 

元のボリューム サイズを維持します。

最小サイズ（Min Size） ボリュームの使用済み部分に少量の領域を
追加して変換します。

<GB 単位でサイズを入力
（Type Size in GB）>

ギガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。

<MB 単位でサイズを入力
（Type Size in MB）>

メガバイト単位で具体的なサイズを入力し
ます。
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管理下にあるターゲットを選択するには 

1 [ ターゲット（Destination）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ ターゲット タイプ
（Destination type）] ページに進みます。 

2 ドロップダウン メニューから [VMware Infrastructure 仮想マシン（VMware Infrastructure Virtual Machine）]
を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 仮想マシンのエクスポート先の ESX Server または VirtualCenter サーバを入力または選択します。

[ESX/ VC サーバ（ESX / VC Server）] ドロップダウン メニューに、最近ログインした 10 システムの識別
子または場所が表示されます。 新しい識別子の入力もできます。

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

5 [ 仮想マシン名およびフォルダ（Virtual Machine Name and Folder）] ページで、仮想マシンに割り当て
る名前を入力し、VirtualCenter インベントリ内のターゲット フォルダを選択して、[ 次へ（Next）] を
クリックします。

6 [ ホストまたはクラスタ（Host or Cluster）] 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 プールを指定し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 前の手順で選択した内容によって、次のいずれかの手順を実行する必要がある場合があります。

[ ホスト（Host）] ページでホストを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックする。

[ リソース プール（Resource Pool）] ページでリソース プールを選択し、[ 次へ（Next）] をクリック
する。

8 仮想マシンの構成ファイルおよびディスクのデータストアを指定して、[ 次へ（Next）] をクリック
する。

すべてのデータストア、およびデータストアに使用可能な領域がこのパネルに表示されます。 選択した
ディスクの保存に十分な大きさの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させるには、[ 詳細（Advanced）] をクリックして、ディスクの
リストおよび仮想マシンの構成ファイルを表示します。 ドロップダウン メニューから各ディスクおよび
ファイル用のデータストアを選択します。 

10 [ ネットワーク（Networks）] ページで、仮想マシンのネットワーク アダプタを VirtualCenter ネット
ワークにマッピングして、[ 次へ（Next）] をクリックします。

[ ネットワーク（Networks）] パネルには、ターゲットの場所で使用可能なネットワークを含むドロッ
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。

ホスト下にあるターゲットの選択
次の手順で、Workstation、Fusion、VMware Server、Player、VMware ACE、または GSX Server で使用する仮
想マシンをエクスポートします。

ホスト下にあるターゲットを選択するには 

1 [ ターゲット（Destination）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ ターゲット タイプ
（Destination type）] ページに進みます。 

2 ドロップダウン メニューから [ その他の VMware 仮想マシン（Other VMware Virtual Machine）] を選択
して、[ 次へ（Next）] 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、ターゲットの場所を指定します。

場所は、Converter Enterprise サーバへのアクセスが可能な UNC パスにする必要があります。

4 指定した場所のドメイン￥ユーザー名と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（Next）] をクリックします。

6 [ 仮想マシン オプション（VM Options）] ページで、仮想ディスクのオプションを指定します。
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[ すべてのディスク領域を事前に割り当ててパフォーマンスを向上させる（Allocate all disk space 
now for better performance）] を選択すると、ソース仮想マシンに割り当てられていた領域がすべ
て、エクスポートされた仮想マシンに割り当てられます。 このオプションを使うと、仮想マシンの
パフォーマンスが少し向上します。

[ 仮想ディスク ファイルの拡張を許可（Allow virtual disk files to grow）] を選択すると、容量小さい
仮想ディスク ファイルから開始して、必要に応じて、ソース ディスクのサイズまで拡張します。 

FAT ファイル システムで仮想ディスクをサポートするには、[ ディスクを 2 GB のファイルに分割
（Split disk into 2 GB files）] ボックスを選択します。

7 [ ネットワーク（Networks）] 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 ネットワー
ク、ホストオンリー ネットワーク、または NAT ネットワークにマッピングして、[ 次へ（Next）] をク
リックします。 

新規仮想マシンのゲストOSのカスタマイズ
エクスポート ウィザードの [ カスタマイズ（Customization）] ページでは、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、またはシステム リストア チェックポイントの削除のい
ずれか、あるいはをこれらを組み合わせて選択することができます。 

Converter Enterprise は Windows NT でのカスタマイズをサポートしていません。

[ カスタマイズ（Customization）] ページのオプションを省略して、[ 設定が完了しました（Ready to 
Complete）] ページに進むには

1 すべてのチェック ボックスを選択解除し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

2 エクスポートを完了するには、「エクスポートの完了 （P.47）」を参照してください。 

VMware Tools のインストール
VMware Tools のインストールは、ターゲットが ESX Server、VirtualCenter、Workstation 6、
VMware Fusion 1、VMware Player 2、および ACE 2 の場合にのみ有効です。

VMware Tools をインストールするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [VMware Tools のインストール（Install VMware Tools）] が
選択されていることを確認します。

2 [ 次へ（Next）] クリックするか、[ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity of the 
virtual machine）] を選択して、カスタマイズに進みます。

新規仮想マシンの ID のカスタマイズ
次の手順で、新規仮想マシンの ID をカスタマイズします。 

[ カスタマイズ（Customize）] オプションが使用不可の場合は、VirtualCenter サーバ 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 VirtualCenter￥sysprep￥です。

次のフィールドをカスタマイズできます。

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

サーバ ライセンス情報の入力

仮想マシンのタイム ゾーンの変更

各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更
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新規仮想マシンの ID をカスタマイズするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity 
of the virtual machine）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

目次が展開され、インストール処理のこのセクションの内容が表示されます。

2 [ コンピュータの情報（Computer Information）] ページで必要に応じて次のフィールドをカスタマイズ
します。

[ コンピュータ名（Computer Name）]　ネットワーク上にある仮想マシンを識別するための一意
の名前。 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
ではありませんが、VMware Converter では使用できます。 長さは最大 63 文字です。 数字のみのコ
ンピュータ名は指定できません。

[ 所有者名（Owner Name）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 組織名（Organization）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 新規セキュリティ ID（SID）の生成（Generate New Security ID（SID））]　新しいセキュリティ ID
を生成する場合選択します。 デフォルトで、Windows Vista システム用にセキュリティ ID が事前に
選択されます。

3 [ 次へ（Next）] をクリックします。

4 必要に応じて、[Windows ライセンス（Windows License）] ページで、この仮想マシンの Windows ラ
イセンス情報を入力して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ 製品 ID（Product ID）] フィールドは空白のままで次のページに移動できます。

[ サーバのライセンス情報を入力する（Include Server License Information）] チェック ボックスは、
Microsoft Windows 2000 Server および Microsoft Windows 2003 Server オペレーティング システムにの
み適用されます。 このチェック ボックスが選択されていない場合、[ サーバ ライセンス モード（Server 
License Mode）] ボタンは無効になります。 Windows Vista の場合、このアクションは適用されません。

5 [ タイム ゾーン（Time Zone）] ページのドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択して、[ 次へ
（Next）] 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
（Network Interface Settings）] ページが表示されます。 

6 （オプション）ネットワーク アダプタの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（Network Interface Settings）] ページでアダプタを選択して、[ カスタマイズ（Customize）] を
クリックします。 

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（Reset All）] ボタンが有
効になります。 全アダプタの設定をすべてデフォルトに戻すには、このボタンをクリックします。

デフォルトで、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）によって、すべてのネットワーク アダプ
タが 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

（Next）] 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（Network Properties）] ダイアログ ボックスで任意のネッ
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 このタブは、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力
する場合にのみ使用します。 

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。 
DNS サフィックスを入力して、[ 追加（Add）] をクリックします。 
複数の DNS サフィックスを入力する場合は、[ 上へ移動（Move Up）]
と [ 下へ移動（Move Down）] を使用して、仮想マシンが接続に使
用する順序を指定します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを入力して、プライマリおよびセカンダリ
WINS の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（Network Interface Settings）] ページに戻
り、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 [ ワークグループまたはドメイン（Workgroup or Domain）] 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。 

[ ワークグループ（Workgroup）]　有効な文字は、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（Windows Server Domain）]　このテキスト ボックスには値を指定
する必要があります。 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、ピリオド（ドット）、
およびハイフンです。 ドットで区切られた各ラベルの長さは最大 63 文字で、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（Next）] をクリックします。

システム リストア チェックポイントの削除
VMware は、ターゲットの仮想マシンをソース システムの複製にするのでないかぎり、クローン作成モード
に関係なくすべてのシステム リストア チェックポイントを削除することをお勧めします。 

Windows Vista および Windows XP システムの場合、 デフォルトではシステムのリストアは有効になってい
ます。 Windows Vista の場合、次の条件があります。

ボリュームベースのクローンをファイル レベルで作成する場合、システム リストア チェックポイント
はターゲット仮想マシンから自動的に削除されます。

ディスクベースのクローンを作成する場合、またはボリュームベースのクローンをブロック レベルで
作成する場合、オプションを選択解除すると、システム リストア チェックポイントはターゲット仮想
マシンに残ります。

システム リストア チェックポイントをすべて削除することで、ターゲット マシンが変換前の状態に戻るこ
とを防止します。 ソース マシンのクローンを作成する前に作成されたターゲット仮想マシンにチェックポイン
トをリストアすると、システムが損傷を受け、ターゲット仮想マシンが起動できなくなることがあります。 

Windows Vista、 Windows XP、およびWindows 2003 ですべてのシステム リストア チェックポイントを削
除するには

[ カスタマイズ（Customization）] ページで [ すべてのシステム リストア チェックポイントの削除
（Remove all system restore checkpoints）] を選択します。

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.15）」を参照してください。

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（Schedule Task）] ページでは、タスクを今すぐ実
行するように設定することも、後日実行されるようにスケジュール設定することもできます。 また、タスク
を実行する頻度をスケジュール設定することもできます。 

タスクを今すぐ実行するには

[ タスクのスケジュール設定（Schedule Task）] ページで [ このタスクをただちに実行する（Run this task 
immediately）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

特定の時間に実行するようにタスクのスケジュール設定をするには

1 [ タスクのスケジュール設定（Schedule Task）] ページで、[ 日時（Later）] 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 開始する日時を指定し、[ 次へ（Next）] をクリックします。 
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タスクの頻度をスケジュール設定するには

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

2 タスク名を入力します。

3 タスクの説明を入力します。

4 [ 頻度（Frequency）] ドロップダウン メニューからタスクを実行する頻度を選択します。

5 開始日と終了日を指定します。

[ 終了期限なし（No end date）] を選択してタスクの終了期限を無期限にしたり、繰り返し実行する回
数を指定してタスクを終了したりできます。

6 （オプション）[ 仮想マシンが存在する場合上書きしますか？（Overwrite VM if exists?）] ドロップダウ
ン メニューでは、保有する仮想マシンのコピーの数を指定できます。

