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本書について

『vCenter Converter 管理ガイド』 では、VMware vCenter Server 4.1 用 VMware® vCenter Converter のインストー
ルと使用に関する情報を提供します。

対象読者

本書は、次を実行するユーザーを対象としています。

n vCenter Converter をインストール、アップグレード、または使用する

n マシンの動作に割り込むことなく、物理マシンを VMware vCenter が管理する VMware 仮想マシンにコピーおよ
び変換する

本書の資料は、情報システム エンジニア、ソフトウェア開発者、QA エンジニア、トレーナー、デモを実施する営業担当者、
および仮想マシンを作成するすべてのユーザーを対象としています。

ヴイエムウェアの技術ドキュメントの用語集

ヴイエムウェアの技術ドキュメントには、新しい用語などを集約した用語集があります。当社の技術ドキュメントで使用

されている用語の定義については、http://www.vmware.com/support/pubs をご覧ください。

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、docfeedback@vmware.com へご連
絡ください。
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テクニカル サポートおよび教育リソース

次のテクニカル サポート リソースが利用できます。本書およびその他の文書の最新バージョンは、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs でご覧いただけます。

オンライン サポートおよび電

話によるサポート

テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録を
オンラインで行うには、http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

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

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

ヴイエムウェア プロフェッ

ショナル サービス

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

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

認定プログラム、およびコンサルティング サービスについては、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。
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VMware vCenter Converter の概要 1
VMware® vCenter Converter は、VMware vCenter Server のオプションのモジュールです。vCenter Converter を使
用し、vCenter Server 環境との間でマシンをインポートまたはエクスポートできます。また、既存の仮想マシンをお使いの
vCenter Server 環境で再構成できます。

vCenter Server 4.1 用 VMware vCenter Converter を使用することで、vCenter Server とその他の VMware 製品と
の相互運用性が高まります。

n VMware ホスト型製品はインポート ソースとエクスポート ターゲットのどちらにも使用できます。

n VMware Workstation

n VMware Fusion™

n VMware Server

n VMware Player

n vCenter Server が管理する ESX インスタンス上で実行されている仮想マシンは、インポート ソースとエクスポート
ターゲットのどちらにも使用できます。

n 非管理型 ESX ホスト上で実行されている仮想マシンは、インポート ソースとエクスポート ターゲットのどちらにも
使用できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter での移行 (P. 8)

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

n 物理マシンのクローン作成とシステムの再構成 (P. 9)

n データのクローン作成モード (P. 14)

n 既存の仮想マシンおよびシステム イメージの変換 (P. 16)

n 変換タスクのスケジュール設定 (P. 16)

n 変換の影響を受けるシステム設定 (P. 16)

n 仮想ハードウェアへの変更 (P. 17)
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vCenter Converter での移行

vCenter Converter での移行処理には、物理マシン、仮想マシン、およびシステム イメージのインポートと、VMware
ホスト型製品と管理型製品で使用するための仮想マシンのエクスポートが含まれます。

vCenter Server で管理する仮想マシンをエクスポートして、ほかの VMware 製品で使用できます。vCenter Converter
を使用して、いくつかのインポート タスクおよびエクスポート タスクを実行できます。

n vCenter Server が管理するスタンドアロンの ESX/ESXi または ESX/ESXi ホストに対して、実行中のリモート物理
マシンおよび仮想マシンを仮想マシンとしてインポートします。

n VMware Workstation または Microsoft Hyper-V Server などの仮想マシンを、vCenter Server で管理する ESX/
ESXi ホストにインポートします。

n サードパーティ製のバックアップまたはディスク イメージを、vCenter Server で管理する ESX/ESXi ホストにイン
ポートします。

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

n vCenter Server が管理する仮想マシンを再構成してブート可能にし、VMware Tools のインストールまたはゲスト OS
のカスタマイズを行います。

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

n 新しい仮想マシン環境の設定に必要な時間を短縮します。

n オペレーティング システムまたはアプリケーション ソフトウェアを再インストールせずに、レガシー サーバを新し
いハードウェアに移行します。

n 異種ハードウェア間で移行を実行します。

n ボリューム サイズを再調整し、別々の仮想ディスク上にボリュームを配置します。

n 独立したデータストア間でディスクを移行します。

n 監査証跡を表示します。

VMware vCenter Converter コンポーネント

vCenter Converter 4.2 アプリケーションは vCenter Converter Server、vCenter Converter ワーカー、
vCenter Converter Client、および vCenter Converter エージェントから構成されます。

vCenter Converter Server 仮想マシンのインポートとエクスポートを有効にして実行します。vCenter Converter
Server は、vCenter Converter Server と vCenter Converter ワーカーの 2 つのサー
ビスで構成されます。vCenter Converter Server サービスは、vCenter Server マシ
ン上、または vCenter Server マシンにアクセスできる独立したマシン上に
vCenter Converter ワーカー サービスと一緒にインストールする必要があります。

vCenter Converter エージェ

ント

vCenter Converter Server では、物理マシンを仮想マシンとしてインポートするため
に、Windows 物理マシン上にエージェントがインストールされます。インポートの完
了後、vCenter Converter エージェントが物理マシンから自動的に削除されるように
するか、手動で削除するかを選択できます。

VMware vCenter Converter インストールおよび管理ガイド
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vCenter Converter Client vCenter Converter Server は vCenter Converter Client と連携します。Client コン
ポーネントは vCenter Converter Client プラグインから構成されます。このプラグイ
ンによって、vCenter Converter のインポート、エクスポート、および再構成の各ウィ
ザードに vSphere Client 内からアクセスできます。

注意   複数の vCenter Converter ウィザードを開く場合、最後に開いたウィザードの
みを操作できます。たとえば、[マシンのインポート] ウィザードを開き、次に[仮想マ
シンの再構成]ウィザードを開いた場合、[仮想マシンの再構成]ウィザードのみを操作
できます。

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

VMware vCenter
Converter ブート CD

VMware vCenter Converter ブート CD は、コールド クローン作成を物理マシン上
で実行するために使用できる独立したコンポーネントです。vCenter Converter 4.2
にはブート CD は含まれていませんが、以前のバージョンのブート CD を使用してコー
ルド クローン作成を実行できます。「コールド クローン作成の準備 (P. 14)」 を参照
してください。

物理マシンのクローン作成とシステムの再構成

物理システムをインポートする場合、vCenter Converter でクローン作成とシステムの再構成の手順が使用され、仮想マ
シンが vCenter Server 環境で正常に動作するように、仮想マシンが作成および再構成されます。この移行処理はソース
を破壊することはないため、インポートの完了後に元のソース マシンを継続して使用できます。

クローン作成は、ソース物理ディスクまたはボリュームをターゲット仮想マシン用にコピーする処理です。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し、そのデータをターゲット仮想ディスクに転送する処理が
含まれます。ターゲット仮想ディスクの構造、サイズ、ファイルのレイアウトなどが異なる場合があるため、ターゲット

仮想ディスクはソース ディスクの正確なコピーにならないことがあります。

システムの再構成によって、この移行後のオペレーティング システムが仮想ハードウェア上で有効になるように調整されます。

インポート後の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、物理マシンと仮想マシンを共存で

きるように、いずれかのマシンのネットワーク名と IP アドレスを変更する必要があります。さらに、Windows ソース
マシンとターゲット仮想マシンを異なるコンピュータ名にする必要があります。

注意   OEM （Original Equipment Manufacturer） ライセンスを物理マシン間で移動することはできません。このラ
イセンスは、OEM からの購入時にそのサーバに付属しており、再割り当てすることはできません。小売ライセンスとボ
リューム ライセンスのみを新しい物理サーバに再割り当てできます。OEM Windows イメージを移行する場合、複数の
仮想マシンを実行するためには、Windows Server Enterprise または Datacenter Edition のライセンスを所有している
必要があります。

物理マシンのホット クローン作成とコールド クローン作成

vCenter Converter 4.2 ではホット クローン作成のみがサポートされますが、VMware Converter 4.1.x ブート CD を
使用してコールド クローン作成を実行できます。仮想環境に応じて、ホット クローン作成を使用するかコールド クロー
ン作成を使用するかを選択できます。

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、ソース マシン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する処理です。ホット クローン作成を行うと、マシンをシャットダ
ウンせずにクローンを作成できます。

ソース マシン上のプロセスは変換中も続行されるため、作成された仮想マシンはソース マシンの完全なコピーにはなり
ません。

第 1 章 VMware vCenter Converter の概要
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vCenter Converter を設定し、ホット クローン作成後にターゲット仮想マシンとソース マシンを同期できます。同期は、
ソースからターゲットに対し、初期クローン作成期間に変更されたブロックを転送することで実行されます。ターゲット

仮想マシン上でのデータの損失を避けるため、vCenter Converter は特定の Windows サービスを同期前にシャットダ
ウンできます。お使いの設定に基づき、vCenter Converter は選択した Windows サービスをシャットダウンし、ター
ゲットの同期中にソース マシン上で重要な変更が発生しないようにします。

vCenter Converter はソース マシンをシャットダウンでき、変換処理の完了時にターゲット マシンの電源をオンにでき
ます。同期と組み合わせると、この操作で物理マシン ソースの仮想マシン ターゲットへのシームレスな移行が可能にな
ります。ターゲット マシンは可能なかぎり最小限のダウンタイムでソース マシンの操作を引き継ぎます。

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、ソース マシンがオペレーティング システムを実行してい
ないときにソース マシンのクローンを作成する処理です。マシンのコールド クローンを作成する場合、オペレーティング
システムと vCenter Converter アプリケーションが格納されている CD を使用してソース マシンを再起動します。コールド
クローン作成を行うと、ソース マシンの変換中にソース マシン上で何も変更が発生しないため、最も整合性の高いソース
マシンのコピーを作成できます。コールド クローン作成では、ソース マシン上に痕跡は残りませんが、クローン作成す
るソース マシンへの物理的なアクセスが必要です。

表 1-1 に、ホット クローン作成モードとコールド クローン作成モードの比較を示します。

表 1-1.  ホット クローン作成とコールド クローン作成の比較

比較条件

vCenter Converter 4.2 によるホット ク
ローン作成

Converter Enterprise 4.1.x によるコールド

クローン作成

ライセンス VMware vCenter Converter 4.2 ではラ
イセンスは必要ありません。

VMware Converter Enterprise の
Enterprise 機能のライセンス ファイルが必
要です。

必要なインストール vCenter Converter のフル インストール
が必要です。クローン作成処理の一環とし

て、vCenter Converter エージェントが
ソース マシン上にリモートでインストール
されます。

インストールは必要ありません。変換のため

に必要なすべてのコンポーネントは CD にあ
ります。

サポートされているソース ローカルおよびリモートで電源がオンになっ

ている物理マシンまたは仮想マシン。

ローカルの電源がオフになっている物理マシ

ンまたは仮想マシン。

メリット n ソース マシンへの直接的なアクセスが
必要ありません。

n ソース マシンの実行中にクローンを作
成できます。

n ソース マシンと最も整合性が高いコピー
を作成できます。

n ソース マシンに痕跡が残りません。

デメリット n ファイルを常時変更するアプリケー

ションは、VSS 対応にして
vCenter Converter でクローン作成の
ための一貫したスナップショットを作

成できるようにする必要があります。

n 動的ソース ディスクは読み込まれます
が、ボリューム ベースの変換時に維持
されません。動的ディスクは、ター

ゲット仮想マシン上の基本ボリューム

に変換されます。

n ソース マシンのクローンを作成するに
は、ソース マシンを再起動する必要があ
ります。

n ソース マシンへの物理的なアクセスが必
要です。

n ブート CD のハードウェア検出と構成が
必要です。

n vCenter Converter 4.2 の機能はサポー
トされていません。

VMware vCenter Converter インストールおよび管理ガイド
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表 1-1.  ホット クローン作成とコールド クローン作成の比較 (続き)

比較条件

vCenter Converter 4.2 によるホット ク
ローン作成

Converter Enterprise 4.1.x によるコールド

クローン作成

使用可能な状況の例 n 実行中のソース マシンのクローンを
シャットダウンせずに作成する場合。

n ブート CD で認識されない固有のハー
ドウェアのクローンを作成する場合。

n Converter Standalone がサポートし
ていないシステムのクローンを作成する

場合。

n ターゲット内のディスク レイアウトを正
確に維持する場合。

n 動的ディスク （Windows） または
LVM （Linux） 内の論理ボリュームを
維持する場合。

使用できない状況の例 ソース システムに何もインストールしたく
ない場合。

n Linux P2V で自動認識する場合。
n ソース マシンに対する物理的なアクセス

手段がない場合。

n ソース システムのダウンタイムが長時間
あると困る場合。

n クローン作成後に同期を実行する場合。

物理マシンのホット クローン作成

vCenter Converter 4.2 では、物理マシンのホット クローン作成のみがサポートされています。以前のバージョンの
VMware Converter を使用してコールド クローンを作成できます。

変換の実行中に、ソース マシン上で実行し続けるサービスを選択できます。初期クローン作成中にソース システム内で
変更されたすべてのブロックをターゲット仮想マシンに確実に保持するには、同期機能を有効にします。同期機能が有効

になっている場合、初期変換中にソース マシン上で発生した変更は、初期変換の完了後、すべて vCenter Converter で
ターゲット マシンにコピーされます。この処理によって、重要な Windows サービスのダウンタイムが発生しないように
することができます。

注意   デュアル ブート システムのホット クローンを作成する場合、boot.ini ファイルがポイントするデフォルトのオ
ペレーティング システムのみの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 システムのクローンを作
成するには、boot.ini ファイルがもう一方のオペレーティング システムをポイントするように変更し、再起動します。
もう一方のオペレーティング システムの起動後に、そのオペレーティング システムのホット クローンを作成できます。2
番目のオペレーティング システムが Linux の場合、このオペレーティング システムを起動し、Linux 物理マシン ソース
のクローンを作成する標準手順を使用してクローンを作成できます。

Windows を実行する物理マシン ソースのリモート ホット クローン作成

vCenter Converter ウィザードを使用して変換タスクを設定すると、vCenter Converter コンポーネントですべてのク
ローン作成タスクが実行されます。

次のワークフローは、ダウンタイムなしで物理マシンのクローンを作成するリモート ホット クローン作成の例です。

1 vCenter Converter で変換用のソース マシンが準備されます。

vCenter Converter によってエージェントがソース マシン上にインストールされ、そのエージェントでソース ボ
リュームのスナップショットが取得されます。
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エージェント