エクスポートの完了 
[ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページ は、エクスポート ウィザードの最後のページです。 

エクスポート タスクを完了するには

1 新規仮想マシンの設定の概要を確認します。 

2 [ 終了（Finish）] をクリックしてウィザードを閉じます。タスク リストにエクスポート ジョブが示され
た [ タスク（Task）] ビューが表示されます。 

今すぐ実行するようにタスクをスケジュール設定した場合は、[ 最近のタスク（Recent Tasks）] および [ タ
スクおよびイベント（Tasks & Events）] ページに表示されます。 進行状況が、[ タスクの進行状況（Task 
Progress）] タブに表示されます。

あとで実行するようにタスクをスケジュール設定した場合は、[ スケジュール設定タスク（Scheduled 
Tasks）] ページに表示されます。

エクスポート タスクを作成したあとは、ほかのタスク同様、VMware Infrastructure Client でそのタスクを監
視および管理できます。 「Converter Enterprise タスクの管理 （P.53）」を参照してください。
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本章では、VirtualCenter が管理する仮想マシンを再構成する方法について説明します。 再構成ウィザードを
使用して、仮想マシンに VMware Tools をインストールしたり、新規仮想マシンの ID をカスタマイズしたり
することができます。

再構成できるのは、Windows 仮想マシンのみです。 ただし、Converter Enterprise は Windows NT でのカス
タマイズをサポートしていません。

本章の内容は、次のとおりです。

再構成ウィザードの起動 （P.49）

新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ （P.49）

再構成の完了 （P.52）

再構成ウィザードの起動
次の手順で、VMware Converter Enterprise の再構成ウィザードを起動します。

ウィザードを開始するには

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

2 Converter Enterpriseに関連付けられているVirtualCenterサーバのホスト名または IPアドレスを入力します。 

3 適切なWindowsドメイン ユーザー名およびパスワードを入力し、[ログイン（Log In）]をクリックします。

4 次のいずれかを実行して、再構成ウィザードを起動します。

仮想マシンを選択し、メインの VI Client メニューで [ インベントリ（Inventory）] - [ 仮想マシン
（Virtual Machine）] - [ 再構成（Reconfigure）] を選択する。

任意の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（Reconfigure）]
を選択する。

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（Customization）] ページでは、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、またはシステム リストア チェックポイントの削除のいずれか、
あるいはをこれらを組み合わせて選択することができます。 

[ カスタマイズ（Customization）] ページのオプションを省略して、[ 設定が完了しました（Ready to 
Complete）] ページに進むには

すべてのチェック ボックスを選択解除し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

再構成を完了するには、「再構成の完了 （P.52）」を参照してください。

マシンの再構成 6
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VMware Tools のインストール
VMware Tools のインストールは、ターゲットが ESX Server、VirtualCenter、Workstation 6、
VMware Fusion 1、VMware Player 2、および ACE 2 の場合にのみ有効です。

VMware Tools をインストールするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [VMware Tools のインストール（Install VMware Tools）] が
選択されていることを確認します。

2 [ 次へ（Next）] クリックするか、[ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity of the 
virtual machine）] を選択して、カスタマイズに進みます。

新規仮想マシンの ID のカスタマイズ
次の手順で、新規仮想マシンの ID をカスタマイズします。 

[ カスタマイズ（Customize）] オプションが使用不可の場合は、VirtualCenter サーバ 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 VirtualCenter￥sysprep￥です。

次のフィールドをカスタマイズできます。

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

サーバ ライセンス情報の入力

仮想マシンのタイム ゾーンの変更

各ネットワーク インターフェイスのプロパティの変更

新規仮想マシンの ID をカスタマイズするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity 
of the virtual machine）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

目次が展開され、インストール処理のこのセクションの内容が表示されます。

2 [ コンピュータ情報（Computer Information）] ページで必要に応じて次のフィールドをカスタマイズし
ます。

[ コンピュータ名（Computer Name）]　ネットワーク上にある仮想マシンを識別するための一意
の名前。 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
ではありませんが、VMware Converter では使用できます。 長さは最大 63 文字です。 数字のみのコ
ンピュータ名は指定できません。

[ 所有者名（Owner Name）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 組織名（Organization）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 新規セキュリティ ID（SID）の生成（Generate New Security ID（SID））]　新しいセキュリティ ID
を生成する場合選択します。 デフォルトで、Windows Vista システム用にセキュリティ ID が事前に
選択されます。

3 [ 次へ（Next）] をクリックします。

4 必要に応じて、[Windows ライセンス（Windows License）] ページで、この仮想マシンの Windows ラ
イセンス情報を入力して、[ 次へ（Next）] をクリックします。 

[ 製品 ID（Product ID）] フィールドは空白のままで次のページに移動できます。

[ サーバのライセンス情報を入力する（Include Server License Information）] チェック ボックスは、
Microsoft Windows 2000 Server および Microsoft Windows 2003 Server オペレーティング システムにの
み適用されます。 このチェック ボックスが選択されていない場合、[ サーバ ライセンス モード（Server 
License Mode）] ボタンは無効になります。 Windows Vista の場合、このアクションは適用されません。
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5 [ タイム ゾーン（Time Zone）] ページのドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択して、[ 次へ
（Next）] 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
（Network Interface Settings）] ページが表示されます。 

6 （オプション）ネットワーク アダプタの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（Network Interface Settings）] ページでアダプタを選択して、[ カスタマイズ（Customize）] を
クリックします。 

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（Reset All）] ボタンが有
効になります。 全アダプタの設定をすべてデフォルトに戻すには、このボタンをクリックします。

デフォルトで、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）によって、すべてのネットワーク アダプ
タが 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

（Next）] 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（Network Properties）] ダイアログ ボックスで任意のネッ
トワーク アダプタのプロパティを変更します。

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（Network Interface Settings）] ページに戻
り、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 [ ワークグループまたはドメイン（Workgroup or Domain）] 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。

[ ワークグループ（Workgroup）]　有効な文字は、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（Windows Server Domain）]　このテキスト ボックスには値を指定
する必要があります。 使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、スペース、ピリオド（ドット）、
およびハイフンです。 ドットで区切られた各ラベルの長さは最大 63 文字で、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も必須です。

10 [ 次へ（Next）] をクリックします。

システム リストア チェックポイントの削除
VMware は、ターゲットの仮想マシンをソース システムの複製にするのでないかぎり、クローン作成モード
に関係なくすべてのシステム リストア チェックポイントを削除することをお勧めします。 

Windows Vista および Windows XP システムの場合、 デフォルトではシステムのリストアは有効になってい
ます。 Windows Vista の場合、次の条件があります。

ボリュームベースのクローンをファイル レベルで作成する場合、システム リストア チェックポイント
はターゲット仮想マシンから自動的に削除されます。

ディスクベースのクローンを作成する場合、またはボリュームベースのクローンをブロック レベルで
作成する場合、オプションを選択解除すると、システム リストア チェックポイントはターゲット仮想
マシンに残ります。

 フィールド 説明

全般 このタブは、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力
する場合にのみ使用します。 

DNS DNS サフィックスを入力し、DNS 接続を指定します。 
DNS サフィックスを入力して、[ 追加（Add）] をクリックします。 
複数の DNS サフィックスを入力する場合は、[ 上へ移動（Move Up）]
と [ 下へ移動（Move Down）] を使用して、仮想マシンが接続に使
用する順序を指定します。

WINS エントリ ボックスに、プライマリおよびセカンダリ WINS アドレスの IP ア
ドレスを入力して指定します。
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システム リストア チェックポイントをすべて削除することで、ターゲット マシンが変換前の状態に戻るこ
とを防止します。 ソース マシンのクローンを作成する前に作成されたターゲット仮想マシンにチェックポイ
ントをリストアすると、システムが損傷を受け、ターゲット仮想マシンが起動できなくなることがあります。 

Windows Vista、 Windows XP、およびWindows 2003 ですべてのシステム リストア チェックポイントを削
除するには

[ カスタマイズ（Customization）] ページで [ すべてのシステム リストア チェックポイントの削除
（Remove all system restore checkpoints）] を選択します。

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.15）」を参照してください。

再構成の完了
[ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページ は、再構成ウィザードの最後のページです。 

再構成を完了するには 

1 新規仮想マシンの設定の概要を確認します。 

2 [ 終了（Finish）] をクリックしてウィザードを閉じます。タスク リストに再構成ジョブが示された [ タ
スク（Task）] ビューが表示されます。 

今すぐ実行するようにタスクをスケジュール設定した場合は、[ 最近のタスク（Recent Tasks）] および [ タス
クおよびイベント（Tasks & Events）] タブに表示されます。 進行状況が、[ タスクの進行状況（Task Progress）]
タブに表示されます。

あとで実行するようにタスクをスケジュール設定した場合は、[ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）]
ページに表示されます。

再構成タスクを作成したあとは、ほかのタスク同様、VI Client でそのタスクを監視および管理できます。 
「Converter Enterprise タスクの管理 （P.53）」を参照してください。
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本章では、VI Client を使用して Converter Enterprise タスクを使用する方法を説明します。 Converter 
Enterprise ウィザードの 1 つを使用して仮想マシンをインポートまたはエクスポートするたびに、タスクが
1 つ作成されます。 再構成タスクをスケジュール設定することはできません。 Converter Enterprise タスクの
管理は、ほかの VirtualCenter タスクの管理に似ています。 タスク管理の全般的な情報については、『基本シ
ステム管理』ドキュメントを参照してください。

本章の内容は、次のとおりです。

タスク リストの表示 （P.53）

タスクの詳細の表示 （P.54）

タスクのキャンセル （P.54）

タスクのコピー （P.55）

スケジュール設定されたタスクの即時編集 （P.55）

スケジュール設定されたタスクの実行 （P.55）

スケジュール設定されたタスクの削除 （P.55）

タスク リストの表示 
VI Client には、現在のタスク、完了したタスク、またはスケジュール設定されているタスクを表示する次の
手段が用意されています。 

[ タスクおよびイベント（Tasks & Events）] タブの [ タスク（Tasks）] ビューには、選択されたインベント
リ オブジェクトについて現在のタスクと完了したタスクのリストが表示されます。

[ 最近のタスク（Recent Tasks）] パネルには、すべてのインベントリ オブジェクトについて現在のタス
クと最近完了したタスクのリストが表示されます。

[ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] 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のリストが表示されます。

特定のインベントリ オブジェクトに対して完了したタスクまたは現在のタスクを表示するには

1 VI Client を起動し、Converter Enterprise に関連付けられている VirtualCenter サーバに接続します。

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

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

4 [ タスク（Tasks）] ボタンをクリックします。

Converter Enterprise タスクの管理 7
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タスク ステータスは、次のいずれかのアイコンで示されます。 