実行中の vCenter Converter 
（Windows マシン）

パワーオン状態の
物理マシン ESX/ESXi

ソース ターゲット

ネットワーク

スナップショット

ソース
ボリューム

 

2 vCenter Converter でターゲット マシン上の仮想マシンが準備されます。

vCenter Converter によって仮想マシンがターゲット マシン上に作成され、そのエージェントでボリュームがソース
マシンからターゲット マシンにコピーされます。

 

エージェント

実行中の vCenter Converter 
（Windows マシン）

パワーオン状態の
物理マシン ESX/ESXi

コピーされた 

ボリューム

ソース ターゲット

ネットワーク

スナップショット

VM

ソース
ボリューム

 

3 vCenter Converter で変換処理が完了します。

エージェントによって、オペレーティング システムが仮想マシン内で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 （IP 情報の変更など）。

 

エージェント

実行中の vCenter Converter 
（Windows マシン）

パワーオン状態の
物理マシン ESX/ESXi

ソース ターゲット

ネットワーク

VM

ソース
ボリューム

スナップショット

再構成

カスタマイズ （任意）

 

4 vCenter Converter でソース マシンからのエージェントのアンインストールを任意に実行できます。

仮想マシンをターゲット サーバ上で実行する準備ができます。

VMware vCenter Converter インストールおよび管理ガイド
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Linux を実行する物理マシン ソースのリモート ホット クローン作成

Linux オペレーティング システムが実行されている物理マシンの変換処理は、Windows マシンの変換処理とは異なります。

Windows の変換では、vCenter Converter エージェントがソース マシンにデプロイされ、ソース情報がターゲットで
取得されます。

Linux の変換では、ソース マシンにエージェントはデプロイされません。その代わりに、ヘルパー仮想マシンが作成され、
ターゲット ESX/ESXi ホストにデプロイされます。ソース データはソース Linux マシンからヘルパー仮想マシンにコピー
されます。変換の完了後、ヘルパー仮想マシンはシャットダウンし、次に電源をオンしたときにターゲット仮想マシンに

なります。

vCenter Converter では管理型ターゲットへの変換の場合にのみ Linux ソースの変換がサポートされます。

次のワークフローでは、Linux が実行されている物理マシン ソースのホット クローン作成を管理型ターゲットに対して
実行する方法を示します。

1 vCenter Converter は SSH を使用してソース マシンに接続し、ソース情報が取得されます。vCenter Converter
で空のヘルパー仮想マシンが変換タスク設定に基づいて作成されます。ヘルパー仮想マシンは、変換中の新しい仮想

マシンのコンテナとして機能します。vCenter Converter によってヘルパー仮想マシンが管理型ターゲット （ESX/
ESXi ホスト） 上にデプロイされます。ヘルパー仮想マシンが *.iso ファイルから起動します。このファイルは、
vCenter Converter Server マシン上にあります。

vCenter Converter
エージェントおよびサーバ

vCenter Converter
   エージェントによる
      ヘルパー仮想マシンのデプロイ

パワーオン状態の
Linux マシン ESX/ESXi

ソース ターゲット

ネットワーク

ヘルパー
VM

ソース
ボリューム

2 ヘルパー仮想マシンの電源がオンになり、Linux イメージから起動します。次に、SSH を介してソース マシンに接
続され、ソースから選択したデータの取得が開始されます。変換タスクの設定の際、ターゲット マシンにコピーす
るソース ボリュームを選択できます。

vCenter Converter
エージェントおよびサーバ

パワーオン状態の
Linux マシン

ヘルパー仮想マシンへの
データのコピー

ESX/ESXi

ソース ターゲット

ネットワーク

ヘルパー
VM

ソース
ボリューム
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3 オプションで、データのコピーの完了時に、オペレーティング システムが仮想マシン上で起動できるようにターゲッ
ト仮想マシンを再構成します。

4 vCenter Converter によってヘルパー仮想マシンがシャットダウンされます。変換処理が完了します。

オプションで、変換の完了後に、新しく作成した仮想マシンの電源がオンになるように vCenter Converter を構成
できます。

物理マシンのコールド クローン作成

vCenter Converter 4.2 ではコールド クローン作成がサポートされていません。以前のバージョンの vCenter Converter
のブート CD を使用すると、コールド クローン作成を実行できます。

マシンのコールド クローンを作成する場合、独自のオペレーティング システムと vCenter Converter アプリケーション
が格納されている CD からソース マシンを再起動します。コールド クローン作成処理の詳細な説明は、使用するブート CD
のドキュメントを参照してください。

コールド クローン作成の準備

vCenter Converter 4.2 ではコールド クローン作成がサポートされないため、以前のエディションの vCenter Converter
のブート CD を使用する必要があります。この機能は、選択する製品バージョンに応じてブート CD 上でサポートされます。

VMware vCenter Converter 4.1.x エディションは無料のソフトウェア製品ではありません。

手順

1 ブート CD を入手するには、当社のダウンロード用 Web サイトにアクセスし、vCenter Converter 4.1.x インス
トールをダウンロードします。

2 ブート CD の .iso ファイルをインストール パッケージから展開します。

3 ブート CD の .iso ファイルを CD に書き込みます。

次に進む前に

画面の指示に従い、コールド クローン作成を開始します。

データのクローン作成モード

vCenter Converter では、ディスク ベースのクローン作成およびボリューム ベースのクローン作成の 2 種類のデータ ク
ローン作成モードがサポートされています。

表 1-2.  クローン作成モード

クローン作成モード アプリケーション 説明

ボリューム ベース ソース マシンからターゲット マシンにボ
リュームをコピーします。

ボリューム ベースのクローン作成は比較的低
速です。ファイル レベルのクローン作成は、
ブロック レベルのクローン作成よりも低速で
す。動的ディスクはターゲット仮想マシンの

基本ボリュームに変換されます。

ディスク ベース すべてのタイプの基本ディスクおよび動的

ディスクについて、ソース マシンのコピー
が作成されます。

コピーするデータを選択することはできませ

ん。ディスク ベースのクローン作成は、ボ
リューム ベースのクローン作成よりも高速で
す。

VMware vCenter Converter インストールおよび管理ガイド
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ボリューム ベースのクローン作成

ボリューム ベースのクローン作成の際、ソース マシンのボリュームが、ターゲット マシンにコピーされます。
vCenter Converter では、ホット クローン作成とコールド クローン作成の場合に、または既存の仮想マシンのインポー
トの際に、ボリューム ベースのクローン作成がサポートされます。

ボリューム ベースのクローン作成では、ターゲット仮想マシン内のすべてのボリュームは、対応するソース ボリューム
のタイプにかかわらず基本ボリュームに変換されます。

ボリューム ベースのクローン作成は、選択するターゲット ボリューム サイズに応じてファイル レベルまたはブロック レ
ベルで実行されます。

ファイル レベルでのボリュー

ム ベースのクローン作成

NTFS ボリュームに対し、元のボリュームよりも小さいサイズを選択した場合、または
FAT ボリュームのサイズ変更を選択した場合に実行されます。

ファイル レベルでのボリューム ベースのクローン作成は、FAT、FAT32、NTFS、
ext2、ext3、および ReiserFS の各ファイル システムに対してのみサポートされます。

ブロック レベルでのボリュー

ム ベースのクローン作成

ソース ボリュームのサイズを維持することを選択した場合、または NTFS ソース ボ
リュームに対し、元のボリュームよりも大きいサイズを選択した場合に実行されます。

クローン作成モードによっては、vCenter Converter で一部のタイプのソース ボリュームがサポートされない場合があ
ります。表 1-3 に、サポートされるソース ボリューム タイプとサポートされないソース ボリューム タイプを示します。

表 1-3.  サポートされるソース ボリューム タイプとサポートされないソース ボリューム

クローン作成モード サポートされているソース ボリューム サポートされていないソース ボリューム

仮想マシンのインポート n 基本ボリューム

n すべてのタイプの動的ボリューム

n マスタ ブート レコード （MBR） ディ
スク

n RAID
n Windows NT4 フォールト トレランス

ボリューム

n Windows NT4 ミラー ボリューム
n GUID パーティション テーブル （GPT）

ディスク

ホット クローン作成 Windows で認識されるすべてのタイプの
ソース ボリューム

動的ソース ディスクは読み込まれますが、ボリューム ベースの変換中には維持されません。動的ディスクは、ターゲッ
ト仮想マシン上の基本ボリュームに変換されます。

ディスク ベースのクローン作成

vCenter Converter では、既存の仮想マシンをインポートするためにディスク ベースのクローン作成がサポートされます。

ディスク ベースのクローン作成では、すべてのセクタがすべてのディスクから転送され、すべてのボリューム メタデー
タが維持されます。ターゲット仮想マシンは、ソース仮想マシンのパーティションと同じタイプの同じパーティションを

受信します。ソース マシンのパーティション上のすべてのボリュームはそのままコピーされます。

ディスク ベースのクローン作成では、すべてのタイプの基本ディスクと動的ディスクがサポートされます。
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既存の仮想マシンおよびシステム イメージの変換

ホスト型製品と管理型製品との間で仮想マシンを変換できます。また、vCenter Converter を使用して仮想マシンを再構
成することもできます。

仮想マシンの変換 VMware 仮想マシンを Workstation、VMware Player、VMware ACE、
VMware Fusion、ESX、ESXi Embedded、ESXi Installable、および
VMware Server との間で変換できます。また、仮想マシンを Microsoft Virtual Server
および Virtual PC からインポートできます。

インポートされた VMware 仮想マシンとそのソース仮想マシンを同じネットワーク上
で実行するには、いずれかの仮想マシンのネットワーク名と IP アドレスを変更する必
要があります。ネットワーク名と IP アドレスを変更すると、元の仮想マシンと新しい
仮想マシンを同じネットワーク上で共存させることができます。

仮想マシンの構成 物理ホストのバックアップからのリストア、またはほかの直接的なコピー方法により設

定したディスクがある VMware 仮想マシンの場合、vCenter Converter は VMware
仮想ハードウェア上で実行するためのイメージを準備します。ESX ホスト上での仮想
マシンの作成にサードパーティ製の仮想化ソフトウェアを使用した場合、

vCenter Converter を使用して仮想マシンを再構成できます。また、仮想マシンを ESX
ホストにインポートした場合、マルチブート マシン上にインストールされた任意のオ
ペレーティング システムを再構成することもできます。マルチブート マシンを再構成
する前に、boot.ini ファイルを変更する必要があります。

物理ホストのバックアップを使用するか、またはコールド クローン作成によって作成されたディスクが VMware 仮想マ
シンにある場合、vCenter Converter は VMware 仮想ハードウェア上で実行するためのイメージを準備します。

vCenter Converter ウィザードのいずれかを使用して仮想マシンをインポート、エクスポート、または再構成するときは、
毎回タスクを作成します。インポート タスクとエクスポート タスクはスケジュール設定できます。再構成タスクはスケ
ジュール設定できません。

変換タスクのスケジュール設定

インポート タスクまたはエクスポート タスクを開始する時間を選択できます。パラレル変換タスクに対して同じソース
を使用しないかぎり、スケジュールを設定できるインポート タスクとエクスポート タスクの数に制限はありません。

スケジュール設定されたタスクを作成するには、[マシンのインポート] ウィザードまたは[仮想マシンのエクスポート] ウィ
ザードを、vSphere Client の  [インベントリ]  メニューの  [スケジュール設定タスク]  メニュー項目から選択します。

変換の影響を受けるシステム設定

vCenter Converter で作成される VMware 仮想マシンには、ソース物理マシン、仮想マシン、またはシステム イメージ
のディスク状態のコピーが格納されます。一部のハードウェア依存ドライバと、場合によってはマッピングされたドライ

ブ文字が維持されないことがあります。

次のソース コンピュータ設定は変更されません。

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

n アプリケーションとデータ ファイル

n 各ディスク パーティションのボリューム シリアル番号

ターゲット仮想マシンとソース仮想マシンまたはシステム イメージには同じ ID （名前、SID など） があるため、これら
を同じネットワーク上で実行すると競合が発生する場合があります。ソース仮想マシンまたはシステム イメージを再デプ
ロイするには、ソース イメージとターゲット 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でく
ださい。
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たとえば、vCenter Converter を使用し、元の Virtual PC マシンを廃止せずに Virtual PC 仮想マシンを VMware 仮想
マシンとして実行できるかどうかをテストする場合、まず重複した ID の問題を解決する必要があります。この問題は、
仮想マシンを[マシンのインポート]、[仮想マシンのエクスポート]、または[仮想マシンの再構成]の各ウィザードを使用し
てカスタマイズすることで解決できます。

仮想ハードウェアへの変更

ほとんどのアプリケーションは、VMware 仮想マシン上で適切に機能します。これは、ソース仮想マシンと同じ場所にア
プリケーションの構成ファイルとデータ ファイルがあるためです。しかし、シリアル番号やデバイスのメーカーなど、基
盤となるハードウェアの特定の特性にアプリケーションが依存する場合、動作しないことがあります。

表 1-4 に、仮想マシンの移行後に発生する可能性があるハードウェアの変更を説明します。

表 1-4.  仮想マシンの移行後のハードウェアの変更

ハードウェア 動作

CPU モデルとシリアル番号 有効になっている場合に、異なる場合があります。これらは、VMware 仮想マシンをホス
トしている物理コンピュータに対応します。

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

グラフィック カード 異なる可能性があります （VMware SVGA カード）。

ディスクおよびパーティション ディスクおよびパーティションの番号は、クローン作成時にボリュームを再配置すると変更

される場合があります。各ディスク デバイスには、異なるモデル文字列および異なるメー
カー文字列がある場合があります。

プライマリ ディスク コントローラ ソース マシンとは異なる場合があります。

アプリケーション 仮想マシン内で使用できないデバイスに依存する場合は動作しないことがあります。
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システム要件および制限 2
vCenter Converter を操作する前に、特定の要件を満たす必要があります。vCenter Converter のコンポーネントが動
作するシステムと、そのコンポーネントが連携するシステムとの間の、互換性と相互運用性についても検討する必要があ

ります。

この章では次のトピックについて説明します。

n サポートされているオペレーティング システム (P. 19)

n インストール領域の要件 (P. 21)

n サポートされているソースのタイプ (P. 21)

n サポートされているターゲットのタイプ (P. 24)

n VirtualCenter ユーザーに対する権限の構成 (P. 24)

n vCenter Converter での IPv6 のサポート (P. 24)

n 変換のための TCP/IP および UDP ポートの要件 (P. 25)

n Windows オペレーティング システムのリモート ホット クローン作成の要件 (P. 26)