 　正常に終了したタスク。

　失敗したタスク。 詳細については、タスクの詳細を参照してください。

　待機中または進行中のタスク。 システム リソースの負荷が高い場合、タスクは待機中に
なります。 待機中のタスクは、十分なシステム リソースが使用可能な状態になると実行されま
す。 進行中のタスクには、完了した率を表示するステータス バーがあります。

すべてのインベントリ オブジェクトに対して最近完了したタスクまたは現在のタスクを表示するには

1 VI Client を起動し、Converter Enterprise に関連付けられている VirtualCenter サーバに接続します。

2 [ 最近のタスク（Recent Tasks）] パネルが表示されていない場合は、ステータス バーにある [ タスク
（Tasks）] ボタンをクリックします。

[ 最近のタスク（Recent Tasks）] パネルには、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リストが表示されます。

　正常に終了したタスク。

　失敗したタスク。 詳細については、タスクの詳細を参照してください。

　待機中または進行中のタスク。 システム リソースの負荷が高い場合、タスクは待機中に
なります。 待機中のタスクは、十分なシステム リソースが使用可能な状態になると実行されま
す。 進行中のタスクには、完了した率を表示するステータス バーがあります。

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を表示するには

1 VI Client を起動し、Converter Enterprise に関連付けられている VirtualCenter サーバに接続します。

2 ナビゲーション バーの [ スケジュール設定タスク（Scheduled Tasks）] ボタンをクリックし、スケ
ジュール設定されているタスク、および各タスクが前回実行された日時を確認します。

タスクの詳細の表示
[ タスク詳細（Task Details）] ペインまたは [ タスク サマリ（Task Summary）] ダイアログ ボックスで特定の
タスクの詳細情報を参照できます。

[ タスク詳細（Task Details）] ペインに、タスクおよび関連するイベントについての情報が表示されます。 タ
スクが失敗した場合、このペインには、問題のトラブルシューティングに役立つログ ファイルの場所情報
が含まれます。 ログ ファイルはテンポラリ ファイルのため、障害があったときは、できるだけ早くアクセ
スしてください。

特定のタスクの詳細情報を表示するには

[ タスクおよびイベント（Tasks & Events）] のタスク リストでタスクを選択します。

[ 最近のタスク（Recent Tasks）] パネルか [ タスクおよびイベント（Tasks & Events）] タスク リストでタス
クを右クリックし、[ 概要情報の表示（View Summary）] を選択します。

タスクのキャンセル
[ 進行中（In Progress）] と示されているタスクをキャンセルできます。 キャンセルされたタスクは、タスク
がユーザによってキャンセルされたことを示すメッセージとともに [ 失敗（failed）] と示されます。

タスクをキャンセルするには

1 タスクを右クリックし、[ キャンセル（Cancel）] を選択します。

2 確認ダイアログ ボックスで [ はい（Yes）] をクリックします。
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タスクのコピー
[ 待機中（Queued）] でも、[ 進行中（In Progress）] でもないタスクをコピーして、新しいタスクを作成す
ることができます。 スケジュール設定されているタスクをコピーすることもできます。 タスクをコピーする
ことで、その元のタスクの情報を再利用し、変更することができます。ウィザードで情報を再度入力する必
要はありません。

タスクをコピーするには

タスクを右クリックして、[ 新規としてコピー（Copy As New）] 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（たとえば元のタスクがエクスポート タスクであれば、エク
スポート ウィザードが起動）が起動されるため、その設定を変更して、新しいタスクを作成することがで
きます。

スケジュール設定されたタスクの即時編集
スケジュール設定されたタスクを編集して、実行前にその設定を変更できます。

スケジュール設定されたタスクを編集するには

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

2 タスクを右クリックし、[ プロパティ（Properties）] 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（たとえば元のタスクがエクスポート タスクであれば、
エクスポート ウィザードが起動）が起動されるため、その設定を変更することができます。

スケジュール設定されたタスクの実行
スケジュール設定されたタスクは、指定された日時に実行するように構成されています。 ただし、スケ
ジュール設定されたタスクを今すぐ実行することもできます。 スケジュール設定されたタスクを実行して
も、指定した元のスケジュール設定には影響はありません。 

スケジュール設定されたタスクを実行するには

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

2 タスクを右クリックし、[ 実行（Run）] を選択します。

タスクはすぐに実行されるか、実行するためのリソースが使用可能になるまで待機中になります。

スケジュール設定されたタスクの削除
スケジュール設定されたタスクは、そのリストからいつでも削除することができます。

スケジュール設定されたタスクを削除するには

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

2 タスクを右クリックし、[ 削除（Remove）] を選択します。

3 確認ダイアログ ボックスで [ はい（Yes）] をクリックします。
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本章では、ローカル物理マシンからさまざまなターゲットへのコールド クローンの作成方法について説明
します。 コールド クローン作成は、オフライン クローン作成とも呼ばれ、そのオペレーティング システム
が実行中でないときにソース マシンのクローンを作成します。 コールド クローン作成では、CD からソース 
マシンを再起動します。この CD には、独自のオペレーティング システムと Converter Enterprise アプリ
ケーションが含まれています。 

本章の内容は、次のとおりです。

VMware Converter Enterprise 起動 CD の作成 （P.57）

ネットワークの構成 （P.58）

インポート ウィザードの起動 （P.58）

ソース データの選択 （P.59）

新規仮想マシンのターゲットの選択 （P.59）

新規仮想マシンのゲスト OS のカスタマイズ （P.62）

インポートの完了 （P.64）

peTool を使用した VMware Converter Enterprise 起動 CD の変更 （P.64）

VMware Converter Enterprise 起動 CDの作成
VMware Converter Enterprise 起動 CD を使用するには、まず ISO ファイルをダウンロードして、CD を作成
する必要があります。

Converter Enterprise アプリケーションを起動する前に、CD に搭載されているオペレーティング システムの
ネットワーク設定を変更できます。 この処理はオプションです。 ただし、Converter Enterprise アプリケー
ションを起動したあとは、このネットワーク設定を変更できません。

VMware Converter Enterprise 起動 CDをダウンロードして起動するには

1 VMware の Webページにある [ ダウンロード（Downloads）] リンクに移動し、VMware Infrastructure 3 の
[ ダウンロード（Download）]リンクをクリックします。

2 VMware VirtualCenter 2.5 Update 2 の下にある [ ダウンロード（Download Now）] をクリックします。

3 ログイン認証情報を入力し、[ エンド ユーザー使用許諾契約書（End-User License Agreement）] ページ
で契約書を読んだあと、[ 使用許諾契約書の条件に同意する（I accept the terms in the License 
Agreement）] を選択して、[OK] をクリックします。

4 VirtualCenter の VMware Converter Enterprise 起動 CD のエントリの横にある [ZIP イメージ（ZIP image）]
をクリックしてファイルをダウンロードします。

ファイル名は VMware-convertercd-4.0.1-<xxxxx>.zip（<xxxxx> はビルド番号）です。

VMware Converter Enterprise 
起動 CD 8
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5 coldclone.iso ファイルを抽出し、適切なソフトウェアを使用して、イメージ ファイルから VMware 
Converter Enterprise 起動 CD を作成します。

6 ソース マシンに空の CD を挿入し、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（または同等のキー）を押して、起動デバイス メニューにアクセス
します。

8 起動 CD がある CD ドライブを選択し、任意のキーを押して処理を続行します。

9 （オプション）[ ネットワーク構成（Network Configuration）] ダイアログ ボックスで、ログなどのテン
ポラリ ファイルの場所を変更します。 デフォルトで、テンポラリ ファイルは RAM に格納されます。 

10 （オプション）[ 詳細（Advanced）] 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
（Speed & Duplex）] プロパティに値を設定します。

11 Converter Enterprise アプリケーションが起動します。

ネットワークの構成
固定 IP アドレスを指定し、ネットワーク共有にネットワーク ドライブをマッピングする必要があります。

固定 IP アドレスの指定およびネットワーク ドライブのマッピングを行うには

1 VMware Converter Enterprise アプリケーションのメイン メニューで、[ 管理（Administration）] - [ ネッ
トワーク構成（Network Configuration）] を選択します。

2 [ ネットワークのプロパティ（Network Properties）] タブで適切なボタンをクリックし、固定アドレス
を入力して、[ 適用（Apply）] をクリックします。

3 [ ネットワーク ドライブ（Network Drives）] タブをクリックして、ドライブをネットワーク共有にマッ
ピングします。

4 [ 接続（Connect）] をクリックします。

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 \ ユーザ名とパスワードを入力し
て、[OK] をクリックします。

5 [OK] をクリックします。 

インポート ウィザードの起動
次の手順で、VMware Converter Enterprise のインポート ウィザードを起動します。 ウィザードを使用する場
合、ソース ボリュームの選択、仮想マシンのターゲット、および仮想マシンのカスタマイズの 3 つの手順
があります。

ほかのタスクと同様に、VMware Infrastructure Client でインポート タスクを監視および管理できます。 「第
7 章 Converter Enterprise タスクの管理 （P.53）」を参照してください。

ウィザードを開始するには

1 Converter Enterprise 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（Import Machine）]
をクリックします。

2 [ 次へ（Next）] をクリックします。
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ソース データの選択
インポートするソース マシンのボリュームを選択し、新しい仮想マシンにおけるボリュームのサイズを指
定します。 すべてのディスクを変更せずにインポートすることもできます。

インポートするディスクまたはボリュームを選択するには

1 [ ソース（Source）] ページで [ 次へ（Next）] をクリックして、[ ソース データ（Source Data）] ページ
に移動します。

2 インポートしたディスクを変更するか、維持するかを指定します。 

すべてのディスクを変更せずに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（Import all disks and maintain size）] が選択されていることを確認して、[ 次へ（Next）] をクリッ
クします。 インポートする仮想マシンが Linux ゲスト OS の場合は、このオプションのみ選択できます。

3 変換したディスクのサイズを変更する場合は、[ ボリュームを選択してサイズ変更し、スペースを増減
（Select volumes and resize to save or add space）] をクリックします。

4 インポートしないボリュームを選択解除します。

5 [ 新規ディスク領域（New Disk Space）] ドロップダウン メニューでボリューム サイズを指定して、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

新規仮想マシンのターゲットの選択
ターゲットにできる仮想マシンは、次のいずれかのカテゴリです。 

VirtualCenter 仮想マシン　「VirtualCenter 仮想マシンのターゲットの選択 （P.59）」を参照

ESX Server　「ESX Server 仮想マシン ターゲットの選択 （P.60）」を参照

Workstation　「スタンドアロン仮想マシン ターゲットまたはバックアップ イメージ ターゲットの選択 
（P.61）」参照

VirtualCenter 仮想マシンのターゲットの選択
次の手順で、VirtualCenter が管理する ESX Server で実行する仮想マシンをインポートします。

Converter Enterprise では、DRS の部分的自動化または完全自動化が設定されているクラスタは、ターゲッ
トとしてサポートされていません。 クラスタをターゲットにするには、クラスタの VMware DRS 設定を手動
にする必要があります。 

VirtualCenter ターゲットを選択するには

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

2 ドロップダウン メニューから [VMware Infrastructure 仮想マシン（VMware Infrastructure Virtual Machine）]
を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 [ ターゲットへのログイン（Destination Login）] ページで、ドロップダウン メニューからターゲット 
サーバを選択します。リストに含まれていない場合は、サーバ名を入力します。

オプション 説明

サイズを維持（Maintain 
Size） 

元のボリュームと同じサイズを使用します。

最小サイズ（Min Size） ボリュームの使用済み部分を変換し、領域
を少し追加します。

<GB 単位でサイズを入力
（Type Size in GB）>

ギガバイト単位でサイズを指定します。

<MB 単位でサイズを入力
（Type Size in MB）>

メガバイト単位でサイズを指定します。
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4 ターゲット サーバのシステム管理者のユーザー名およびパスワードを入力し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

5 [ 仮想マシンの名前とフォルダ（Virtual Machine Name and Folder）] ページで仮想マシンに名前を割り
当てます。 

6 [ 仮想マシン インベントリの場所（Virtual Machine Inventory Location）] ペインで、VirtualCenter イン
ベントリ内のターゲット フォルダを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 [ ホストまたはクラスタ（Host or Cluster）] ページで、インポートした仮想マシンを実行するホスト、
クラスタ、またはホストやクラスタ内のリソース プールを選択します。

8 手動モードのクラスタを選択した場合は、[ ホスト（Host）] ページで仮想マシン用の特定のホストを
選択します。

9 （オプション）ディスクを複数のデータストアに分散させたり、仮想マシン構成ファイルと各ディスク
とをそれぞれ別のデータストアに配置したりする場合は、次の手順に従います。

a [ 詳細（Advanced）] をクリックして、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 ドロップダウン メニューから各ディスクおよびファイル用のデータストアを選択します。 

10 [ ネットワーク（Networks）] 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マッピ
ングして、[ 次へ（Next）] をクリックします。

[ ネットワーク（Networks）] パネルには、ターゲットの場所で使用可能なネットワークを含むドロッ
プダウン メニューがあります。 マッピングするアダプタの数はドロップダウン メニューで設定できま
す。さらに、仮想マシンのパワーオン時にネットワークに接続するかどうかを選択できます。

ESX Server 仮想マシン ターゲットの選択
仮想マシンをインポートして、VirtualCenter が管理していない ESX Server で実行する場合は、次の手順を使
用します。

ソースに応じて、仮想マシンの構成ファイルおよびディスク用のデータストアを 1 つまたは複数選択でき
ます。

ESX Server のターゲットを選択するには 

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

2 ドロップダウン メニューから [VMware Infrastructure 仮想マシン（VMware Infrastructure Virtual 
Machine）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

3 [ ターゲットへのログイン（Destination Login）] ページで、ドロップダウン メニューからターゲット 
サーバを選択します。あるいは、リストに含まれていない場合は、サーバ名を入力します。 

4 ターゲット サーバのシステム管理者のユーザー名およびパスワードを入力し、[ 次へ（Next）] をク
リックします。

5 [ 仮想マシン名（Virtual Machine Name）] ページで、仮想マシンに割り当てる一意の名前を入力し、[
次へ（Next）] をクリックします。

6 [ ホスト（Host）] ページで、仮想マシンのホストを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

7 仮想マシンの構成ファイルおよびディスク用のデータストアを指定して、[ 次へ（Next）] をクリック
します。

すべてのデータストアとそれらのデータストアで使用できる領域が表示されます。 選択したディスクを
保存するのに十分な大きさのデータストアを選択する必要があります。

8 （オプション）ディスクを複数のデータストアに分散させたり、仮想マシン構成ファイルと各ディスク
とをそれぞれ別のデータストアに配置したりする場合は、次の手順に従います。

a [ 詳細（Advanced）] をクリックして、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 ドロップダウン メニューから各ディスクおよびファイル用のデータストアを選択します。 
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9 [ ネットワーク（Networks）] ページで、ターゲットの ESX Server にあるネットワークにネットワーク 
アダプタをマッピングし、[ 次へ（Next）] をクリックします。

[ ネットワーク（Networks）] パネルには、ターゲットの場所で使用可能なネットワークを含むドロッ
プダウン メニューがあります。 マップするアダプタの数もドロップダウン メニューで設定できます。

スタンドアロン仮想マシン ターゲットまたはバックアップ イメージ ターゲットの
選択

次の手順で、Workstation の仮想マシンとして実行する仮想マシンをインポートします。

[ すべてのディスク領域を事前に割り当ててパフォーマンスを向上させる（Allocate all disk space now for 
better performance）] オプションで作成されるディスク ファイルは、ソースで使用されている領域よりも大
きくなる可能性があります。 たとえば、ソース ディスクのサイズが 16 GB のディスクで、このうちの 2 GB だ
けをファイルが使用している場合、この [ 割り当て（Allocate）] オプションによってファイルをインポート
すると、16 GB のディスクが作成されます。 インポート前に空き領域を確認するときは、この点を考慮してく
ださい。

スタンドアロンの仮想マシン ターゲットを選択するには 

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

2 ドロップダウン メニューから [ その他の仮想マシン（Other Virtual Machine）] を選択して、[ 次へ
（Next）] をクリックします。 

3 [ 仮想マシンの名前と場所（Virtual Machine Name & Location）] ページで、変換した仮想マシンの名前
を入力し、ターゲットの場所を参照して指定します。 

4 作成する仮想マシンのタイプを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

5 完全クローンのインポート オプションを選択します。

ソースおよびターゲットの種類に応じて、新規仮想マシンにディスク スペースを割り当てる方法を選
択できる場合があります。

このクローンにすべてのディスク領域を割り当てるには、[ すべてのディスク領域を事前に割り当
ててパフォーマンスを向上させる（Allocate all disk space now for better performance）] をクリック
します。 このオプションにより、仮想マシンのパフォーマンスが多少向上します。 

[ 仮想ディスク ファイルの拡張を許可（Allow virtual disk files to expand）] を選択すると、最初は小
さい仮想ディスクのファイルが、必要に応じて、クローン作成元のソース ディスクのサイズと同
じになるまで拡張されます。

FAT ファイル システムで仮想ディスクをサポートするには、[ ディスクを 2 GB のファイルに分割
（Split disk into 2 GB files）] チェック ボックスを選択します。 

6 [ 次へ（Next）] をクリックします。

7 [ ターゲットの名前と場所（Destination Name and Location）] ページで仮想マシンに一意の名前を割り
当てます。 

名前は 80 文字以内で、大文字と小文字が区別されます。 英数字、アンダーライン（_）、およびハイフ
ン（-）を使用することができます。

8 仮想マシンを作成する場所のパスを参照して選択、または入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします

9 [ ネットワーク（Networks）] 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 ネットワー
ク、ホストオンリー ネットワーク、または NAT ネットワークにマッピングして、[ 次へ（Next）] をク
リックします。
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新規仮想マシンのゲストOSのカスタマイズ
インポート ウィザードの [ カスタマイズ（Customization）] ページでは、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、またはシステム リストア チェックポイントの削除のい
ずれか、あるいはをこれらを組み合わせて選択することができます。 

Converter は Windows NT でのカスタマイズをサポートしていません。

[ カスタマイズ（Customization）] ページのオプションを省略して、[ 設定が完了しました（Ready to 
Complete）] ページに進むには

すべてのチェック ボックスを選択解除し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

「インポートの完了 （P.64）」に進んでください。 

VMware Tools のインストール
VMware Tools のインストールは、ターゲットが ESX Server、VirtualCenter、Workstation 6、
VMware Fusion 1、VMware Player 2、および ACE 2 の場合にのみ可能です。

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [VMware Tools のインストール（Install VMware Tools）] を
選択します。

2 [ 次へ（Next）] クリックするか、[ 仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the identity of the 
virtual machine）] を選択して、カスタマイズに進みます。

仮想マシンの ID のカスタマイズ
次の手順で、仮想マシンの ID をカスタマイズします。 

[ カスタマイズ（Customize）] オプションが使用不可の場合は、適切な場所の VirtualCenter サーバ マシン
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 VirtualCenter￥sysprep￥です。

次の情報をカスタマイズできます。

ネットワーク上の仮想マシンの ID

タイム ゾーン

サーバ ライセンス情報

各ネットワーク インターフェイスのプロパティ

仮想マシンの ID をカスタマイズするには

1 [ カスタマイズ（Customization）] ページで [ 新規仮想マシンの ID のカスタマイズ（Customize the 
identity of the new virtual machine）] を選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

2 [ コンピュータ情報（Computer Information）] ページで、次の項目をカスタマイズして、[ 次へ（Next）]
をクリックします。

[ コンピュータ名（Computer Name）]　ネットワーク上にある仮想マシンを識別するための一意
の名前。 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
ではありませんが、Converter Enterprise では使用できます。 コンピュータ名は最大 63 文字の長さ
で、数字のみ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（Owner Name）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 組織名（Organization）]　出力可能な文字をすべて使用できます。 長さは最大 63 文字です。

[ 新規セキュリティ ID（SID）の生成（Generate New Security ID（SID））]　新しいセキュリティ ID
を生成する場合選択します。 デフォルトで、Windows Vista システム用にセキュリティ ID が事前に
選択されます。

[Sysprep ファイルの場所（Location of Sysprep Files）]　このフィールドが空の場合、有効な場所
を指定する必要があります。 Windows Vista システムの場合は、場所を指定する必要はありません。 
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3 必要に応じて、[Windows ライセンス（Windows License）] ページで、この仮想マシンの Windows ラ
イセンス情報を入力します。

[ 製品 ID（Product ID）] フィールドは空白のままで次のページに移動できます。

[ サーバのライセンス情報を入力する（Include Server License Information）] チェック ボックスは、
Microsoft Windows 2000 Server および Microsoft Windows 2003 Server オペレーティング システムにの
み適用されます。 このチェック ボックスが選択されていない場合、[ サーバ ライセンス モード（Server 
License Mode）] ラジオ ボタンは無効になります。

4 [ 次へ（Next）] をクリックします。

5 [ タイム ゾーン（Time Zone）] ページのドロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択して、[ 次へ
（Next）] をクリックします。

6 （オプション）ネットワーク アダプタの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（Network Interface Settings）] ページでアダプタを選択して、[ カスタマイズ（Customize）] を
クリックします。 

[ すべてをリセット（Reset All）] をクリックしてデフォルトに戻します。

デフォルトで、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）によって、すべてのネットワーク アダプ
タが 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

（Next）] 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（Network Properties）] ダイアログ ボックスで任意のネッ
トワーク アダプタのプロパティを変更します。

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（Network Interface Settings）] ページに戻
り、[ 次へ（Next）] をクリックします。