サポートされているオペレーティング システム

vCenter Converter および vCenter Converter Client は、Windows オペレーティング システムだけにインストールで
きます。vCenter Converter は、パワーオン状態のマシンのインポート処理と、仮想マシンのインポートおよびエクス
ポート処理のソースとして、Windows および Linux オペレーティング システムをサポートします。Linux のディストリ
ビューションは再構成できません。

vCenter Converter コンポーネントをインストール可能なオペレーティング システムの一覧については、表 2-1 を参照
してください。

表 2-1.  サポートされているオペレーティング システム

サポートされているオペ

レーティング システム

vCenter
Converter
Server のサ

ポート

vCenter
Converter
Client のサ

ポート

vCenter
Converter エー

ジェントのサポー

ト

パワーオン状態

のマシンのイン

ポート ソース

仮想マシン

のインポー

トおよびエ

クスポート

ソース 再構成のソース

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

あり あり あり あり あり あり

Windows 2003
（32 ビットおよび 64 ビッ
ト） SP2、Revision 2

あり あり あり あり あり あり
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表 2-1.  サポートされているオペレーティング システム (続き)

サポートされているオペ

レーティング システム

vCenter
Converter
Server のサ

ポート

vCenter
Converter
Client のサ

ポート

vCenter
Converter エー

ジェントのサポー

ト

パワーオン状態

のマシンのイン

ポート ソース

仮想マシン

のインポー

トおよびエ

クスポート

ソース 再構成のソース

Windows Vista （32
ビットおよび 64 ビット）
SP1

あり あり あり あり あり あり

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

あり あり あり あり あり あり

Windows 7 （32 ビット
および 64 ビット）

あり あり あり あり あり あり

Red Hat Enterprise
Linux 2.1 （32 ビットお
よび 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Red Hat Linux
Advanced Server 2.1
（32 ビットおよび 64 ビッ
ト）

なし なし なし あり あり なし

Red Hat Enterprise
Linux 3.0 （32 ビットお
よび 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Red Hat Enterprise
Linux 4.0 （32 ビットお
よび 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Red Hat Enterprise
Linux 5.0 （32 ビットお
よび 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

SUSE Linux Enterprise
Server 8.0 （32 ビットお
よび 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

SUSE Linux Enterprise
Server 9.0 （32 ビットお
よび 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

SUSE Linux Enterprise
Server 10.0 （32 ビット
および 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

SUSE Linux Enterprise
Server 11.0 （32 ビット
および 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Ubuntu 5.x （32 ビット
および 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Ubuntu 6.x （32 ビット
および 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Ubuntu 7.x （32 ビット
および 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし

Ubuntu 8.x （32 ビット
および 64 ビット）

なし なし なし あり あり なし
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インストール領域の要件

インストールの際、インストールする vCenter Converter コンポーネントを選択できます。すべてのコンポーネントに、
インストールするための個別のディスク領域が必要です。

表 2-2 に、vCenter Converter とそのコンポーネントをインストールするために必要なディスク領域を示します。

表 2-2.  インストール領域の要件

インストールするコンポーネント 必要なディスク領域 復元するファイルのためのディスク領域要件

インストール ファイル 100MB 100MB

vCenter Converter Client 25MB 25MB

vCenter Converter Server 120MB 300MB

vCenter Converter エージェント 25MB 100M

サポートされているソースのタイプ

vCenter Converter を使用すると、パワーオン状態のリモート マシン、パワーオフ状態の VMware 仮想マシン、サード
パーティ製の仮想マシンおよびシステム イメージ、および Hyper-V 仮想マシンを変換できます。

表 2-3 は、vCenter Converter がサポートするソースを示しています。

表 2-3.  サポートされているソース

ソース タイプ ソース

パワーオン状態のマシン n リモート Windows 物理マシン
n リモート Linux 物理マシン
n Hyper-V Server で実行中の Windows 仮想マシン
n Citrix XenServer 4 Enterprise Edition で実行中の Windows 仮想マシン
n Virtual Iron バージョン 4.2 で実行中の Windows 仮想マシン

VMware Infrastructure 仮想マシン n vCenter Server 4.0 および 4.1
n ESX Server 3.5、4.0、および 4.1
n ESXi Server バージョン 3.5、4.0、4.1 の Installable と、バージョン 3.5、4.0、4.1 の

Embedded
n ESX Server 2.5.x および 3.0 （VirtualCenter 2.5 が ESX を管理する場合）
n VirtualCenter 2.5

VMware 仮想マシン n VMware Workstation 5.x および 6.x
n VMware Fusion 2.x
n VMware Player 2.x
n VMware Server 2.x
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表 2-3.  サポートされているソース (続き)

ソース タイプ ソース

Hyper-V Server の仮想マシン 次のゲスト OS を実行しているパワーオフ状態の仮想マシン：
n Windows Server 2003 （32 ビットおよび 64 ビット）
n Windows Server 2008 （32 ビットおよび 64 ビット）
n Windows XP （32 ビットおよび 64 ビット）
n Windows Vista （32 ビットおよび 64 ビット）
n Windows 7
n SUSE Linux Enterprise Server 10

サードパーティ製の仮想マシンまた

はシステム イメージ
n Acronis True Image Echo 9.5、および Acronis True Image 11 （Home 製品） （.tib）
n Symantec Backup Exec System Recovery （旧 LiveState Recovery） 6.5、7.0、8.0、

8.5、LiveState Recovery 3.0、6.0 （.sv2i、.v2i、または .iv2i） Windows の
vCenter Converter Server および vCenter Converter Agent だけでサポートされます。

n Norton Ghost バージョン 10.0、11.0、12.0、13.0、14.0 （.sv2i フォーマットのみ）
n Microsoft Windows と Mac OS X 2.x および 3.x 用の Parallels Desktop （.pvs およ

び .hdd）。圧縮されたディスクはサポートされません。
n Parallels Workstation 2.x （.pvs）。圧縮されたディスクはサポートされません。
n StorageCraft ShadowProtect の Desktop、Server、SBS、および IT の各エディションの、

バージョン 2.0、2.5、3.0、3.1、3.2 （.spf）
n Microsoft VHD フォーマット
n Microsoft Virtual PC 2004、Microsoft Virtual PC 2007 （.vmc）
n Microsoft Virtual Server 2005 および 2005 R2 （.vmc）

ソース仮想マシンを変換する前に、それらをパワーオフする必要があります。パワーオン状態のマシンとして仮想マシン

を扱う場合は、実行中の仮想マシンを変換できます。

Windows 7 を実行するソースは、ESX 4.0 以降のターゲットに変換できます。ESX 3.x は Windows 7 をサポートして
いません。

vCenter Converter は、ソースおよびターゲットとして OVF イメージを使用することはサポートしていないため、
vCenter Converter Stanadalone 4.0.1 のインストールを保持して、OVF イメージを変換できます。
vCenter Converter Standalone 4.0.1 のクライアント コンポーネントと vCenter Converter 4.2 のクライアント コン
ポーネントは同じシステムに共存できます。

パワーオン状態のマシンの変換の制限

パワーオン状態のマシンを変換する場合、特定のソース オペレーティング システムに対して一部の変換機能が使用でき
ないことがあります。

ソース オペレーティング システムに依存する制限のリストについては、表 2-4 を参照してください。

表 2-4.  パワーオン状態のマシンを変換するための制限

ソース オペレーティング システム 制限

Windows XP 以降 同期はブロック レベルでのボリューム ベースのクローン作成の場合にのみサポートされます。

Linux n ファイル レベルでのボリューム ベースのクローン作成のみサポートされます。
n 管理型ターゲットのみサポートされます。

n マルチブート仮想マシンは GRUB がブート ローダとしてインストールされている場合にのみ変
換できます。LILO はサポートされていません。

VMware vCenter Converter インストールおよび管理ガイド

22  VMware, Inc.



仮想マシンの変換の制限

仮想マシンを変換する場合には、特定の制限があります。この制限は、vCenter Converter を実行するオペレーティング
システムのタイプによって異なります。

ソース仮想マシンを変換する前に、それらをパワーオフする必要があります。パワーオン状態のマシンを変換するための

手順に従うと、実行中の仮想マシンを変換できます。

vCenter Converter サーバが実行されているオペレーティング システムに依存する制限のリストについては、表 2-5 を
参照してください。

表 2-5.  仮想マシンの変換の制限

ホスト OS 制限

Windows Server 2003
Windows XP
Windows Vista
Windows Server 2008

n ディスク ベースのクローン作成は、Linux ゲストのみを対象としています。
n Linux ゲストの再変換またはカスタマイズはサポートされていません。
n Linux ゲストに対する VMware Tools のインストールはサポートされていません。

サードパーティ製の仮想マシンまたはシステム イメージの変換の制限

vCenter Converter では、サードパーティ製の仮想マシン、システム イメージ、ShadowProtect イメージ、および
BackupExec System Recovery イメージを変換できます。これらの変換には制限があります。

サードパーティ製の仮想マシンおよびシステム イメージ

サードパーティ製の仮想マシンおよびシステム イメージには、次の制限があります。

n Macintosh バージョンの Virtual PC からの仮想マシンはサポートされていません。

n ソース Virtual PC または Virtual Server 仮想マシン上のオペレーティング システムは、対象の VMware プラット
フォーム （Workstation 5 または 6.0.x など） でサポートされる Windows ゲスト OS である必要があります。サ
ポートされているオペレーティング システムのリストについては、『ゲスト OS インストール ガイド』 を参照して
ください。

vCenter Converter は、Windows NT 4.0 以前のほとんどの Windows オペレーティング システムと、Windows
以外のオペレーティング システム （Linux や DOS など） で Virtual PC および Virtual Server 仮想マシンをクロー
ン作成の場合のみサポートしています。vCenter Converter はこれらのシステムの構成をサポートしていません。

n Parallels Virtuozzo Containers はサポートされていません。

ShadowProtect および Backup Exec System Recovery

ShadowProtect および Backup Exec System Recovery には次の制限があります。

n 動的ディスクはサポートされません。

n マシンのバックアップのためのすべてのイメージは、単一のフォルダ内にある必要があります。ソース フォルダには、
バックアップの一部ではないその他のイメージを含めることはできません。

n ボリューム ベースのクローン作成の場合、ディスク内のアクティブ ボリュームとシステム ボリュームまでのすべて
のボリュームをバックアップする必要があります。たとえば、ディスクに 1 から 4 までの 4 つのパーティションがあり、
パーティション 2 がアクティブ ボリュームでパーティション 3 がシステム ボリュームの場合、バックアップに 1 から 3
までを含める必要があります。

n 差分イメージの場合、16 個までの差分バックアップがサポートされます。

n 論理ドライブがシステムまたはアクティブ ボリュームの場合、論理ドライブがある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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サポートされているターゲットのタイプ

vCenter Converter を使用すると、VMware のホスト型製品および管理型製品と互換性のある仮想マシンを作成できます。

表 2-6 は、vCenter Converter がサポートするターゲットを示しています。

表 2-6.  サポートされているターゲット

ターゲットのタイプ サポートされているバージョン

VMware Infrastructure 仮想マシン 管理型ターゲット

n ESX Server 3.5、4.0、4.1
n ESXi 3.5、4.0、4.1 の Installable、ESXi 3.5、4.0、4.1 の

Embedded
n vCenter Server 2.5、4.0、4.1

VMware ホスト型仮想マシン ホスト型ターゲット

n VMware Workstation 5.x、6.x、および 7.0
n VMware Fusion 2.x および 3.0
n VMware Player 2.x および 3.0
n VMware Server 2.x

注意   SMB または NFS 共有にあるホスト型ターゲットの場合、ボリューム ベースのクローン作成を使用して、事前に割
り当てられていない 2GB のディスクを作成する必要があります。

VirtualCenter ユーザーに対する権限の構成

Converter を使用して仮想マシンを vCenter に変換するには、次の vCenter 権限をデータ センター レベルで設定して
いる必要があります。

n データストア.データストアの参照

n 仮想マシン.インベントリと仮想マシン.構成

n 仮想マシン.相互作用.パワーオン （変換後にターゲット仮想マシンをパワーオンする場合にのみ必要）

n 仮想マシン.プロビジョニング.ディスク アクセスの許可

n リソース.仮想マシンのリソース プールへの割り当て

権限の設定の詳細については、『vSphere データ センター管理ガイド』 を参照してください。

vCenter Converter での IPv6 のサポート

vCenter Converter では、IPv4 と IPv6 の両方のインターネット プロトコルがサポートされますが、いくつかの制限が
あります。

インターネット プロトコル バージョン 6 （IPv6 または IPng） は、現在インターネット上のコンピュータへの IP アドレ
スの割り当てに使用されているインターネット プロトコル バージョン 4 （IPv4） の後継プロトコルです。IPv6 は、イン
ターネット上でコンピュータ数が着実に増加していることによる、将来的な IPv4 アドレスの不足に対処するために採用
されました。

IPv4 は 32 ビット アドレスを使用するのに対し、IPv6 は 128 ビット アドレスを使用します。IPv6 アドレスには異なる
形式や表記を持たせることができます。

n 1040:0:0:0:0:0:0:1

n 1040::1

n 21DA:00D3:0010:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
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n http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]/

n https://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443/

vCenter Converter は、システムのすべてのコンポーネントに対してすべての IPv6 表記をサポートしています。

n vCenter Converter インストーラ

n vCenter Converter Client プラグイン

n vCenter Converter エージェント

n vCenter Converter でサポートされるすべてのターゲット

セキュリティ レベルの向上とアドレス領域が格段に広がることに加え、IPv6 によって、未解決になっている互換性に関
するタスクがいくつか生じます。たとえば、IPv4 のみのノードは IPv6 ノードと直接通信できず、追加のルーティングが
必要です。そのために、IPv4 と IPv6 が混在する環境のエンド ツー エンドのサポートは不安定になります。

この複雑さを軽減するため、vCenter Converter は純粋な IPv6 環境または IPv4 環境のみをサポートします。この環境では、
保護ソース、保護ターゲット、および vCenter Converter Server とエージェントは同じバージョンの IP を実行してい
る必要があります。

注意   IPv6 を使用してバックアップ仮想マシンのゲスト OS をカスタマイズすることはできません。

変換のための TCP/IP および UDP ポートの要件

変換を有効にするには、vCenter Converter Server および Client は相互間、リモート物理マシン、および vCenter Server
にデータを送信できる必要があります。また、ソース ホストとターゲット ホストは相互にデータを受信できる必要があ
ります。指定されたポートがこの通信のために予約されています。