9 [ ワークグループまたはドメイン（Workgroup or Domain）] ページで、次のいずれかの仮想マシンの
ネットワークへの参加方法を選択します。

[ ワークグループ（Workgroup）]　有効な文字は、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（Windows Server Domain）]　有効な文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド（ドット）、およびハイフンです。 ドットで区切られた各ラベルの長さは最
大 63 文字で、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（Next）] をクリックします。

システム リストア チェックポイントの削除
VMware は、ターゲットの仮想マシンをソース システムの複製にするのでないかぎり、クローン作成モード
に関係なくすべてのシステム リストア チェックポイントを削除することをお勧めします。 

Windows Vista および Windows XP システムの場合、 デフォルトではシステムのリストアは有効になってい
ます。 Windows Vista の場合、次の条件があります。

 フィールド 説明

全般 このタブは、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力する場合に
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。 
DNS サフィックスを入力して、[ 追加（Add）] をクリックします。 
複数の DNS サフィックスを入力する場合は、[ 上へ移動（Move Up）]
と [ 下へ移動（Move Down）] を使用して、仮想マシンが接続に使
用する順序を指定します。

WINS エントリ ボックスに IP アドレスを
入力して、プライマリおよびセカンダリ WINS のアドレスを指定します。
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ボリュームベースのクローンをファイル レベルで作成する場合、システム リストア チェックポイント
はターゲット仮想マシンから自動的に削除されます。

ディスクベースのクローンを作成する場合、またはブロックベースのクローンをボリューム レベルで
作成する場合、このオプションを選択解除すると、システム リストア チェック ポイントはターゲット
仮想マシンに残ります。

システム リストア チェック ポイントをすべて削除することで、ターゲット マシンが変換前の状態に戻るこ
とを防止します。 ソース マシンのクローンを作成する前に、作成されたターゲット仮想マシンにチェック 
ポイントをリストアすると、システムが損傷を受け、ターゲット仮想マシンが起動できなくなることがあり
ます。 

Windows Vista、 Windows XP、および Windows 2003 ですべてのシステム リストア チェックポイントを削
除するには

[ カスタマイズ（Customization）] ページで [ すべてのシステム リストア チェックポイントの削除
（Remove all system restore checkpoints）] を選択します。

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.15）」を参照してください。

インポートの完了 
[ 設定が完了しました（Ready to Complete）] ページ は、変換ウィザードの最後のページです。 次の手順
で、新規仮想マシンの設定の概要を確認し、ESX Server ターゲットへの作成後にそのマシンをパワーオン
します。

変換タスクを完了するには

1 新規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たために再起動が要求された場合は、[ いいえ（No）] を選択
してカスタマイズ設定を適用します。

新規仮想マシンをカスタマイズした場合は、パワーオン後に自動的に 2 度再起動してから仮想マシン
にカスタマイズ設定が適用され、安全にログインできるようになります。手動で仮想マシンを再起動す
ると、カスタマイズ設定が仮想マシンに適用されません。

3 [ 終了（Finish）] をクリックします。

インポートはすぐに開始されます。 進行状況が、[ タスクの進行状況（Task Progress）] タブに表示され
ます。

起動 CD は同時インポートをサポートしないため、一度にインポートできるマシンは 1 つだけです。

4 タスクが完了したら、[ ファイル（File）] - [ 終了（Exit）] を選択してソース コンピュータを再起動し
ます。 

peTool を使用した VMware Converter Enterprise 起動 CDの変更
VMware peTool を使用すると、Windows ストレージおよびネットワーク デバイス ドライバを追加したり、
起動 CD ISO イメージをさらに変更したりできます。 

peTool を使用するには

1 VMware Web サイトの VMware Infrastructure 3 ダウンロード ページからアクセスできる VirtualCenter 
2.5 のページで、VMware-convertercd-4.00.1-<xxxxx>.zip（<xxxxx> はビルド番号を示す）をダ
ウンロードします。

2 zip ファイルから peTool.exe を抽出します。

3 ISO イメージに新しいネットワーク ドライバを追加するには、次の構文を使用します。

peTool -i <Conv_boot_cd.iso> -n <driver_folder_path>

実行可能プログラムのバイナリ ファイルおよび VNC パッケージを追加して、表 8-1 に示すその他のアク
ションを実行できます。
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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 ファイルを指定します。
変更する WinPE CD イメージを指定します。 例：-i c:￥
coldclone.iso。 ISO イメージの元は、.bak 拡張子で保存されます。 こ
の例では、coldclone.iso.bak として保存されます。

-b [--binary] バイナリ ファイルを追加します。
実行可能プログラムのバイナリを追加します。 後ろに、バイナリ ファイ
ルのフルパスおよび名前を付ける必要があります（1 つまたは複数）。 バ
イナリ ファイルは、￥Programs ディレクトリにコピーされます。

-B [--start_binary] バイナリ ファイルを追加して自動的に開始します。
-b と似ていますが、このコマンドでは、追加したバイナリは、WinPE が
システムを起動するときに自動的に実行されます。

-v [--vnc] VNC パッケージを追加します。
追加する VNC パッケージを指定します。 後ろに、起動する VNC パッケー
ジを含む実行可能プログラムのバイナリを付けます（-P で説明した
フォーマットと同じように、%<relative_path&filename>)。また、任
意で、%<predefined_VNC_password> を付けることもできます。 たとえ
ば、-v c:￥RealVNC%vnc4.exe%123 です。 この例では、VNC パッケー
ジは c:￥RealVNC にコピーされ、起動後、RealVNC ディレクトリの
vnc4.exe が実行されます。 VNC のパスワードは 123 です。 

このオプションを設定した場合、ファイアウォールが無効になり、起動
時の「任意のキーを押して CD から起動」オプションが表示されなくな
ります。

-p [--package] ソフトウェア パッケージを追加します。
後ろに、ソフトウェア パッケージのフルパスおよび名前を付ける必要が
あります（1 つまたは複数）。 パッケージは、￥Programs ディレクトリ
にコピーされます。

-P [--start_package] ソフトウェア パッケージを追加し、自動的に起動します。
起動後に実行するパッケージ内の実行可能プログラムのバイナリを指定
します。 フォーマットは
-P <software_package_directory>%<relative_path&filename> で
す。 たとえば、追加するパッケージがディレクトリ c:￥RealVNC にあ
り、起動する実行可能プログラムのバイナリが RealVNC ディレクトリの
vnc4.exe の場合は、-P c:￥RealVNC%vnc4.exe と指定します。

-f [--disable_firewall] ファイアウォールを無効にします。
WinPE の起動後、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 ドライバを追加します。
後ろに、ターゲット デバイス ドライバがあるディレクトリのフルパスを
付ける必要があります（1 つまたは複数）。 元の VMware Converter 
Enterprise 起動 CD ISO イメージには、このドライバは含まれていませ
ん。 このオプションは、すでに所有しているドライバを指定するときに
使用します。

-n [--network_driver] ネットワーク デバイス ドライバを追加します。
後ろに、ターゲット デバイス ドライバがあるディレクトリのフルパスを
付ける必要があります（1 つまたは複数）。

-t [--tmp] peTool のテンポラリ 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 によってディレクトリが作成されます。 テンポラリ 
ディレクトリが指定されていない場合は、peTool は Windows のデフォ
ルトのテンポラリ ファイルを使用します。
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この付録では、Converter Enterprise の converter-tool の機能について説明します。 VMware は、コマンド ラ
イン インターフェイス（CLI）で物理ソース マシンおよび仮想ソース マシンを移行するために、
converter-tool を提供しています。 Converter Enterprise CLI により、VI Client プラグインを使用せずに
VMware Converter Enterprise の機能にアクセスできます。 Converter Enterprise CLI を起動するには、コマン
ド プロンプトから converter-tool.exe を起動します。そのあと、converter-tool を使って、Converter 
Enterprise サーバが関連付けられた VirtualCenter サーバにインポート ジョブやエクスポート ジョブ、再構
成ジョブを送信できます。 ジョブは、XML スキーマに基づく XML ファイル p2v.xsd に記述します。

Converter Enterprise CLI のシステム要件 （P.67）

Windows コンピュータでの Converter Enterprise CLI のインストールと実行 （P.68）

Linux コンピュータでの Converter Enterprise CLI のインストール （P.68）

インポート用のサンプル XML 入力ファイル （P.73）

エクスポート用のサンプル XML 入力ファイル （P.75）

再構成用のサンプル XML 入力ファイル （P.76）

--jI [--jobSourceInspect] オプション XML 出力ファイルのサンプル （P.77）

Converter Enterprise CLI のシステム要件
Converter Enterprise CLI は、Windows と Linux の両方のコンピュータで実行できます。 converter-tool を
Windows と Linux のいずれから実行するかにかかわらず、CLI を使用するには、Converter Enterprise サーバ
をインストールする必要があります。 「Converter Enterprise のインストール （P.25）」を参照してください。

Windows のシステム要件
Converter Enterprise 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。 

Windows 2000

Windows 2003（32 ビットおよび 64 ビット）

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

Windows Vista（32 ビットおよび 64 ビット）

インストールに必要な容量と要件

Converter Enterprise CLI でインストールされるファイル　36 MB

付録： converter-tool コマンド ライン 
インターフェイスによる移行
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Linux のシステム要件
Converter Enterprise CLI は、次の Linux オペレーティング システムにインストールすることができます。 

SuSE Linux Enterprise Server 10

Red Hat Enterprise Linux 5.0

インストールに必要な容量と要件

Converter Enterprise CLI でインストールされるファイル　195 MB

WindowsコンピュータでのConverter Enterprise CLIのインストールと実行
デフォルトでは、VMware Infrastructure Management のインストーラと VMware Converter Enterprise のイ
ンストーラはともに Converter Enterprise CLI をインストールします。 Converter Enterprise CLI は、Converter 
Enterprise サーバと同じ場所にインストールされます。 VMware Converter Enterprise のインストーラを使用
して、ほかのコンピュータで Converter Enterprise CLI のカスタム インストールを実行することもできます。

「Converter Enterprise 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 ファイルは次の場所にインストールされます。

C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Converter Enterprise 

p2v.xsd に基づく XML ファイルは次の場所にインストールされます。

C:￥Program Files￥VMware￥Infrastructure￥Converter Enterprise￥Documentation

Windows で converter-tool を実行するには

コマンド プロンプトを開き、converter-tool に続けてオプションを入力します。

Linux コンピュータでの Converter Enterprise CLI のインストール
VMware Converter Enterprise のインストーラでは、Linux がサポートされていません。 このため、最新バー
ジョンの Linux インストーラをダウンロードする必要があります。

Linux 用の Converter Enterprise CLI をインストールして実行するには

1 VirtualCenter 2.5 ページから最新バージョンの Linux インストーラをダウンロードします。このページ
には、VMware Web サイトの [VMware Infrastructure 3 Download] ページからアクセスできます。