これらのポートのいずれかがブロックされている場合、対応する変換タスクは失敗します。

Windows を実行するパワーオン状態の物理マシンのインポート時に使用されるポート

表 2-7 に、Windows を実行する物理マシン ソースのインポート中に開かれている必要があるポートのリストを示します。

表 2-7.  Windows P2V 中に必要なポート

通信パス 通信ポート 備考

vCenter Converter Server からパワー
オン状態のソース マシン

TCP： 445、139、
9090
UDP： 137、138

ソース コンピュータが NetBIOS を使用する場合、ポート 445 は必要あ
りません。NetBIOS を使用しない場合、ポート 137、138、および 139
は必要ありません。不明な場合、これらのポートがブロックされていな

いことを確認します。

注意   vCenter Converter Server またはエージェントをソース コン
ピュータ上にインストールしていないかぎり、ソース コンピュータへの
認証に使用されるアカウントにパスワードがあり、ネットワーク ファイ
ル共有がソース コンピュータ上で有効にされており、簡易ファイルの共
有が使用されていない必要があります。

vCenter Converter Server から
vCenter Server

TCP： 443 変換ターゲットが vCenter Server の場合にのみ必要です。

vCenter Converter Client から
vCenter Server

TCP： 443 vCenter Converter Server コンポーネントと Client コンポーネント
が別のマシン上にある場合にのみ必要です。

パワーオン状態のソース マシンから ESX/
ESXi

TCP： 443、902 変換ターゲットが vCenter Server の場合、ポート 902 のみが必要です。

Linux を実行するパワーオン状態の物理マシンのインポート時に使用されるポート

表 2-8 に、Linux を実行する物理マシン ソースのインポート中に開かれている必要があるポートのリストを示します。

第 2 章 システム要件および制限

VMware, Inc.  25



表 2-8.  Linux P2V 中に必要なポート

通信パス TCP ポート 備考

vCenter Converter Server からパワーオン
状態のソース マシン

22 vCenter Converter とソース マシンとの間の SSH 接続を確立するため
に使用します。

vCenter Converter Client から
vCenter Converter Server

443 vCenter Converter Server コンポーネントと Client コンポーネントが
別のマシン上にある場合にのみ必要です。

vCenter Converter Server から
vCenter Server

443 変換ターゲットが vCenter Server の場合にのみ必要です。

vCenter Converter Server から ESX/ESXi 443、902、
903

変換ターゲットが vCenter Server の場合、ポート 902 および 903 のみ
が必要です。

vCenter Converter Server からヘルパー仮
想マシン

443

ヘルパー仮想マシンからパワーオン状態のソー

ス マシン
22 ヘルパー仮想マシンとソース マシンとの間の SSH 接続を確立するために

使用します。デフォルトでは、ヘルパー仮想マシンの IP アドレスは DHCP
によって割り当てられます。DHCP サーバがターゲット ネットワーク上
で使用できない場合、ターゲット仮想マシンに手動で IP アドレスを割り
当てる必要があります。

仮想マシン ソースのインポートまたはエクスポート時に使用されるポート

表 2-9 に、仮想マシンのインポートまたはエクスポート時に開かれている必要があるポートのリストを示します。

表 2-9.  V2V 中に必要なポート

通信パス 通信ポート 備考

vCenter Converter Server からファイル共
有のパス

TCP： 445、139
UPD： 137、138

スタンドアロン仮想マシン ソースまたはターゲットに対してのみ必
要です。ソースまたはターゲット パスをホストするコンピュータが
NetBIOS を使用する場合、ポート 445 は必要ありません。NetBIOS
を使用しない場合、ポート 137、138、および 139 は必要ありませ
ん。不明な場合、これらのポートがブロックされていないことを確認

します。

vCenter Converter Client から
vCenter Converter Server

TCP： 443 vCenter Converter Server コンポーネントと Client コンポーネン
トが別のマシン上にある場合にのみ必要です。

vCenter Converter Server から
vCenter Server

TCP： 443 変換ターゲットが vCenter Server の場合にのみ必要です。

vCenter Converter Server から ESX/ESXi TCP： 443、902 変換ターゲットが vCenter Server の場合、ポート 902 のみ必要です。

Windows オペレーティング システムのリモート ホット クローン作成の要件

権限とネットワーク アクセス関連の問題を回避するには、簡易ファイルの共有が無効になっており、Windows ファイア
ウォールがファイルとプリンタ共有をブロックしていないことを確認します。また、ファイルとプリンタ共有のポートに

アクセスするには、ファイアウォールが許可する IP アドレスの範囲を変更する必要がある場合があります。

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実行するには、アプリケーションを起動する前に、
ソース マシン上で次の項目を確認します。

n 簡易ファイルの共有が無効になっていること。

n Windows ファイアウォールでファイルとプリンタ共有がブロックされていないこと。
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次の場合に、受信するファイル共有接続を許可する必要があります。

n スタンドアロン イメージをホストするためにマシンを使用する場合

n スタンドアロン ターゲットとしてマシンを使用する場合

n リモートでマシンのホット クローンを作成する場合

ゲスト OS をカスタマイズできるようにするには、vCenter Converter Server を実行するマシン上に Sysprep ファイル
をインストールします。

Windows ファイアウォールがファイルとプリンタ共有をブロックしていないことの確認

vCenter Converter がリモートの 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のエラー

メッセージが表示された場合、ファイルとプリンタ共有が Windows ファイアウォールでブロックされていないことを確
認します。

手順

1 [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  -  [管理ツール]  -  [ローカル セキュリティ ポリシー]  を選択します。

2 左のセキュリティの設定リストで、 [ローカル ポリシー]  -  [セキュリティ オプション]  を選択します。

3 右のポリシー リストで、 [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]  を選択します。

4 [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]  が選択されていることを確認します。

次に進む前に

ファイルとプリンタ共有に関するトラブルシューティングの情報については、Microsoft の TechNet Web サイトを検索
してください。

ファイルとプリンタ共有をその他の Windows システムで設定する方法については、そのシステムのドキュメントを参照
してください。

Windows XP Professional での簡易ファイルの共有の無効化

個別のユーザーに対する権限を制御するには、簡易ファイルの共有をソース マシン上で無効にする必要があります。

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

イルの共有の UI を使用し、共有とファイルの権限を構成します。

ワークグループの一部になっている Windows XP Professional オペレーティング システムの場合、簡易ファイルの共有の UI
はデフォルトで有効になっています。ドメインの一部になっている Windows XP Professional オペレーティング システ
ムでは、従来からのファイル共有とセキュリティのインターフェイスが使用されています。

手順

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

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

簡易ファイルの共有が無効になります。

次に進む前に

簡易ファイルの共有の有効化または無効化の詳細については、Microsoft の TechNet Web サイトを参照してください。
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ゲスト OS のカスタマイズの準備

Windows Server 2003 または Windows XP を実行する仮想マシンのゲスト OS をカスタマイズするには、
vCenter Converter Server を実行するマシン上の指定された場所に Sysprep ファイルを保存する必要があります。Sysprep
ファイルがサーバ マシンから見つからない場合、 [ゲスト OS のカスタマイズ]  オプションは vCenter Converter ウィ
ザードから使用できません。

開始する前に

ソース マシンのオペレーティング システムに対応する Sysprep ファイルをダウンロードする必要があります。

手順

u ターゲット OS またはゲスト OS 用に指定した場所に、Sysprep ファイルを保存します。

オプション 説明

Windows Server 2003 （32 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥svr2003

Windows Server 2003 （64 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥svr2003-64

Windows XP （32 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥xp

Windows XP （64 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥xp-64

 

次に進む前に

これで、仮想マシンのゲスト OS を、[マシンのインポート]、[仮想マシンのエクスポート]、または[仮想マシンの再構成]
の各ウィザードを使用してカスタマイズできます。

Windows ソースのスナップショットの作成に関する制限

vCenter Converter では、Windows を実行する物理マシンおよび仮想マシンのホット クローン作成中に、VSS スナッ
プショットを使用してソース ボリュームの状態が保存されます。VSS スナップショットは、初期変換後にターゲット仮想
マシンをソース マシンと同期するためにも使用されます。VSS 関連の問題の一部は vCenter Converter に継承されており、
変換タスクを正常に完了できない場合があります。

変換タスクを開始する前に、表 2-10 に示す制限を参照してください。

VSS 関連のエラー メッセージが表示されて変換タスクに失敗した場合、考えられる原因と回避策をこの表から確認します。

表 2-10.  VSS スナップショットの制限

VSS の制限 エラー メッセージ 回避策

ボリューム ベースのクローン作成をサ
ポートするすべてのオペレーティング

システムでは、VSS が機能するために
少なくとも 1 つの NTFS ボリュームが
必要です。

この制限に回避策はありません。

Windows Server 2008 では、VSS は
FAT および FAT32 をサポートしてい
ません。

すべての FAT または FAT32 ボリュー
ムを vCenter Converter ウィザード
の表示または編集のオプション ページ
で選択解除します。
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表 2-10.  VSS スナップショットの制限 (続き)

VSS の制限 エラー メッセージ 回避策

Windows Server 2008 では VSS は
フォーマットされていないボリューム

および認識されないボリュームをサ

ポートしていません。

ソース ボリュームの VSS スナップショットの作成に失敗

しました。エラー コード： 2147754764 
（0x8004230C）

n フォーマットされていないボ

リュームまたは認識されないボ

リュームをすべてフォーマット

し、変換を再試行します。

n 変換タスクの設定中に、表示また

は編集のオプション ページのコ
ピーするデータのペインで、

フォーマットされていないボ

リュームまたは認識されないボ

リュームをすべて選択解除します。

VSS スナップショット ストレージ領域
に、VSS でスナップショットを作成す
るための十分な容量がない場合、変換

に失敗します。

ソース ボリュームの VSS スナップショットの作成に失敗

しました。エラー コード： 2147754783 
（0x8004231F）

ソース ボリューム （特にシステム ボ
リュームとすべての NTFS ボリュー
ム） 内の不要なファイルを削除し、
ソースの変換を再試行します。

次の 2 つの VSS サービスがソース マ
シン上で開始されていない、または適

切に動作していない場合、パワーオン

状態の Hyper-V ソースのインポート
は失敗します。

n Microsoft Software Shadow
Copy Provider Service

n Volume Shadow Copy Service

ソース ボリュームの VSS スナップショットの作成に失敗

しました。エラー コード： 2147754758 
（0x80042306）

1 Microsoft Software Shadow
Copy Provider Service と
Volume Shadow Copy Service
の開始モードを  [自動]  に設定し
ます。

2 ソース マシンを再起動し、クロー
ン作成を再試行します。
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VMware vCenter Converter のインストー
ルおよびアンインストール 3

ここでは、vCenter Converter コンポーネントをインストールおよびアンインストールする基本的な手順について説明し
ます。

vCenter Converter は、ソースおよびターゲットとして OVF イメージを使用することはサポートしていないため、
vCenter Converter Stanadalone 4.0.1 のインストールを保持して、OVF イメージを変換できます。
vCenter Converter Standalone 4.0.1 のクライアント コンポーネントと vCenter Converter 4.2 のクライアント コン
ポーネントは同じシステムに共存できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter のインストール (P. 31)

n vCenter Converter Client のインストール (P. 32)

n vCenter Converter Client の有効化または無効化 (P. 33)

n vCenter Converter コンポーネントのアンインストール (P. 33)

n Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティを使用した vCenter Converter Client のアンインストー
ル (P. 34)

vCenter Converter のインストール

vCenter Server インストーラまたは vCenter Converter インストーラを使用し、vCenter Converter 機能を
vCenter Server 4.1 環境に追加できます。

vCenter Converter インストーラを使用してインストールする処理について、ここで説明します。vCenter Converter
プラグインを vCenter Server インストールの一環として実施する処理については、『vSphere インストール ガイド』 で
説明しています。

開始する前に

vCenter Converter をインストールする前に、次の項目を確認します。

n ハードウェアが vCenter Converter システムの要件を満たしており、オペレーティング システムがサポートされて
いることを確認します。「インストール領域の要件 (P. 21)」 および 「サポートされているオペレーティング システ
ム (P. 19)」 を参照してください。

n vCenter Server の電源がオンになっており、インストール処理中に入力するログイン認証情報がわかっていること
を確認します。vCenter Converter では vCenter Server 4.1 への接続が必要です。
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手順

1 vSphere インストール CD の vCenter Converter インストーラを探します。

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

ダイアログ ボックスに  [変更] 、 [修復] 、または  [削除]  が表示される場合、インストーラで以前の vCenter Converter
のインストールが検出されています。

vCenter Converter Server のみがマシン上にインストールされている場合、vCenter Converter Server を削除す
るためのダイアログが表示されます。

3 エンドユーザー特許協約ページで、 [特許協約に同意します]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

4 エンドユーザー使用許諾契約書ページで、 [使用許諾契約書に同意します]  を選択し、 [次へ]  をクリックします。

5 ターゲット フォルダ ページ上で vCenter Converter の場所のフォルダを選択し、 [次へ]  をクリックします。

デフォルトの場所は C:¥Program Files¥VMware¥VMware vCenter Converter です。

6 接続先の vCenter Server の FQDN、IP アドレス、ポート番号を入力するか、ホスト名を入力します。

デフォルト ポート （443） がすでに使用されている場合、別のポートを入力します。

vCenter Converter Server の各インストールは、1 台の vCenter Server のみと関連付ける必要があります。

7 vCenter Server のユーザー名およびパスワードを入力し、 [次へ]  をクリックします。

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

n HTTPS （デフォルトは 443）

n HTTP （デフォルトは 80）

これらのポートによって、vCenter Converter コンポーネント間で通信できます。デフォルトのポートがすでに使
用されている場合、別のポートを入力します。

9 vCenter Converter Server をネットワーク上で識別するための DNS 名、IP アドレス、またはホスト名を選択し、
[次へ]  をクリックします。

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

インストール中に  [キャンセル]  をクリックした場合、インストールされたファイルは削除され、オペレーティング
システムは元の状態に戻ります。

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

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

次に進む前に

これで、vCenter Converter Client をインストールできます。「vCenter Converter Client のインストール (P. 32)」
を参照してください。

vCenter Converter Client のインストール

vCenter Converter Server をインストールして vCenter Server に登録すると、vCenter Converter Client が
vCenter Server のクライアントから使用できるようになります。vCenter Converter の[マシンのインポート]、[マシン
のエクスポート]、および[再構成]の各ウィザードにアクセスし、vCenter Converter Client を使用して変換タスクを管
理できます。