2 VMware-converter-4.00.1-<xxxxx>.tar.gz の内容を任意の場所に展開します。

この例で、<xxxxx> はビルド番号です。

3 Linux で converter-tool を実行するには、ターミナル ウィンドウを開き、オプションを後ろに付けて
converter-tool.sh と入力します。

構文とオプション
converter-tool を使用して、移行を行うことができます。このツールは、短い形式と長い形式の 2 つの形式
をサポートしています。 たとえば XML ファイルの jobDescription.xml に説明のあるマシンをインポート
するには、次のコマンドのどちらでも使用できます。 

短い形式：converter-tool --vH [vcserver] --vC [username:password] --jS 
[jobDescription.xml]

長い形式：converter-tool --vcHost [vcserver] --vcCreds [username:password] 
--jobSubmit [jobDescription.xml]

1 回の実行または 1 つのコマンド ラインに指定できるアクション オプションは 1 つだけです。
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--query

--verify

--import

--postprocess

また、1 回の実行または 1 つのコマンド ラインで指定できる --job* オプションは 1 つのみです。 オプショ
ンを指定しない場合、converter-tool は、--help が指定されたものとして実行します。

converter-tool のインスタンスは、10 個まで同時に実行できます。

表 A-1 に、実行できるアクションをオプションごとに示します。

表A-1  converter-tool のオプション

オプション アクション

-? [--help] ヘルプ メッセージの表示。
converter-tool コマンド ライン インターフェイスのオプションを表示し
ます。

--vH、--vcHost 
[http://]hostname[.dns.domain.com]
[:port]

VirtualCenter ホストの指定。
Converter Enterprise サーバが関連付けられた VirtualCenter サーバへの接
続オプションを指定します。 
次の --vcCreds オプションの説明を参照してください。 

--vC、--vcCreds            
Username[:Password]

VirtualCenter ホスト用の証明書の指定。
--vcHost パラメータも指定されている場合にのみ有効です。 
--vcHost パラメータで指定されている VirtualCenter サーバへのログイ
ンに使用する証明書を指定します。 このオプションが指定されていない
場合、またはパスワードが指定されていない（コマンド実行時のオプ
ションとしての指定は任意）場合は、不足している情報の入力を求める
プロンプトが表示されます。 
--vH または --vcHost で指定されている VirtualCenter サーバが、
jobDescription.xml ファイルにも含まれている場合、XML ファイルで
指定されているサーバの証明書より、このオプションで指定した証明書
が優先されます。

--oF、--ovrOutputFile       
output.xml 

コンソールではなくファイルにコマンド出力をリダイレクト。
指定したファイル（--jobSubmit オプション以外の場合は XML）に出力
をリダイレクトします。 

--oS、--ovrSourceCreds      
Username[:Password] 

インポート ソース用の証明書の指定。
インポート ソースまたは後処理ソース用の適切な証明書を指定します。
この証明書は、jobDescription.xml ファイルで指定されている証明書
よりも優先されます。 
このオプションは、--jobSubmit、--jobExec、--jobSourceInspect、
または --jobValidate が指定されている場合にのみ有効です。

--oT、--ovrTargetCreds      
Username[:Password]

インポート ターゲット用の証明書の指定。
インポート ターゲット用の適切な証明書を指定します。この証明書は、
jobDescription.xml ファイルで指定されている証明書よりも優先され
ます。 
このオプションは、--jobSubmit または --jobExec が指定されている
場合にのみ有効です。

--oD、--ovrDomainAdminCreds 
Username[:Password]

Windows ドメイン システム管理者の証明書の指定。
インポートが完了したあと、ターゲット マシンをカスタマイズするため
の、Windows ドメイン システム管理者の適切な証明書を指定します。こ
の証明書は、jobDescription.xml ファイルで指定されている証明書よ
りも優先されます。 
このオプションは、--jobSubmit または --jobExec が指定されている
場合にのみ有効です。
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--jS、--jobSubmit          
jobDesciption.xml 

Converter Enterprise サーバへの非同期実行用ジョブの送信。
Converter Enterprise サーバにジョブを送信して、すぐにコンソールに
jobId を返します。 ジョブは、Converter Enterprise サーバによって非同
期実行されます。 
jobDescription.xml の入力フォーマットは、p2v.xsd で指定します。 
0 以外の戻り値は、接続の失敗、ジョブ送信の失敗、または無効なジョ
ブ記述 XML ファイルを示します。 
jobDescription.xml に無効な XML が含まれている場合、該当するエ
ラー メッセージで、XML の不正部分が示されます。 

--jE、--jobExec            
jobDescription.xml 

ジョブの同期実行。
指定されたジョブを同期実行し、連続するストリームで、ジョブの進行
状況を反映する出力をコンソールに返します。 ジョブが完了すると、
P2vOutput.xsd に記述されている出力に続き、P2VStatus.xsd に記述
されている出力または該当するエラー メッセージが出力されます。 
jobDescription.xml の入力フォーマットは、p2v.xsd で指定します。 
0 以外の戻り値は、接続の失敗、ジョブ開始の失敗、または無効なジョ
ブ記述 XML ファイルを示します。 
ジョブ記述ファイルに無効な XML が含まれている場合、該当するエラー 
メッセージで、XML の不正部分が示されます。 

--jI、--jobSourceInspect   
jobDescription.xml 

ファイルのソースに関する情報の取得。
XML ファイルで指定されているソース マシンに関する詳細情報を返しま
す。 ソース マシンの指定以外のファイルの情報は無視されます。 
入力フォーマットは、p2v.xsd に記述します。 
XML 出力フォーマットは、p2vOutput.xsd で指定します。 

--jV、--jobValidate        
jobDescription.xml 

ジョブ記述を実行せずに検証。
jobDescription.xml の引数の妥当性チェックを行います。 XML を検証
し、ジョブで指定されている値の妥当性を確認する追加のチェックも行
います。 問題が見つかった場合、その問題に関するメッセージがコン
ソールに出力されます。 
jobDescription.xml の入力フォーマットは、p2v.xsd で指定します。 
0 以外の戻り値は、VirtualCenter サーバまたは Converter Enterprise サーバ
への接続に失敗した場合にのみ返されます。 jobDescription.xml でエ
ラー（XML で指定されているマシンへの接続失敗を含む）が見つかった場
合は、コンソールに適切なメッセージが返され、戻り値は 0 になります。 

 --jC、--jobCancel jobId 送信したジョブのキャンセル。
ジョブが実行中の場合、実行を停止し、キューからジョブを削除します。 
ジョブの情報は保持され、--jobQuery で取得できます。 
文字列 Job canceled または該当するエラー メッセージがコンソールに
返されます。 
0 以外の戻り値は、接続の失敗、または無効な jobId、キャンセル済み、
またはキャンセルできないことを示します。 

--jQ、--jobQuery jobId 送信したジョブのステータス照会。
指定されたジョブの、P2vOutput.xsd（P2VInput.xsd を含む）で指定
されているインポート パラメータをパスワード以外すべて返し、さらに
P2VStatus.xsd で指定されている実行ステータスも返します。 
0 以外の戻り値は、接続の失敗または無効な jobId を示します。 

表A-1  converter-tool のオプション （続き）

オプション アクション
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  ソース マシンとターゲット マシン
converter-tool は、Converter Enterprise と同じソースおよびターゲットをサポートします。 次の内容を参照
してください。

インポート用のサポート対象のソース （P.21）

サポート対象のエクスポートのターゲット （P.23）

再構成用のサポート対象のソース （P.23）

ソース マシンとして、ライブ、ホスティングおよび管理の 3 種類があり、ターゲット マシンとしてホス
ティングおよび管理の 2 種類があります。一部の Converter Enterprise CLI のタスクでは、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ないものがあります。 表 A-2 を参照してください。

ライブ（ソースのみ） 

Converter Enterprise CLI にアクセスできる物理マシンまたは仮想マシン。

ソース マシンをシャットダウンする必要のない「ライブ」インポートを実行。 

インポート時にパワーオンされていること。

ホスティング（ソースまたはターゲット） 

「フラット ファイル」仮想マシンである。通常は、Workstation 製品によるものか、サポートされる
バックアップ形式のもの。 

Converter Enterprise サーバからアクセスできるネットワーク共有にあること。

ソースとして使う場合、インポート時に仮想マシンがパワーオフされていること。

--jW、--jobWait jobId 送信したジョブの完了の待機。
jobId が完了、失敗、またはキャンセルされるまで待機してから戻りま
す。 ジョブの待機中に converter-tool が割り込まれた場合、
--jobWait は割り込まれますが、待機している jobId の実行は割り込ま
れません。 
該当するエラー メッセージ以外、何もコンソールに返されません。 
0 以外の戻り値は、Converter Enterprise サーバとの通信の失敗または無
効な jobId を示します。 

--jG, --jobGetAll [jobState] 現在使用中のユーザーが開始したすべてのジョブのリストの取得。
Converter Enterprise サーバで実行されているすべての jobId のリストを
コンソールに返します。 必要に応じて、指定された状態が返されるジョ
ブの場合にだけ jobState を指定できます。 jobState は、[ 待機中

（Queued）]、[ 実行中（Running）]、[ キャンセルされました
（Canceled）]、[ 成功（Success）]、または [ 失敗（Failure）] のいずれか
です。出力フォーマットは、P2VJobList.xsd で指定します。 
0 以外の戻り値は、Converter Enterprise サーバとの通信で障害が発生し
たか、または jobState パラメータが無効であることを示します。 

注意   jobDescription.xml ファイルで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
スワードが指定されてない場合、converter-tool は、名前またはパスワードを要求するプロンプトを表示し
ます。

表A-1  converter-tool のオプション （続き）

オプション アクション

表A-2  Converter Enterprise CLI タスクでサポートされるソース タイプおよびターゲット タイプ

インポート エクスポート 再構成

ソース
ライブ、ホスティング、
管理

管理のみ 管理のみ

ターゲット 管理のみ 管理、ホスティング －
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管理（ソースまたはターゲット） 

ESX Server マシンで実行中の仮想マシン。 

ESX Server マシン、またはそれを管理している VirtualCenter サーバとしてサーバを指定。 

ソースとして使用する場合、インポート時に仮想マシンがパワーオフされていること。

いずれの場合も、ソースかターゲット、またはその両方が、Converter Enterprise サーバが関連付けられて
いる VirtualCenter サーバで管理されている必要があります。

p2vTool を使用すると、ボリュームをそれぞれ別のディスクに移行することができます。 独立したディスク
に配置するボリュームの「volumeCloneInfo」ノードで「separateDisk=true」属性を設定してくださ
い。 アクティブ ボリュームとシステム ボリュームには、この属性を設定しないでください。 「例 A-1 管理下
にあるターゲットへのライブのローカル マシンのインポート （P.73）」、および「例 A-5 converter -tool --jI 
[--jobSourceInspect] オプションによる XML 出力ファイル （P.77）」も参照してください。