開始する前に

vCenter Converter Client をインストールする前に、ハードウェアが vCenter Converter Client のシステム要件を満た
していることを確認してください。「インストール領域の要件 (P. 21)」 および「サポートされているオペレーティング
システム (P. 19)」 を参照してください。
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手順

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

vCenter Converter のインストール時に関連付ける vCenter Server を指定します。

2 [プラグイン]  -  [プラグインを管理]  を選択します。

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

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

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

vCenter Converter Client の有効化または無効化

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

このプラグインを無効にしても、アンインストールされません。無効化すると、使用している vSphere Client に対して
vCenter Converter Client が提供している機能がオフになります。プラグインは、インストール時のデフォルトでは有
効になっています。

手順

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

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

vCenter Converter Client を有効にした場合、vSphere Client インターフェイスからアクセスできるようになります。
[vCenter Converter のオンライン ヘルプ]には  [ヘルプ]  メニューからアクセスできます。

次に進む前に

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

vCenter Converter コンポーネントのアンインストール

vCenter Converter コンポーネントは、コントロール パネルから Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティ
を使用することでアンインストールできます。

一度に 1 つのコンポーネントだけをアンインストールできます。

手順

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

2 [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  -  [プログラムの追加と削除]  を選択します。

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

4 [はい]  をクリックしてそのプログラムを削除することを確認し、 [完了]  をクリックします。

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

次に進む前に

vCenter Converter コンポーネントを更新できます。
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Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティを使用した vCenter
Converter Client のアンインストール

vCenter Converter Client は、コントロール パネルから Windows のプログラムの追加と削除ユーティリティを使用す
ることでアンインストールできます。

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、vCenter Converter Client をアンインストールする
処理について説明します。vCenter Server インストール ウィザードを使用して vCenter Converter プラグインをアン
インストールする処理は、vCenter Converter Client の修復または削除に関するトピックで説明しています。

手順

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

2 [スタート]  -  [設定]  -  [コントロール パネル]  -  [プログラムの追加と削除]  を選択します。

3 [VMware vCenter Converter Client 4.2]  を選択し、 [削除]  をクリックします。

4 [はい]  をクリックしてそのプログラムを削除することを確認し、 [完了]  をクリックします。

vCenter Converter Client がアンインストールされます。
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vCenter Server へのマシンのインポート 4
vCenter Converter を使用すると、vCenter Server が管理する仮想マシンに、物理マシン、VMware 仮想マシン、サー
ドパーティ製のバックアップ イメージおよび仮想マシン、Hyper-V Server 仮想マシンをインポートできます。

手順

1 マシンのインポート ウィザードの起動 (P. 35)

[マシンのインポート] ウィザードに従って、選択した ESX ホスト、クラスタ、リソース プール、または仮想マシン
フォルダに仮想マシンをインポートします。

2 インポートするソース マシンの選択 (P. 36)

vCenter Server 環境にインポートするソース マシンの種類を選択する必要があります。

3 ターゲットの配置先の構成 (P. 40)

ターゲットの ESX の設定を構成できます。設定内容には、ターゲット仮想マシンを格納する ESX ホストの選択、
仮想マシン名の入力、仮想ハードウェア バージョンの選択、データストアの選択、ターゲット マシン用フォルダの
選択が含まれます。

4 ターゲット仮想マシンのハードウェアの構成 (P. 42)

ターゲット仮想マシンが使用する仮想ハードウェア リソースを構成できます。

5 ターゲット仮想マシンのソフトウェアの構成 (P. 49)

ゲスト OS を構成して、仮想環境で動作するよう準備できます。

6 インポート タスクの構成 (P. 53)

変換処理を構成し、変換中および変換後のソース マシンとターゲット マシンの動作を選択できます。ソース サー
ビスとターゲット サービスのステータスは、ソース マシンで Windows オペレーティング システムが実行されて
いる場合のみ変更できます。

7 インポート タスクのスケジュール設定 (P. 56)

インポート タスクを開始する時間を設定できます。

8 サマリの確認およびインポート タスクの送信 (P. 57)

サマリ ページでは、新しい変換タスクをタスク リストに追加する前に、そのタスクのサマリを表示できます。

マシンのインポート ウィザードの起動

[マシンのインポート] ウィザードに従って、選択した ESX ホスト、クラスタ、リソース プール、または仮想マシン フォ
ルダに仮想マシンをインポートします。

ウィザードを起動した方法によって、指定する必要がある情報は異なります。

VMware, Inc.  35



手順

u vSphere Client で、[マシンのインポート] ウィザードを起動します。

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

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

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

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

n 最近のタスクまたはスケジュール設定タスクのリストで、インポート タスクを右クリックし、 [新規としてコピー]
を選択します。

[マシンのインポート] ウィザードが開きます。

次に進む前に

ウィザードを完了して、タスク リストに変換タスクを追加します。

インポートするソース マシンの選択

vCenter Server 環境にインポートするソース マシンの種類を選択する必要があります。

n インポートするパワーオン状態の Windows マシンの選択 (P. 37)

インポート対象として、実行中の （パワーオン状態の） Windows マシンを選択できます。ソース マシンにする
ことができるのは、物理マシンまたは仮想マシンです。

n インポートするパワーオン状態の Linux マシンの選択 (P. 37)

インポート対象として、パワーオン状態の Linux マシンを選択できます。ソース マシンにすることができるのは、
物理マシンまたは仮想マシンです。

n ESX/ESXi または vCenter Server 仮想マシンの選択 (P. 38)

ESX/ESXi 上に、または vCenter Server で管理される ESX/ESXi 上に配置された仮想マシンはインポートできます。

n VMware ホスト型仮想マシンの選択 (P. 39)

VMware Workstation、VMware Player、VMware Fusion、VMware Server などの VMware ホスト型製品で、
作成または使用された仮想マシンをインポートできます。

n バックアップ イメージまたはサードパーティ製の仮想マシンの選択 (P. 39)

バックアップ イメージまたはサードパーティ製の仮想マシンをインポートできます。

n Hyper-V Server 仮想マシンの選択 (P. 40)

Hyper-V Server が管理する仮想マシンをインポートできます。
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インポートするパワーオン状態の Windows マシンの選択

インポート対象として、実行中の （パワーオン状態の） Windows マシンを選択できます。ソース マシンにすることが
できるのは、物理マシンまたは仮想マシンです。

開始する前に

続行する前に、インポートする Windows ソース マシンを準備する必要があります。

n パワーオン状態のマシンにインストールされた Windows バージョンが、サポート対象であることを確認してください。
サポートされているオペレーティング システムのリストについては、「サポートされているオペレーティング シス
テム (P. 19)」を参照してください。

n vCenter Converter Server マシンには、Windows ソース マシンへのネットワーク アクセスが必要です。

n ソース マシンで実行されているファイアウォール アプリケーションをオフにします。

n Windows ソース マシンでのファイル共有を無効にします。

n 選択したソースがほかの変換タスクで使用されていないことを確認します。

n インストール済みの VMware Converter 3.x があれば、インポートするマシンから手動で削除します。

n IPv6 でアクセス可能なパワーオン状態のマシンをインポートする計画がある場合は、vCenter Converter Server が
Windows Vista、Windows 2008、または Windows 7 オペレーティング システムにインストールされていること
を確認します。

手順

1 インポート ウィザードのソース システムのページで、 [ソースのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから  [パ
ワーオンのマシン]  を選択します。

2 インポートする Windows マシンの IP アドレスと認証情報を指定します。

3 [OS ファミリ]  ドロップダウン メニューから  [Windows]  を選択します。

4 (オプション)  [ソースの詳細を表示]  をクリックして、ソース マシンに関するハードウェア情報とソフトウェア情報
を確認します。

5 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter エージェントがソース マシンにインストールされていない場合は、vCenter Converter エー
ジェントのアンインストール方法を選択するように求めるダイアログ ウィンドウが表示されます。

6 (オプション) vCenter Converter エージェントのアンインストール手順を選択し、 [はい]  をクリックします。

vCenter Converter エージェントがソース マシンにインストールされます。

vCenter Converter エージェントによって、インポート用のソース マシンが用意されます。

次に進む前に

ターゲット仮想マシンのターゲット環境を変更します。

インポートするパワーオン状態の Linux マシンの選択

インポート対象として、パワーオン状態の Linux マシンを選択できます。ソース マシンにすることができるのは、物理
マシンまたは仮想マシンです。

開始する前に

続行する前に、インポート用のソース マシンを準備する必要があります。

n Linux ソース マシンで SSH を有効にします。

n パワーオン状態の Linux マシンをインポートするには、root アカウントを使用する必要があります。
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n vCenter Converter Server マシンには、Linux ソース マシンへのネットワーク アクセスが必要です。

n 選択したソースがほかの変換タスクで使用されていないことを確認します。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのソース システムのページで、 [ソースのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから
[パワーオンのマシン]  を選択します。

2 インポートする Linux マシンの IP アドレスと認証情報を指定します。

3 [OS ファミリ]  ドロップダウン メニューから  [Linux]  を選択します。

4 [次へ]  をクリックして、ターゲットの配置先ページに進みます。

vCenter Converter はパワーオン状態の Linux マシンに接続し、インポートするよう準備します。

次に進む前に

ターゲット仮想マシンのターゲット環境を変更します。

ESX/ESXi または vCenter Server 仮想マシンの選択

ESX/ESXi 上に、または vCenter Server で管理される ESX/ESXi 上に配置された仮想マシンはインポートできます。

実行中またはサスペンド中の仮想マシンをインポートすることはできません。

マルチ vCenter Server 環境の一部である vCenter Server に接続する場合、vCenter Converter では、現在接続されている
vCenter Server によって直接管理される ESX ホストしか表示されません。

開始する前に

GRUB は、マルチブートの仮想マシンを変換するために、ブート ローダとしてインストールする必要があります。LILO
はサポートされていません。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのソース システム ページで、 [ソースのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから
[VMware Infrastructure 仮想マシン]  を選択します。

2 ESX ホストまたは vCenter Server に、IP アドレスかホスト名、および認証情報を指定します。

3 [次へ]  をクリックします。

ソース マシンのページが表示され、ESX ホストまたは vCenter Server の IP アドレスおよびインベントリが示されます。

4 インベントリ リストから、インポートする仮想マシンを選択します。

注意   接続解除された ESX （パワーオフ状態の ESX または別の vCenter Server に接続された ESX） を持つ vCenter
Server に接続する場合は、ESX から仮想マシンを選択することはできません。

5 (オプション) vCenter Server に接続されている場合は、 [マシンを指定]  ドロップダウン メニューから仮想マシン
ビューを選択します。

オプション 説明

ホストおよびクラスタ ビュー 特定のホスト、クラスタ、またはリソース プールで実行される仮想マシンのセットを
示すビューが表示されます。このビューには、vCenter Server で使用可能なすべて
の仮想マシンとテンプレートはリストされません。

仮想マシンおよびテンプレート ビュー すべての仮想マシンおよびテンプレートがアルファベット順に表示されます。

仮想マシン リスト すべての仮想マシンをアルファベット順に並べたリストです。このリストを名前で検

索できます。

注意   検索では大文字と小文字は区別されません。
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6 (オプション) マシンに関する詳細を表示するには、該当のマシンを選択して  [ソースの詳細を表示]  をクリックします。

7 [次へ]  をクリックして、ターゲットの配置先ページに進みます。

次に進む前に

これで、ターゲットの配置先の設定を構成できます。

VMware ホスト型仮想マシンの選択

VMware Workstation、VMware Player、VMware Fusion、VMware Server などの VMware ホスト型製品で、作成
または使用された仮想マシンをインポートできます。

開始する前に

お使いのマシンが、サポートされている VMware Desktop 製品の仮想マシンであることを確認してください。

手順

1 ソース システム ページで、 [ソースのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから、 [VMware Workstation また
はその他の VMware 仮想マシン]  を選択します。

2 仮想マシン ファイル （.vmx） への有効なネットワーク パスを  [仮想マシン ファイル]  テキスト ボックスに入力します。

たとえば、¥¥server¥virtual_machines¥virtual_machine.vmx と入力します。

重要   vCenter Converter Server マシンから、入力したネットワーク パスにアクセスできる必要があります。

3 ファイルが置かれているネットワーク シェアにアクセスするための認証情報を入力します。

4 (オプション) ネットワーク パスと認証情報が有効な場合は、 [ソースの詳細を表示]  をクリックして、仮想マシンに
関するソフトウェアおよびハードウェアの詳細を表示します。

5 [次へ]  をクリックして、ターゲットの配置先ページに進みます。

次に進む前に

これで、ターゲットの配置先の設定を構成できます。

バックアップ イメージまたはサードパーティ製の仮想マシンの選択

バックアップ イメージまたはサードパーティ製の仮想マシンをインポートできます。

開始する前に

お使いのマシンが、サポートされているバックアップ イメージまたはサードパーティ製の仮想マシンであることを確認し
てください。

手順

1 ソース システム ページで、 [ソースのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから  [バックアップ イメージまたは
サードパーティ製の仮想マシン]  を選択します。

2 バックアップ イメージまたは仮想マシン ファイルへの有効なネットワーク パスを  [仮想マシン ファイル]  テキスト
ボックスに入力します。

たとえば、¥¥server¥backup_images¥backup_image.pvs と入力します。

注意   vCenter Converter Server マシンから、入力したネットワーク パスにアクセスできる必要があります。

3 ファイルが置かれているネットワーク シェアにアクセスするための認証情報を入力します。

4 (オプション) 選択したソースに関する情報を表示するには、 [ソースの詳細を表示]  をクリックします。

5 [次へ]  をクリックして、ターゲットの配置先ページに進みます。
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次に進む前に

これで、ターゲットの配置先の設定を構成できます。

Hyper-V Server 仮想マシンの選択

Hyper-V Server が管理する仮想マシンをインポートできます。

開始する前に

ソースの Hyper-V 仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 ソース システム ページで、 [ソースのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから  [Hyper-V Server]  を選択します。

2 Hyper-V Server で認証するための IP アドレスと認証情報を指定します。

3 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter エージェントが Hyper-V Server にインストールされていない場合は、vCenter Converter
エージェントのアンインストール方法を選択するように求めるダイアログ ボックスが表示されます。

4 (オプション) vCenter Converter エージェントのアンインストール方法を選択し、 [はい]  をクリックします。

vCenter Converter エージェントが Hyper-V Server にインストールされます。

5 ソース マシンのページで、リストから仮想マシンを選択します。

注意   選択できるのは、パワーオフ状態の仮想マシンだけです。実行中のマシンをインポートするには、パワーオン
状態のマシンを選択します。サスペンド状態のマシンをインポートするには、そのマシンをパワーオフしてから現在

の手順を使用するか、パワーオンしてからソースとしてパワーオン状態のマシンを選択します。

6 (オプション) インポートする仮想マシンの詳細情報を表示するには、 [ソースの詳細を表示]  をクリックします。

vCenter Converter エージェントによって、インポート用の Hyper-V マシンが用意されます。

次に進む前に

これで、ターゲットの配置先の設定を構成できます。

ターゲットの配置先の構成

ターゲットの ESX の設定を構成できます。設定内容には、ターゲット仮想マシンを格納する ESX ホストの選択、仮想マ
シン名の入力、仮想ハードウェア バージョンの選択、データストアの選択、ターゲット マシン用フォルダの選択が含ま
れます。

n ターゲット仮想マシンの配置先のカスタマイズ (P. 41)

ターゲット仮想マシンの配置設定をカスタマイズできます。設定内容には、ESX ホスト、リソース プール、または
クラスタの選択、仮想マシンの名前付け、データストアの選択、および仮想マシンのハードウェア バージョンの選
択があります。

n 仮想マシン フォルダの選択 (P. 41)

仮想マシン グループを管理するために仮想環境でフォルダを使用する場合、ターゲット仮想マシンに対応するよう
にフォルダを選択できます。
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ターゲット仮想マシンの配置先のカスタマイズ

ターゲット仮想マシンの配置設定をカスタマイズできます。設定内容には、ESX ホスト、リソース プール、またはクラス
タの選択、仮想マシンの名前付け、データストアの選択、および仮想マシンのハードウェア バージョンの選択があります。

手順

1 ターゲットの配置先ページで、ターゲット仮想マシンに対応できるデータ センター オブジェクトをインベントリか
ら選択します。

n ESX ホストを選択します。

n リソース プールを選択します。

n クラスタを選択します。

2 [仮想マシン名]  テキスト ボックスにターゲット仮想マシン名を入力します。

3 選択したクラスタが自動化されていない場合は、 [ホスト]  ドロップダウン メニューから、選択されたクラスタに属する
ESX ホストを選択できます。

4 [データストア]  ドロップダウン メニューからデータストアを選択します。

選択したデータストアには、仮想マシン ファイルが格納されます。

5 [仮想マシン バージョン]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想マシンの仮想ハードウェアのバージョンを
選択します。

オプション 説明

バージョン 4 ストレージを共有するタイミング、または ESX 3.x バージョンにある仮想マシンを選
択します。

バージョン 7 最新の仮想マシンの機能に合わせて選択します。ESX 3.x バージョンでは、このハー
ドウェアのバージョンはサポートされていません。

 

6 [次へ]  をクリックします。

これで、ターゲット仮想マシンの配置先が設定されました。

仮想マシン フォルダの選択

仮想マシン グループを管理するために仮想環境でフォルダを使用する場合、ターゲット仮想マシンに対応するようにフォ
ルダを選択できます。

開始する前に

ターゲット仮想マシンを格納するための仮想マシン フォルダは vCenter Server に置く必要があります。

手順

1 オプション ページで、オプションのリストから  [ターゲット属性]  を選択します。

2 右パネルのフォルダ リストからフォルダを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、ターゲット仮想マシンは選択した仮想マシン フォルダに置かれます。
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ターゲット仮想マシンのハードウェアの構成

ターゲット仮想マシンが使用する仮想ハードウェア リソースを構成できます。

n ディスクまたはボリュームのコピー (P. 42)

すべてのディスクをターゲットにコピーしたり、コピーや除外の対象とするボリュームを選択したりすることがで

きます。

n プロセッサの数の編集 (P. 47)

ターゲット仮想マシンが使用するプロセッサの数を変更できます。

n ターゲット仮想マシン用のメモリの割り当て (P. 47)

ターゲット仮想マシンに割り当てられたメモリの量を変更できます。

n ターゲット仮想マシン用のディスク コントローラの指定 (P. 48)

ターゲット仮想マシン用のディスク コントローラのタイプを選択できます。

n ターゲット仮想マシンのネットワーク設定の構成 (P. 48)

ネットワーク アダプタの数を変更し、ターゲット仮想マシンが使用するネットワークを設定できます。ターゲット
仮想マシンの電源を入れるときに、接続するネットワーク アダプタを設定することもできます。

n ヘルパー仮想マシン用のネットワークの構成 (P. 48)

パワーオン状態の Linux マシンをインポートする場合、vCenter Converter はターゲットにヘルパー仮想マシン
を作成します。ソース ファイルのクローンを作成するため、ヘルパー仮想マシンにはソース マシンへのネットワーク
アクセスが必要です。デフォルトの変換設定では、ヘルパー仮想マシン用の IP アドレスと DNS サーバが自動的に
取得されますが、このネットワーク接続は手動で設定できます。

ディスクまたはボリュームのコピー

すべてのディスクをターゲットにコピーしたり、コピーや除外の対象とするボリュームを選択したりすることができます。

vCenter Converter では、ディスク ベースのクローン作成およびボリューム ベースのクローン作成がサポートされています。

n ボリュームのサイズ変更 (P. 43)

ターゲット データストアのディスク領域を管理するため、変換を始める前にディスク ボリュームのサイズを変更で
きます。

n ボリュームの削除 (P. 43)

ターゲット仮想マシンからボリュームを削除できます。変換処理中、選択解除されたボリュームは無視され、選択

されたボリュームだけがコピーされます。

n 異なる仮想ディスクへのボリュームの移動 (P. 44)

仮想ディスクをターゲット仮想マシンに追加し、その新しいディスクにボリュームを格納できます。

n 異なるデータストアへのボリュームの移動 (P. 44)

仮想マシン構成ファイル （.vmx） が格納されているデータストアとは異なるデータストアに、ディスク ボリュー
ムを格納できます。

n 仮想ディスクの追加 (P. 45)

仮想ディスクをターゲット仮想マシンに追加できます。

n 異なるデータストアへのディスクの移動 (P. 45)

ターゲット仮想ディスクを異なるデータストアに格納できます。

n 管理型ターゲットでの拡張可能なディスクの作成 (P. 46)

ターゲット データストア上の領域を節約するには、ソース仮想ディスクから既存データのみをコピーし、ターゲッ
トに拡張可能なディスクを作成します。あとで、ターゲットの仮想マシンを使用して新しいデータを書き込むときに、

ターゲットの仮想ディスクのサイズが拡大します。
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n ディスクの削除 (P. 46)

ソース マシンからディスクを選択し、それをターゲット仮想マシンのディスク レイアウトから削除できます。

n ターゲットへのすべてのディスクのコピー (P. 47)

ターゲット仮想マシン上でソース ディスクを維持するため、すべてのディスクをターゲットにコピーできます。

手順

u オプション ページで、 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューからコピー モードを選択します。

オプション 説明

すべてのディスクをコピーして、レイアウト

を維持

ディスク ベースのクローン作成を実行します。ターゲット仮想マシンでソース ディスク
レイアウトを維持できます。

コピーするボリュームの選択 ボリューム ベースのクローン作成を実行します。ターゲット仮想マシンにコピーする
ボリュームを選択できます。ボリューム レイアウトのサイズを変更したり、再編成す
ることもできます。

 

注意   使用できるオプションの種類は、選択したソースおよびターゲットによって変わります。

コピーするデータに関するオプションは、選択するオプションに応じて変わります。

ボリュームのサイズ変更

ターゲット データストアのディスク領域を管理するため、変換を始める前にディスク ボリュームのサイズを変更できます。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 ターゲットのサイズ列で、ターゲット ボリュームのサイズを指定するためのオプションを選択します。

オプション 説明

サイズを維持 元のソース ボリュームのサイズを維持します。

最小サイズ ソース ボリュームのうち、使用中の領域のみコピーします。

GB 単位でサイズを入力 ターゲット ボリュームのカスタム サイズを GB 単位で入力できます。この値を、ソース
ボリュームで使用されている領域より小さくすることはできませんが、ソース ボリュー
ムの合計サイズより大きくすることはできます。指定可能なディスク サイズの最大値は
999GB です。ボリューム サイズは、構成に応じてディスク サイズと同じ大きさにで
きます。

MB 単位でサイズを入力 ターゲット ボリュームのカスタム サイズを MB 単位で入力できます。この値を、ソース
ボリュームで使用されている領域より小さくすることはできませんが、ソース ボリュー
ムの合計サイズより大きくすることはできます。指定可能なディスク サイズの最大値は
999GB です。ボリューム サイズは、構成に応じてディスク サイズと同じ大きさにで
きます。

 

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ボリュームの削除

ターゲット仮想マシンからボリュームを削除できます。変換処理中、選択解除されたボリュームは無視され、選択された

ボリュームだけがコピーされます。

ターゲット仮想マシンからシステム ボリュームを削除することはできません。たとえば、C:が、Windows オペレーティング
システムのインストールを含むボリュームの場合、これをターゲット仮想マシンから削除することはできません。

開始する前に

ソース仮想マシンには、既存のボリュームを選択解除できるようにするために、複数のボリュームが必要です。
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手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 ターゲット仮想マシンにコピーしないボリュームを選択解除します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換処理中、選択解除したボリュームは無視されます。

異なる仮想ディスクへのボリュームの移動

仮想ディスクをターゲット仮想マシンに追加し、その新しいディスクにボリュームを格納できます。

仮想ディスクの数は、ソース仮想マシンに存在するボリュームの数に応じて変わります。たとえば、ソース仮想マシンに

ボリュームが 1 つしかない場合、ターゲット仮想マシンに仮想ディスクを追加することはできません。

ゲスト OS がインストールされたシステム ボリュームを移動することはできません。たとえば、Windows オペレーティング
システムが C: にインストールされている場合、C: ボリュームを移動することはできません。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 リストからボリュームを選択し、 [ディスクの追加]  をクリックします。

vCenter Converter によって、新しい仮想ディスクが作成されます。

5 ボリュームを選択し、 [上へ移動]  および  [下へ移動]  ボタンを使用して、新しい仮想ディスクにボリュームを格納します。

新しい仮想ディスクを空のままにしておくと、vCenter Converter はターゲット仮想マシンに新しい仮想ディスク
を作成しません。

6 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ボリュームは新しい仮想ディスクに移動されます。

異なるデータストアへのボリュームの移動

仮想マシン構成ファイル （.vmx） が格納されているデータストアとは異なるデータストアに、ディスク ボリュームを格
納できます。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 リストからボリュームを選択し、 [ディスクの追加]  をクリックします。

vCenter Converter によって、新しい仮想ディスクが作成されます。

5 ボリュームを選択し、 [上へ移動]  および  [下へ移動]  ボタンを使用して、新しい仮想ディスクにボリュームを格納します。

新しい仮想ディスクを空のままにしておくと、vCenter Converter はターゲット仮想マシンに新しい仮想ディスク
を作成しません。
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6 新しい仮想ディスクをハイライト表示し、 [ターゲット データストア]  ドロップダウン メニューから異なるデータス
トアを選択します。

7 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ボリュームを含む仮想ディスク ファイル （.vmdk） は、選択されたデータストア内に格納されます。

仮想ディスクの追加

仮想ディスクをターゲット仮想マシンに追加できます。

仮想ディスクの数は、ソース仮想マシンに存在するボリュームの数に応じて変わります。たとえば、ソース仮想マシンに

ボリュームが 1 つしかない場合は、ターゲット仮想マシンに仮想ディスクを追加することはできません。

開始する前に

仮想ディスクを追加するには、ソース マシンに複数のボリュームが必要です。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 リストからボリュームを選択し、 [ディスクの追加]  をクリックします。

仮想ディスクがターゲット ディスク レイアウトに追加されます。

5 ボリュームを選択し、 [上へ移動]  および  [下へ移動]  ボタンを使用して、新しい仮想ディスクにボリュームを格納します。

新しい仮想ディスクを空のままにしておくと、vCenter Converter はターゲット仮想マシンに新しい仮想ディスク
を作成しません。

6 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

新しい仮想ディスクがターゲット データストアに作成されます。

異なるデータストアへのディスクの移動

ターゲット仮想ディスクを異なるデータストアに格納できます。

開始する前に

ディスク ベースのクローン作成を使用して、仮想ディスクを格納するための異なるデータストアを選択します。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]  を選
択します。

3 再配置する仮想ディスクをハイライト表示し、 [ターゲット データストア]  ドロップダウン メニューから異なるデー
タストアを選択します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

仮想ディスク ファイル （.vmdk） は、選択されたデータストアに格納されます。
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管理型ターゲットでの拡張可能なディスクの作成

ターゲット データストア上の領域を節約するには、ソース仮想ディスクから既存データのみをコピーし、ターゲットに拡
張可能なディスクを作成します。あとで、ターゲットの仮想マシンを使用して新しいデータを書き込むときに、ターゲッ

トの仮想ディスクのサイズが拡大します。

ボリューム ベースおよびディスク ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成できます。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 ディスク ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成します。

a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]
を選択します。

b 仮想ディスクをハイライト表示し、 [タイプ]  ドロップダウン メニューから  [シン]  を選択します。

3 ボリューム ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成します。

a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択し、 [詳細]  を
クリックします。

b [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。仮想ディスクを 1 つハイライト表示させて、 [タイプ]  ドロップダウン
メニューから  [シン]  を選択します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、既存のデータだけをターゲット データストアにコピーします。仮想ディスクの空のディスク領
域は、データストアにコピーされません。ターゲットの仮想マシンを使用して、ディスクに新しいデータを書き込むときに、

ターゲットのディスク サイズは拡大します。

ディスクの削除

ソース マシンからディスクを選択し、それをターゲット仮想マシンのディスク レイアウトから削除できます。

開始する前に

ソース マシンには、複数のハード ディスクが必要です。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 ディスクを削除します。

オプション 説明

ディスクに関連付けられているボリュームを

維持

a [詳細]  をクリックして  [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。
b 削除するディスクから別の仮想ディスクにボリュームを移動します。

c 空のディスクをハイライト表示し、 [ディスクの削除]  をクリックします。

ディスクに関連付けられているボリュームを

削除

a [詳細]  をクリックし、 [ソース ボリューム]  タブを選択します。
b 削除するディスクに関連付けられているボリュームを選択解除します。

 