VMware Consolidated Backup イメージのリストア
VMware Consolidated Backup を使用すると、ユーザーは ESX Server 仮想マシン全体のバックアップを作成
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そのバックアップを格納
することができます。 converter-tool は、Consolidated Backup のイメージを、VirtualCenter が管理する ESX 
Server にリストアすることができます。

入力 XML ファイルにプロパティを保存するための属性の設定が含まれていない限り、converter-tool は仮想
マシン プロパティを保存しません。表 A-3 に、プロパティを保存する場合に注意が必要な属性を示します。

カタログ ファイルの情報は抽出されません。 同じ場所にリストアするには、元のカタログ ファイルを探し、
その情報を入力 XML ファイルに含める必要があります。

表A-3  プロパティを保存するための設定

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 を保存する場
合、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
情報を保存する場合、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
情報を使用する場合、true に設定します。
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インポート用のサンプル XML 入力ファイル
Converter Enterprise CLI をインストールするときに、サンプルのジョブ記述 XML ファイルがインストール
されます。独自のインポート ジョブ用に、このファイルを変更できます。 

例A-1  管理下にあるターゲットへのライブのローカル 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">
<!--  次で指定する VirtualCenter サーバは、コマンド ライン パラメータ --vcHost で指定するサー

バと同一にする必要があります。 VirtualCenter サーバには、Converter Enterprise
サーバが関連付けられている必要があります。--> 

<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
  </managedSpec>

</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
<!--converter-tool --jI [--jobSourceInspect] オプションはソース情報を取得し、その XML 出力に volumeID が含

まれます。 例 A-5 を参照してください。 ---> 
<volumesToClone>

<volumeCloneInfo separateDisk="false" 
volumeId="{computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323},1}
"/>

<volumeCloneInfo separateDisk="true" 
volumeId="{computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323},2}
"/>

<volumeCloneInfo separateDisk="true" 
volumeId="{computer={4f81c5e3b1e98fbcac551f6dce8952769562e323}0.3
}"/>

</volumesToClone> 
<postProcessingParams>

<reconfigParams /> 
</postProcessingParams>

</p2v>
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例A-2  管理されているソースを管理されているターゲットにインポートするには、次のようにします。
<?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">

<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライ
ンで指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定
した証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが
表示されます。--> 

<creds host="source-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>

</source>
<dest>

<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライン

で指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定し
た証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが表
示されます。--> 

<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>

</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
<postProcessingParams>

<reconfigParams /> 
</postProcessingParams>

</p2v>

ホストされているソースを管理されているターゲットにインポートするには、次のようにします。

<?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>
<!--  「password」属性は、Symantec の SV2I フォーマットのソースでのみ使用されます。その他のタイプ

のソースでは省略可能です。 networkUsername の形式は「マシン￥ユーザー名」です。
--> 

<hostedSpec path="\\source-machine\My Virtual Machines\winXP\winXPPro.vmx" password="" 
networkUsername="domain\username" networkPassword="password" /> 

</source>
<dest>

<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライン

で指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定し
た証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが表
示されます。--> 

<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>

</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
<postProcessingParams>

<reconfigParams /> 
</postProcessingParams>

</p2v>
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エクスポート用のサンプル XML入力ファイル
Converter Enterprise CLI をインストールするときに、サンプルのジョブ記述 XML ファイルがインストール
されます。独自のエクスポート ジョブ用に、このファイルを変更できます。

例A-3  管理されているソースをホストされているターゲットにエクスポートするには、次のようにします。
<?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">

<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライン
で指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定し
た証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが表
示されます。--> 

<creds host="source-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>

</source>
<dest>

<!--  networkUsername の形式は「マシン￥ユーザー名」です。 --> 
<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>

管理されているソースを管理されているターゲットにエクスポートするには、次のようにします。

<?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">

<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライン
で指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定し
た証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが表
示されます。--> 

<creds host="source-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>

</source>
<dest>

<managedSpec vmName="destination-vm">
<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライン

で指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定し
た証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが表
示されます。--> 

<creds host="destination-vc" username="Administrator" password="password" /> 
</managedSpec>

</dest>
<importParams targetProductVersion="PRODUCT_MANAGED" /> 
<postProcessingParams>

<reconfigParams /> 
</postProcessingParams>

</p2v>
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再構成用のサンプル XML入力ファイル
Converter Enterprise CLI をインストールするときに、サンプルのジョブ記述 XML ファイルがインストール
されます。独自の再構成ジョブ用に、このファイルを変更できます。

例A-4  管理されているソースを再構成するには、次のようにします。
<?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">

<!--  ユーザー名とパスワードは省略可能です。  ここで指定した VirtualCenter サーバが、コマンド ライン
で指定したサーバと同じ場合、Converter Enterprise サーバはコマンド ラインで指定し
た証明書を使用します。 そうでない場合、対話形式で証明書を入力するプロンプトが表
示されます。--> 

<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 XML 出力ファイルのサンプル
このサンプルは、ライブ ソースを管理されているターゲットにインポートするための XML 出力ファイルを
示しています。
 

例A-5  converter -tool --jI [--jobSourceInspect] オプションによる XML 出力ファイル
<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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B BIOS（基本入出力システム） 

マシンの起動を制御し、キーボード、モニタ、プリンタ、ディスク ドライブなどのデバイスと CPU 間
の通信を管理するファームウェア。

D DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）
動的なアドレス割り当てを実行できる通信プロトコル。 このソフトウェアを使用すると、管理者はネッ
トワークに接続する各デバイスへの IP アドレス割り当てを行う必要がありません。

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上のデータ クエリ サービス。 「ドメイン ネーム サー
バ」または「ドメイン ネーム サービス」とも呼ばれます。

E EULA（エンド ユーザー使用許諾契約書）
ユーザーに対する制限事項が詳細に記されたソフトウェア ライセンス。

F FAT
File Allocation Table（ファイル割り当てテーブル）の頭字語。

L LUN ( 論理ユニット番号 )
ストレージ アレイのディスク ボリュームの識別子。

M VMotion による移行
パワーオン状態であり、選択した要件に合致している仮想マシンの移動。移行元ホストと移行先ホスト
の両方で、VMotion をアクティブにする必要があります。VMotion を使用して仮想マシンを移行する
と、仮想マシンを停止することなく処理を続行できます。 「VMware Converter Enterprise による移行」
も参照してください。

VMware Converter Enterprise による移行
ターゲット マシンに対応させるためにファイル形式を必要に応じて再構成しながら、ローカルまたは
リモートのホストからのパワーオフ状態の仮想マシンの移動。 「VMotion による移行」も参照してくだ
さい。

N NAT（ネットワーク アドレス変換） 
ホストされているネットワークにおけるネットワーク接続のタイプ。IP ネットワーク アドレスが 1 つ
のみで、このアドレスがホスト コンピュータによって使用されている場合に、仮想マシンと外部ネッ
トワークを接続できます。 NAT を使用する仮想マシンは、外部ネットワークに独自の IP アドレスを持
ちません。 代わりに、ホスト コンピュータ上に別にプライベート ネットワークが設定されます。 仮想マ
シンは、このネットワーク上のアドレスを VMware 仮想 DHCP サーバから取得します。 1 つ以上の仮想
マシンと外部ネットワーク間のネットワーク データの送信は、VMware NAT デバイスを通じて行われま
す。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送られてくるデータ パケットを識別し、該当する仮想マ
シンに送信します。 「ブリッジ ネットワーク」、「カスタム ネットワーク」、「ホストオンリー ネット
ワーク」も参照してください。

用語集
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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間の専用の接続を提供する拡張ボード。 「ネットワーク アダプタ」とも呼
ばれます。

NTFS（New Technology File System）

NVRAM（不揮発性 RAM）
仮想マシンに属する BIOS 設定の格納に使用されるファイル名。 

R RAID
Redundant Array of Independent（または Inexpensive）Disks の頭字語。

Raw ディスク
「物理ディスク」を参照してください。

S SAN（ストレージ エリア ネットワーク）
複数の VMware ESX Server ホスト間で共有可能な大容量のネットワーク ストレージ デバイス。 VMotion
では SAN が必要です。

T TCP（伝送制御プロトコル）
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の高い転送プロトコル。 TCP は、イン
ターネット プロトコル（IP）の最上位に構築されています。 「TCP/IP（伝送制御プロトコル / インター
ネット プロトコル）」も参照してください。

TCP/IP（伝送制御プロトコル / インターネット プロトコル）
インターネット上で事実上の標準言語であるプロトコルのセット。使用するコンピュータ テクノロ
ジーを問わずネットワーク間での通信を可能にします。 TCP によってホストに接続され、信頼性の高い
データ ストリームでの通信が保証されます。 IP によってパケットの形式が指定され、アドレスが処理さ
れます。 「UDP（ユーザー データグラム プロトコル）」も参照してください。

U UDP（ユーザー データグラム プロトコル）
インターネット プロトコル群で中核となるプロトコルの 1 つ。 UDP によって、プログラムはリモート 
マシン上のほかのプログラムにパケット（データグラム）を送信できます。 UDP は接続が不要で、信頼
できる通信を保証しませんが、ネットワークへのメッセージのブロードキャストには高速で効率的で
す。 「TCP/IP（伝送制御プロトコル / インターネット プロトコル）」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される番号。 UUID は VMware 
Infrastructure 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）。 VirtualCenter は、管理対象のすべての仮想マシンの UUID が一意であるように
し、必要に応じて、競合する仮想マシンの UUID を変更します。 ほとんどありませんが、仮想マシンの
コピーを手動で作成した場合など、2 つの仮想マシンが同じ UUID を持つことがあります。

V VirtualCenter 管理者
ユーザーとロール権限の設定および VirtualCenter のライセンス管理を許可されているユーザーのロール。 

Virtual SMP
仮想マシンで対称型マルチプロセッシングを有効にするテクノロジー。 VMware Virtual SMP により、少
なくとも 2 個の論理プロセッサを持つホスト マシン上の仮想マシンに、2 個の仮想プロセッサを割り当
てることができます。

W WINS（Windows インターネット ネーミング サービス）
マシン名を IP アドレスに動的にマッピングする Windows ソフトウェア。

X XML（拡張マークアップ言語）
構造化された 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 では、意味のある構造や構文を使用して情報をエンコードする独自のタグを定義できます。
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い イーサネット スイッチ
マシン間のネットワーク トラフィックを管理する物理スイッチ。 1 つのスイッチには複数のポートがあ
り、各ポートはマシンまたはネットワーク上の別のスイッチに接続できます。 「仮想スイッチ」も参照
してください。 

移行
ホスト間での仮想マシンの移動。 VMware 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。 「VMotion による移行」、「VMware Converter Enterprise による移行」も参
照してください。

イベント
VirtualCenter に関係するアクション。 各イベントによってイベント メッセージが開始されます。 イベン
ト メッセージは、VirtualCenter データベースに保存され、ユーザー インターフェイスでは、ナビゲー
ション バーの [ イベント（Events）] オプション、および [ インベントリ（Inventory）] ボタンの下にあ
るオブジェクトの [ イベント（Events）] タブの 2 箇所に表示されます。