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

保存することを選択した仮想ディスク専用のターゲット データストアに、.vmdk ファイルが作成されます。
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ターゲットへのすべてのディスクのコピー

ターゲット仮想マシン上でソース ディスクを維持するため、すべてのディスクをターゲットにコピーできます。

ソース マシンがパワーオンの状態では、ディスク ベースのクローン作成を実行できません。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [コピーするデータ]  を選択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]  を選
択します。

3 (オプション) ターゲット データストアのディスク領域が少ない場合は、仮想ディスクをハイライト表示して、 [ター
ゲット データストア]  ドロップダウン メニューから異なるデータストアを選択します。

注意   ディスクを異なるデータストアに移動するには、複数のデータストアが必要です。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter が選択したデータストアにディスクをコピーし、ソース ディスクのレイアウトを維持します。

プロセッサの数の編集

ターゲット仮想マシンが使用するプロセッサの数を変更できます。

開始する前に

ターゲット ホストとゲスト OS が、ターゲット仮想マシンに割り当てたプロセッサ数をサポートしていることを確認して
ください。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [デバイス]  を選択します。

2 [プロセッサの数]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想マシンのプロセッサの数を選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンは、選択したプロセッサの数で構成されます。vCenter Converter で、選択した数のプロセッサを
ターゲット ハードウェアがサポートしないことを示すメッセージが表示された場合は、サポートされている数のプロセッ
サを選択する必要があります。

ターゲット仮想マシン用のメモリの割り当て

ターゲット仮想マシンに割り当てられたメモリの量を変更できます。

デフォルトでは、vCenter Converter はソース マシン上のメモリの量を認識し、それをターゲット仮想マシンに割り当
てます。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [デバイス]  を選択します。

2 メモリ パネルで、スライダまたはスピン ボックスを使用してターゲット仮想マシンのメモリの量を指定します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter でメモリの量が確認されます。サポートされている最大値を超える、または必要最低限を下回るメモ
リ量を設定すると、警告が表示されます。
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ターゲット仮想マシン用のディスク コントローラの指定

ターゲット仮想マシン用のディスク コントローラのタイプを選択できます。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [デバイス]  を選択します。

2 [ディスク コントローラ]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想ディスク用のディスク コントローラを選択
します。

オプション 説明

SCSI Bus Logic ターゲット仮想マシンで SCSI 仮想ディスクを使用します。

IDE ターゲットの仮想マシンで、IDE 仮想ディスクを使用します。

ソースの保護 ソース マシンにインストールされているものと同じタイプのディスク コントローラ
を使用します。

 

注意   パワーオン状態の Linux マシンをインポートする場合、元のディスク コントローラ タイプは変更できません。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンのネットワーク設定の構成

ネットワーク アダプタの数を変更し、ターゲット仮想マシンが使用するネットワークを設定できます。ターゲット仮想マ
シンの電源を入れるときに、接続するネットワーク アダプタを設定することもできます。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [ネットワーク]  を選択します。

2 [接続するネットワーク アダプタ]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想マシンで使用されるネットワーク
アダプタの数を選択します。

3 [ネットワーク]  ドロップダウン メニューを使用して、アダプタが接続するネットワークを選択します。

4 ターゲット仮想マシンの電源を入れるときにアダプタを接続するには、 [パワーオン時に接続]  チェック ボックスを
選択します。

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ヘルパー仮想マシン用のネットワークの構成

パワーオン状態の Linux マシンをインポートする場合、vCenter Converter はターゲットにヘルパー仮想マシンを作成
します。ソース ファイルのクローンを作成するため、ヘルパー仮想マシンにはソース マシンへのネットワーク アクセス
が必要です。デフォルトの変換設定では、ヘルパー仮想マシン用の IP アドレスと DNS サーバが自動的に取得されますが、
このネットワーク接続は手動で設定できます。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [ヘルパー仮想マシンのネットワーク]  をクリックします。

2 [ネットワーク]  タブで、 [次の IP アドレスを使用]  を選択して固定 IP アドレスをヘルパー仮想マシンに割り当てます。

3 IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、および優先させる DNS サーバ アドレスを指定します。
オプションで、代替の DNS サーバ アドレスを入力します。

ヘルパー仮想マシン用に指定する IP アドレスが、ネットワーク上ですでに使用されていないことを確認してください。
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4 (オプション)  [DNS]  タブで、完全修飾でないドメイン名の解決時に使用する DNS サフィックスの優先順位のリス
トを作成します。

優先順位の高い DNS サフィックスは、完全修飾でないドメイン名に付加されます。

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は指定された IP アドレスと DNS サーバを使用して、変換中に Linux ソース マシンからヘルパー仮
想マシンにデータをコピーします。

ターゲット仮想マシンのソフトウェアの構成

ゲスト OS を構成して、仮想環境で動作するよう準備できます。

ソフトウェアの構成には、いくつかの設定があります。

n Windows ゲスト OS のカスタマイズ (P. 49)

Windows XP 以降を実行するゲスト OS をカスタマイズして、仮想マシンがターゲットの環境ですぐに実行できる
ようにします。

n ターゲット仮想マシンへの VMware Tools のインストール (P. 52)

VMware Tools をインストールして、ゲスト OS のグラフィック パフォーマンスを向上します。ほかにも、アプリ
ケーション間でのポインタの獲得と解放の自動化、ゲストとホストの間でのコピーと貼り付け、マウス パフォーマ
ンスの向上などの拡張機能が得られます。

n システムの復元チェックポイントの削除 (P. 52)

Windows XP 以降を実行するソース マシンをインポートする場合、システムの復元チェックポイントをすべて削
除して、変換処理にかかる時間を短縮する必要があります。

n ターゲット仮想マシンでのデバイス ドライバの更新 (P. 53)

ターゲット仮想マシンは、適切に起動するように再構成する必要があります。

Windows ゲスト OS のカスタマイズ

Windows XP 以降を実行するゲスト OS をカスタマイズして、仮想マシンがターゲットの環境ですぐに実行できるように
します。

開始する前に

vCenter Converter Server を実行するマシンの %ALLUSERSPROFILE%¥Application Data¥VMware
¥VMware vCenter Converter¥sysprep に、Sysprep ファイルを保存します。ほかのオペレーティング システムの
sysprep ファイルの場所については、「Sysprep ファイルの保存 (P. 78)」 を参照してください。

[マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト環境設
定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

n ターゲット仮想マシンの ID のカスタマイズ (P. 50)

ターゲット ネットワークでターゲット仮想マシンを識別するには、ターゲット仮想マシンの名前、所有者、および
組織名を編集し、新しいセキュリティ ID を作成することでカスタマイズします。

n Windows のライセンス情報の入力 (P. 50)

ライセンスの対象となるゲスト OS システムを実行する、すべてのターゲット仮想マシンについて、ライセンス情
報が入力されていることを確認します。

n タイム ゾーンの設定 (P. 51)

仮想マシンを別のタイム ゾーンで使用するように変換する場合は、タイム ゾーンを設定できます。
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n ネットワーク アダプタの構成 (P. 51)

ターゲット環境のネットワーク構成と連携するように、仮想マシンのネットワーク設定を構成できます。

n ワークグループまたはドメインの詳細の割り当て (P. 52)

ターゲット仮想マシンが参加するワークグループまたはドメインを設定できます。

ターゲット仮想マシンの ID のカスタマイズ

ターゲット ネットワークでターゲット仮想マシンを識別するには、ターゲット仮想マシンの名前、所有者、および組織名
を編集し、新しいセキュリティ ID を作成することでカスタマイズします。

開始する前に

[マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト環境設
定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [コンピュータ情報]  を選択します。

2 ゲスト OS の ID をカスタマイズします。

a [コンピュータ名]  テキスト ボックスに、ネットワーク上の仮想マシンを識別するためのコンピュータ名を指定
します。

使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフン （-） です。アンダースコア （_） は標準的では
ありませんが、vCenter Converter では使用できます。コンピュータ名は、15 文字以下にするか、数字のみで
構成します。

b [所有者名]  テキスト ボックスに、仮想マシンの所有者の名前を入力します。

使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフン （-） です。アンダースコア （_） は標準的では
ありませんが、vCenter Converter では使用できます。所有者名は、63 文字以下にするか、数字のみで構成し
ます。

c [組織]  フィールドに組織名を入力します。

出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

3 (オプション) 新しいセキュリティ ID を作成するには、 [新規セキュリティ ID （SID） の生成]  を選択します。

デフォルトでは、Windows Vista システムと Longhorn のソースにはセキュリティ ID が選択されます。これを選
択解除することはできません。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンの ID は、設定内容に応じて割り当てられます。

Windows のライセンス情報の入力

ライセンスの対象となるゲスト OS システムを実行する、すべてのターゲット仮想マシンについて、ライセンス情報が入
力されていることを確認します。

開始する前に

[マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト環境設
定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [Windows ライセンス]  を選択します。

2 ターゲット仮想マシンの  [製品 ID]  情報を入力します。
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3 (オプション) ゲスト OS が Microsoft Windows Server 2003 または Microsoft Windows Server 2008 の場合は、
[サーバ ライセンス情報を含む]  を選択します。

4 [サーバ ライセンス モード]  オプションを選択します。

オプション 説明

シート単位 個別のユーザー ライセンス用です。

サーバ単位 同時実行のユーザー ライセンス用です。このオプションを選択する場合は、 [最大接
続数]  の値を指定します。

 

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、Windows ライセンス情報がターゲット仮想マシンに保存されます。

タイム ゾーンの設定

仮想マシンを別のタイム ゾーンで使用するように変換する場合は、タイム ゾーンを設定できます。

開始する前に

[マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト環境設
定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [タイム ゾーン]  を選択します。

2 ターゲットのタイム ゾーンを  [タイム ゾーン]  ドロップダウン メニューから選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、ターゲット仮想マシンにタイム ゾーンが設定されます。

ネットワーク アダプタの構成

ターゲット環境のネットワーク構成と連携するように、仮想マシンのネットワーク設定を構成できます。

ネットワーク アダプタを構成するためのオプションは、サポートされているすべてのターゲットで使用できます。

開始する前に

[マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト環境設
定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [ネットワーク インターフェイス設定]  を選択します。

2 ネットワーク アダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックしてプロパティを構成します。

a [全般] タブで、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力します。

b [DNS]  タブで、DNS サフィックスを入力して DNS 接続を指定します。

c DNS サフィックスを入力して、 [追加]  をクリックします。

DNS サフィックスは複数追加できます。

d 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用して、ゲスト OS が使用する接
続の順序を指定します。

e [WINS]  タブで、テキスト ボックスにプライマリ WINS IP アドレスとセカンダリ WINS IP アドレスを入力します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

パワーオン状態になると、ターゲット仮想マシンは、ユーザーが構成したネットワーク設定を使用します。
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ワークグループまたはドメインの詳細の割り当て

ターゲット仮想マシンが参加するワークグループまたはドメインを設定できます。

開始する前に

[マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト環境設
定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [ワークグループ/ドメイン]  を選択します。

2 仮想マシンがターゲット ネットワークに参加する方法を選択します。

オプション 説明

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

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフン （-） です。ピリオドで区切られた各ラベルの
長さは最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー
の認証情報が必要です。

 

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンが、指定したワークグループおよびドメイン サーバに接続されます。

ターゲット仮想マシンへの VMware Tools のインストール

VMware Tools をインストールして、ゲスト OS のグラフィック パフォーマンスを向上します。ほかにも、アプリケー
ション間でのポインタの獲得と解放の自動化、ゲストとホストの間でのコピーと貼り付け、マウス パフォーマンスの向上
などの拡張機能が得られます。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックします。

2 [ターゲット仮想マシンへの VMware Tools のインストール]  チェック ボックスを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、変換中に VMware Tools をターゲット マシンにインストールします。

システムの復元チェックポイントの削除

Windows XP 以降を実行するソース マシンをインポートする場合、システムの復元チェックポイントをすべて削除して、
変換処理にかかる時間を短縮する必要があります。

Windows Vista および Windows XP システムでは、デフォルトでシステムの復元が有効になっています。Windows Vista
では、ボリューム ベースでファイル レベルのクローン作成を実行している場合、システムの復元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。 [ターゲットでシステムの復元のチェックポイントを削除]  チェック ボッ
クスが選択されているかどうかは関係ありません。ディスク ベースのクローン作成またはボリューム ベースでブロック
レベルのクローン作成を実行している場合、このチェック ボックスを選択解除すると、vCenter Converter はターゲッ
ト仮想マシンでシステムの復元チェックポイントを維持します。

システムの復元チェックポイントをすべて削除すると、ターゲット マシンを変換前の状態に戻くことができなくなります。
ターゲット仮想マシンで、ソース マシンのクローンを作成する前に作成されたチェックポイントを復元すると、システム
で障害が発生し、ターゲット仮想マシンを起動できなくなる可能性があります。
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手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックします。

2 [ターゲットでシステムの復元のチェックポイントを削除]  チェック ボックスを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンでのデバイス ドライバの更新

ターゲット仮想マシンは、適切に起動するように再構成する必要があります。

物理マシン ソースのインポート後は、ターゲット仮想マシンを仮想環境で起動できるように、特定のデバイス ドライバ
を更新する必要があります。ほかのソース マシンについては、ターゲット仮想マシンが動作できるようにするため、一部
のドライバを無効にする必要があります。ソース マシン上のオペレーティング システムがデフォルトのドライブ上にな
い場合、boot.ini または BCD を更新し、ターゲット仮想マシンを起動できるようにする必要があります。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックします。

2 [ターゲット仮想マシンを再構成]  チェック ボックスを選択します。

vCenter Converter でターゲット仮想マシン上のデバイス ドライバが更新され、仮想ハードウェアで動作するようにな
ります。

インポート タスクの構成

変換処理を構成し、変換中および変換後のソース マシンとターゲット マシンの動作を選択できます。ソース サービスと
ターゲット サービスのステータスは、ソース マシンで Windows オペレーティング システムが実行されている場合のみ
変更できます。

n ターゲット サービスの開始モードの設定 (P. 54)

Windows サービスのダウンタイムを最小化するため、サービスを選択して、それをターゲット仮想マシンで自動
的に開始できます。また、ターゲット仮想マシンで Windows サービスが自動的に開始しないようにすることもで
きます。

n ソース マシンで実行中のサービスの停止 (P. 54)