インベントリ
VirtualCenter サーバまたはホスト エージェントが管理対象エンティティの整理に使用する階層構造。 こ
の階層は、VirtualCenter Client 内のすべての監視対象オブジェクトのビューを提供するリストとして表
示されます。 

か 拡張可能ディスク
ディスク領域が最大サイズまで事前に割り当てられていない仮想ディスクのタイプ。 このディスクの
ファイルには、最初は小さいサイズが割り当てられ、ディスクにデータが書き込まれるにつれて拡張し
ます。 「事前割り当てディスク」も参照してください。

カスタマイズ
仮想マシンをテンプレートから展開したり、別の既存の仮想マシンからクローンを作成したり、エクス
ポートまたは再構成したりするときに、仮想マシンに新しい特性を適用するプロセス。 カスタマイズ オ
プションには、新しい仮想マシンの ID およびネットワーク情報の変更があります。

カスタム ネットワーク
ホスト下にある製品において、デフォルトのブリッジ、ホストオンリー、およびネットワーク 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、
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」、「ホストオンリー 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。

仮想スイッチ
ESX Server マシン上の仮想マシン、サービス コンソール、および物理ネットワーク間のトラフィックを
管理するために、ESX Server が使用する仮想化されたネットワーク スイッチ。

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。 「拡張可能ディスク」、

「物理ディスク」、「事前割り当てディスク」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 などの取
り外し可能デバイス、仮想イーサネット アダプタなどが含まれます。 

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。
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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）の仕様、およびホストのファイルやデ
バイスへのマップ方法の仕様。 Converter Enterprise 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に取り込まれた VMware 仮想マシンの場合、VMware 製品で起
動できるように構成されます。 「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。 特定の仮想マシンを識別時および実行時に使用されます。

仮想メモリ
ページ ファイルの宣言によって有効になる、システムの物理メモリの拡張。

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
シン間の通信に LAN セグメントを構築することもできます。 

完全クローン
元の仮想マシンの完全なコピー。すべての関連する仮想ディスクを含みます。 「リンク クローン」も参
照してください。

く 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。 クローンを作成すると、この仮想
マシンのゲスト OS をカスタマイズするためのオプションが VirtualCenter で提供されます。 ホスト下に
ある製品では、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を実現できます。

け 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。

こ コールド クローン作成
VMware Converter でローカル物理マシンのクローンを作成するときに、このマシン自体のオペレー
ティング システム上で作成するのではなく、VMware Converter Enterprise 起動 CD から WinPE を実行
して作成すること。 「ホット クローン作成」も参照してください。

構成
「仮想マシン構成」を参照してください。

さ サーバ
（1）仮想マシンを管理および実行する機能を持つシステム。 （2）別のプロセスからの命令を受け取り
実行する機能を持つプロセス。

サーバベースのライセンス
VMware ソフトウェアのライセンス モード。このモードでは、1 つの統合ライセンス プールを管理する
ライセンス サーバがすべてのライセンス キーを管理します。 機能を使用する資格は、要求に応じて
チェック アウトされたり、戻されたりします。 「ホストベースのライセンス」も参照してください。

し 事前割り当てディスク
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。 
GSX Server によって作成された仮想ディスクのデフォルト タイプです。
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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 VirtualCenter アクティビティ。 [ タスク（Tasks）] ペインに、選
択されたアクティビティとアクティビティのスケジュール設定方法のリストが表示されます。

スタンドアロンの仮想マシン
VMware Workstation、VMware Player、VMware Server、VMware ACE、VMware Fusion、VMware GSX 
Server で動作する仮想マシン。 VMware Consolidated Backup、Microsoft Virtual PC、Virtual Server、
Symantec Backup Exec Server Recovery、Symantec Ghost、Symantec LiveState、StorageCraft 
ShadowProtect、および Acronis True Image ソースもスタンドアロンとみなされます。 「ソース仮想マ
シン」も参照してください。

そ ソース
Converter Enterprise で、仮想マシンのインポート元または作成元となるマシン。あるいは、エクス
ポートまたは再構成対象のマシン。

ソース仮想マシン
Converter Enterprise で、元の場所にあるインポート、エクスポート、または再構成対象の仮想マシン。

た ターゲット
Converter Enterprise で、物理マシンから移行または変換する際に仮想マシンのインポート先となるマシン。

ターゲット仮想マシン
VMware Converter で、目的の場所に移行された仮想マシン。

タスク
オペレーション時間が長い管理対象オブジェクト。

て データ センター
ホストとそれに関連する仮想マシンを、VirtualCenter サーバに追加するために必要な構造。 
VirtualCenter サーバは複数のデータ センターをサポートします。 ホストは、1 つのデータ センターでの
み管理できます。

データ センター フォルダ
データ センター構造に含まれているオプションのインベントリ グループ化構造。 VirtualCenter サーバは
複数のデータ センター フォルダをサポートしています。 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 フォルダのみ含めることができます。

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 ファイルのストレージの場所（物理ディスク、RAID、SAN など）です。

ディスク モード
仮想ディスクの外部動作（仮想化レイヤーのデータ処理方法）を定義するプロパティ。ゲスト OS では
認識されません。 利用可能なモードは製品によって異なります。モードには、通常モード（セッション
中はディスクへの変更内容を常に保存）、読み取り専用モード（変更内容を保存しないモード）、取り消
し可能モード（ユーザーの判断で変更内容を保存）、追加モード（取り消し可能モードに似ていまるが、
システム管理者が REDO ログ ファイルを削除するまで変更内容を保存）があります。

テンプレート
仮想マシンのマスタ イメージ。 これには通常、指定したオペレーティング システムと、対応する仮想コ
ンポーネントをハードウェア コンポーネントに提供する構成が含まれています。 必要に応じて、インス
トールされているゲスト OS および一連のアプリケーションを、任意でテンプレートに含めることがで
きます。 仮想マシンをテンプレートとして設定することにより、テンプレートに依存するリンク クロー
ンやスナップショットが誤って無効にならないように保護されます。 テンプレートは、新しい仮想マシ
ンを作成する場合に VirtualCenter によって使用されます。 「リンク クローン」も参照してください。
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ふ ファイル
テキスト、画像などの Raw データを格納するコンテナ。

フォルダ
ほかの管理対象エンティティをグループ化するために使用される管理対象エンティティ。 フォルダの種
類は、格納されるエンティティの種類によって決定されます。 

物理ディスク
ホスト製品において、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、VirtualCenter 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。

物理ネットワーク
物理マシン間でのデータ送受信用に接続されている物理マシンのネットワーク（ケーブル、スイッチ、
ルータなども含む）。 「仮想ネットワーク」も参照してください。

ブリッジ ネットワーク
ホスト下にある製品における、仮想マシンとホストの物理ネットワーク間のネットワーク接続のタイ
プ。 ブリッジ ネットワークでは、仮想マシンはホストと同じ物理イーサネット ネットワーク上に存在
する別のコンピュータとして認識されます。 「カスタム ネットワーク」、「ホストオンリー 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。

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て、システム イメージを展開することに
よって機能する仮想マシンの作成。

ほ ホスト
仮想化ソフトウェアを使用して、仮想マシンを実行するコンピュータ。 「ホスト マシン」または「ホス
ト コンピュータ」ともいいます。

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。

ホストベースのライセンス
ESX Server ソフトウェアで、2 つある VMware ソフトウェア ライセンス モードのうちの 1 つ。 ライセン
ス ファイルはホストに保存され、利用可能な機能はファイルが保存されているホストに厳密に関連づ
けられています。 「サーバベースのライセンス」も参照してください。

ホスト下にある製品
Microsoft Windows や Linux などのオペレーティング システムが動作する物理マシン上で、アプリケー
ションとして実行される VMware 製品（Workstation、Fusion、VMware Player、VMware Server、
VMware ACE、Lab Manager など）。 

ホストオンリー ネットワーク
ホスト下にある製品における、仮想マシンとホスト間のネットワーク接続のタイプ。 ホストオンリー 
ネットワークでは、仮想マシンは、通常ホスト外部には公開されないプライベート ネットワーク上で
ホストに接続されます。 ホストオンリー ネットワークに構成された同一ホスト上の複数の仮想マシン
は、同じネットワーク上に存在することになります。 「ブリッジ ネットワーク」、「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。

ホストOS
ホスト マシン上で稼動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。
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ホット クローン作成
Converter Enterprise で、ローカルまたはリモートの物理マシンのクローンを、そのマシン自体のオペ
レーティング システムの実行中に作成すること。 「コールド クローン作成」も参照してください。

ホット フィックス
ユーザー パスワードのリセット、期限切れになった仮想マシンの更新、コピー防止機能が付けられた
仮想マシンの別の場所からの実行を行うためのインストール可能ファイル。

ら ライセンス ファイル
ライセンス モードおよびライセンス供与された機能を使用する資格が指定されているテキスト ファイル。

ライセンス キー
ライセンス ファイル内の暗号化されたテキスト部分。ライセンス供与された特定の 1 つの機能に対す
る資格が指定されています。

ライセンス モード
VMware ソフトウェアにライセンス与えるために使用される方法。 ライセンス ファイルは、ESX Server
ホストまたはライセンス サーバに格納することができます。 VirtualCenter サーバでは、サーバベースの
ライセンスが使用されます。 ESX Server では、システム管理者がサーバベースまたはホストベースのラ
イセンスを選択できます。 「ホストベースのライセンス」、「サーバベースのライセンス」も参照してく
ださい。

り リモート クローン作成
VMware Converter Enterprise がネットワークからアクセスして、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 クローン作成」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。

リンク クローン
親仮想マシンの仮想ディスクにアクセスする必要がある、元の仮想マシンのコピー。 リンク クローンで
は、仮想ディスクに加えられた変更が個別のファイル 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。

れ レガシー仮想マシン
使用している製品によってサポートされているが、その製品の最新のバージョンではない仮想マシン。 
たとえば、Workstation 5 では、　Workstation 4.x、GSX Server 3.x、または ESX Server 2.x で使用する仮想
マシンを作成して使用できますが、Workstation 5 の新機能（クローン、複数のスナップショット、
チーミングなど）はレガシー仮想マシンと互換性がありません。

レジストリ
Microsoft Windows で、コンピュータの構成に関する情報のデータベース リポジトリ。 レジストリには、
存在するハードウェアやソフトウェア、ユーザー プロファイル、アクティブ ポートなど、Windows が
稼働中に常に参照するデータが含まれます。

ろ ローカル クローン作成
Converter Enterprise が実行しているシステム上にある仮想マシンのコピーを作成すること。または、
スタンドアロンの Converter Enterprise が動作している物理マシンを仮想マシンに変換すること。 「リ
モート クローン作成」も参照してください。
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