ソース マシンで実行中のサービスからデータを失わないようにすることができます。vCenter Converter がソース
マシンとターゲット マシンとの間でデータを同期する前に、停止するサービスを選択できます。これで、選択され
たサービスが、ソース マシンとターゲット マシンの同期中にデータを生成することはありません。

n ターゲット マシンに対するソース マシンの変更点の同期 (P. 55)

パワーオン状態の Windows マシンをインポートするということは、ソース マシンが実行中で変更を行なっている
状態にもかかわらず、vCenter Converter がソース マシンからターゲット マシンにデータをコピーすることを意
味します。これが 1 回目のデータ転送処理です。2 回目のデータ転送では、1 回目のデータ転送中の変更点だけを
コピーします。これを同期と呼びます。

n インポート後のソース マシンのパワーオフ (P. 55)

インポート後にターゲット仮想マシンで開始するサービスが、ソース マシンで実行している場合は、ソース サービ
スとターゲット サービスとの間の衝突を回避するためにソース マシンをパワーオフできます。

n インポート後のターゲット仮想マシンのパワーオン (P. 55)

インポートの完了直後にターゲット仮想マシンをパワーオンすることで、重要なサービスのダウンタイムを最小限

に抑えることができます。
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n インポート タスクによって使用されるリソース総量の制限 (P. 55)

変換タスクは、コンピューティング リソースをほかのプロセスと奪い合います。変換タスクがほかのワークロード
に与える影響を制限するように、変換タスクを調整できます。タスクの調整値を変更しないと、変換タスクは、変

換時の使用可能なコンピューティング リソースに応じて、通常の優先順位で実行されます。

n ソース マシンからの vCenter Converter エージェントのアンインストール (P. 56)

パワーオン状態の Windows マシンのインポート タスクが完了したら、ソース マシンから vCenter Converter
エージェントをアンインストールできます。

ターゲット サービスの開始モードの設定

Windows サービスのダウンタイムを最小化するため、サービスを選択して、それをターゲット仮想マシンで自動的に開
始できます。また、ターゲット仮想マシンで Windows サービスが自動的に開始しないようにすることもできます。

ターゲット サービスは、Windows が実行されているソース マシンをインポートする場合にのみ設定できます。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [サービス]  を選択します。

2 (オプション) パワーオン状態のソース マシンをインポートする場合、 [ターゲット サービス]  タブをクリックします。

ソース マシンがパワーオフ状態の場合、タブを選択する必要はありません。

3 起動モード列で、サービスの開始モードを選択します。

オプション 説明

自動 ターゲット マシンがパワーオン状態になると、サービスが自動的に開始されます。

手動 ターゲット マシンがパワーオン状態になってもサービスは開始しませんが、手動で
サービスを開始することはできます。

無効 サービスは無効化され、ターゲット マシンがパワーオン状態になっても開始されません。
 

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ソース マシンで実行中のサービスの停止

ソース マシンで実行中のサービスからデータを失わないようにすることができます。vCenter Converter がソース マシ
ンとターゲット マシンとの間でデータを同期する前に、停止するサービスを選択できます。これで、選択されたサービスが、
ソース マシンとターゲット マシンの同期中にデータを生成することはありません。

同期処理中のデータ損失を防ぐため、サービスの停止は同期と組み合わせて行なってください。

サービスを停止できるのは、パワーオン状態の Windows マシンをインポートする場合のみです。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [サービス]  を選択します。

2 [ソース サービス]  タブをクリックします。

3 同期する前にソース マシン上のサービスを停止するには、サービスをハイライト表示させ、右にある  [停止]  チェック
ボックスを選択します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は選択したソース サービスを停止してから、ターゲット マシンとソース マシンの同期を行います。
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ターゲット マシンに対するソース マシンの変更点の同期

パワーオン状態の Windows マシンをインポートするということは、ソース マシンが実行中で変更を行なっている状態に
もかかわらず、vCenter Converter がソース マシンからターゲット マシンにデータをコピーすることを意味します。これが
1 回目のデータ転送処理です。2 回目のデータ転送では、1 回目のデータ転送中の変更点だけをコピーします。これを同
期と呼びます。

同期処理は、Windows XP 以降のソース オペレーティング システムでのみ実行できます。

FAT ボリュームのサイズを変更したり、NTFS ボリュームを縮小する場合、同期オプションは使用できません。

開始する前に

さまざまなソース サービスを停止すると、同期中にさらに変更されなくなりますが、これはデータの損失につながる可能
性があります。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックします。

2 [クローン作成中にソースに発生した変更を同期する]  チェック ボックスを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter が、ソース マシンとターゲット マシンの同期をとります。

インポート後のソース マシンのパワーオフ

インポート後にターゲット仮想マシンで開始するサービスが、ソース マシンで実行している場合は、ソース サービスと
ターゲット サービスとの間の衝突を回避するためにソース マシンをパワーオフできます。

手順

1 オプション ページで、オプションのリストから  [詳細オプション]  をクリックします。

2 [変換後のパワー状態]  パネルで、 [ソース マシンをパワーオフ]  を選択します。

インポートが完了したあと、vCenter Converter がソース マシンをパワーオフします。

インポート後のターゲット仮想マシンのパワーオン

インポートの完了直後にターゲット仮想マシンをパワーオンすることで、重要なサービスのダウンタイムを最小限に抑え

ることができます。

手順

1 [マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックします。

2 [変換後のパワー状態]  パネルで、 [ターゲット マシンのパワーオン]  を選択します。

インポート後、vCenter Converter がターゲット マシンをパワーオンします。

インポート タスクによって使用されるリソース総量の制限

変換タスクは、コンピューティング リソースをほかのプロセスと奪い合います。変換タスクがほかのワークロードに与え
る影響を制限するように、変換タスクを調整できます。タスクの調整値を変更しないと、変換タスクは、変換時の使用可

能なコンピューティング リソースに応じて、通常の優先順位で実行されます。

パワーオン状態のソース マシンは、自身の変換タスクを実行します。パワーオン状態のマシンで実行されているほかの
ワークロードへの変換タスクの影響は制限できます。

ソース マシン （パワーオン状態のマシンとは別） については、vCenter Converter サーバがインストールされたマシン
で使用されるリソースを制限できます。
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調整値を設定すると、変換タスクで使用される CPU とネットワーク リソースを制御できます。ディスク I/O を
vCenter Converter インターフェイスから調整することはできませんが、ネットワークを調整することによって間接的に
ディスク I/O を調整できます。

手順

1 [仮想マシンのインポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [調整]  を選択します。

2 [CPU 調整]  ドロップダウン メニューから変換タスクの優先順位を選択します。

オプション 説明

[なし] 現在の変換タスクの優先順位は、標準に設定されます。

[弱] 現在の変換タスクの優先順位は、標準よりわずかに低く設定されます。

[中] 現在の変換タスクの優先順位は、最低に設定されます。

 

注意   これで、変換タスクのスレッド優先順位が下がり、消費される CPU リソースが制御されます。

3 [ネットワーク帯域幅調整]  を選択して、最大のネットワーク帯域幅を選択できるようにします。

4 ネットワーク帯域幅のスピン ボックスで、変換タスクが実行されるネットワーク帯域幅の最大値を選択します。

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ソース マシンからの vCenter Converter エージェントのアンインストール

パワーオン状態の Windows マシンのインポート タスクが完了したら、ソース マシンから vCenter Converter エージェ
ントをアンインストールできます。

手順

1 Windows で、 [プログラムの追加と削除]  ユーティリティを実行します。

2 インストール済みプログラムのリストから  [vCenter Converter エージェント]  を探してクリックします。

3 [削除]  をクリックします。

4 確認ダイアログ ボックスで  [はい]  をクリックします。

インポート タスクのスケジュール設定

インポート タスクを開始する時間を設定できます。

開始する前に

スケジュール設定タスクで[マシンのインポート] ウィザードを起動する必要があります。たとえば、vSphere Client で
[ファイル]  -  [新規]  -  [スケジュール設定タスク...]  を選択し、ドロップダウン メニューから  [マシンのインポート]  を選
択します。
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手順

1 タスクのスケジュール設定ページが表示されるまで、[マシンのインポート] ウィザードを進めます。

2 タスクのスケジュール設定ページでスケジュール設定タスクを構成します。

タスクには名前と説明を詳しく指定して、あとでほかのスケジュール設定タスクと見分けられるようにします。

a [タスク名]  テキスト ボックスに、スケジュール設定タスクの名前を入力します。

b (オプション)  [タスクの説明]  テキスト ボックスに説明を入力します。

c [開始日]  ドロップダウン メニューから、スケジュール設定タスクの日付を選択します。

d [開始時刻]  スピン ボックスを使用して、スケジュール設定タスクを開始する時刻を設定します。

3 [次へ]  をクリックしてスケジュール設定タスクのサマリを確認します。

[マシンのインポート] ウィザードが完了し、タスクを送信したら、指定した時刻にインポート操作がスケジュール設定され、
vCenter Server のスケジュール設定タスクのリストに追加されます。スケジュール設定された時刻が現在または過去で
ある場合、インポート タスクはすぐに開始されます。

サマリの確認およびインポート タスクの送信

サマリ ページでは、新しい変換タスクをタスク リストに追加する前に、そのタスクのサマリを表示できます。

サマリには、ソース マシン、ターゲット仮想マシン、ターゲットのカスタマイズ設定 （ある場合）、およびスケジュール
設定された時刻 （ある場合） についての情報が含まれます。vCenter Converter は、この段階でタスクの検証を実行します。

開始する前に

サマリ ページにアクセスするには、タスクの構成手順をすべて完了しておく必要があります。

手順

1 サマリ ページを表示する前にすべての手順を完了します。

n Windows ゲスト OS をカスタマイズする場合は、カスタマイズ ページで  [次へ]  をクリックします。

n スケジュール設定タスクで [マシンのインポート] ウィザードを起動した場合は、タスクのスケジュール設定ページで
[次へ]  をクリックします。

n スケジュール設定タスクを作成しない場合、または Windows ゲスト OS をカスタマイズしない場合は、オプ
ションのページで  [次へ]  をクリックします。

2 タスクのサマリを確認します。

3 [終了]  をクリックしてタスクを送信します。

vCenter Converter が、タスク パラメータを検証します。これには数分間かかります。タスクの検証が成功すると、そ
のタスクは vSphere Client の最近のタスク リストに表示されます。タスクの検証に失敗した場合は、 [戻る]  をクリッ
クして無効なパラメータを修正します。
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vCenter Server マシンのエクスポート 5
vCenter Converter を使用すると、vCenter Server インベントリから、管理型 （ESX/ESXi または vCenter Server）
またはホスト型 （VMware Workstation、VMware Fusion、VMware Player、VMware Server、および VMware
ACE） のフォーマットに仮想マシンをエクスポートできます。

手順

1 仮想マシンのエクスポート ウィザードの起動 (P. 60)

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

2 エクスポートする仮想マシンの選択 (P. 60)

[仮想マシンのエクスポート] 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する必要があります。
しかし、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、ウィザードでソース仮想マシンを選択

します。

3 新規仮想マシンのターゲットの選択 (P. 61)

エクスポートする仮想マシンのターゲットを選択する必要があります。

4 ターゲット仮想マシンのハードウェアの構成 (P. 63)

ターゲット仮想マシンが使用する仮想ハードウェア リソースを構成できます。

5 ターゲット仮想マシンのソフトウェアの構成 (P. 70)

ゲスト OS を構成して、仮想環境で動作するよう準備できます。

6 エクスポート タスクの構成 (P. 73)

変換処理を構成し、変換中および変換後のソース マシンとターゲット マシンの動作を選択できます。ソース サー
ビスとターゲット サービスのステータスは、ソース マシンで Windows オペレーティング システムが実行されて
いる場合のみ変更できます。

7 エクスポート タスクのスケジュール設定 (P. 75)

エクスポート タスクを開始する時間を設定できます。

8 サマリの確認およびエクスポート タスクの送信 (P. 75)

サマリ ページでは、新しい変換タスクをタスク リストに追加する前に、そのタスクのサマリを表示できます。
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仮想マシンのエクスポート ウィザードの起動

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

ウィザードを起動した場所によって、指定する必要がある情報に違いがあります。たとえば、仮想マシンを右クリックして

[仮想マシンのエクスポート]を起動する場合、ウィザードではソース マシンを選択するためのプロンプトは表示されません。
ウィザードを  [スケジュール設定タスク]  ビューから起動する場合は、ウィザードでソース マシンを選択します。

開始する前に

エクスポートする仮想マシンをパワーオフする必要があります。

手順

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

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

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

4 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードを起動します。

ウィザードはいくつかの方法で起動できます。

n vSphere Client インベントリからパワーオフ状態の仮想マシンを選択し、 [インベントリ]  -  [仮想マシン]  -
[エクスポート]  を選択します。

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

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

n 最近のタスク リストまたはスケジュール設定タスク リストで、エクスポート タスクを右クリックし、 [新規と
してコピー]  を選択します。

5 ウィザードを完了して、タスク リストにエクスポート タスクを追加します。

次に進む前に

エクスポート タスクをスケジュール設定する場合は、エクスポートする仮想マシンを選択する必要があります。仮想マシ
ンを右クリックして[仮想マシンのエクスポート] ウィザードを起動した場合は、ターゲットの配置先を構成できます。

エクスポートする仮想マシンの選択

[仮想マシンのエクスポート] 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する必要があります。しかし、
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、ウィザードでソース仮想マシンを選択します。

開始する前に

エクスポートするパワーオフ状態のマシンを選択する必要があります。

手順

n インベントリからパワーオフ状態の仮想マシンを右クリックして  [エクスポート]  を選択した場合、仮想マシンのエ
クスポート ページで  [次へ]  をクリックします。

n スケジュール設定タスクで[仮想マシンのエクスポート] ウィザードを起動した場合は、エクスポートするパワーオフ
状態の仮想マシンを選択して、 [次へ]  をクリックします。

次に進む前に

これで、新しい仮想マシンのターゲットを選択できます。
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新規仮想マシンのターゲットの選択

エクスポートする仮想マシンのターゲットを選択する必要があります。

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

管理型のターゲットの選択

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

手順

1 ターゲット システム ページで、 [ターゲットのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから、 [VMware Infrastructure
仮想マシン]  を選択します。

2 ESX ホストまたは vCenter Server に、IP アドレスかホスト名、および認証情報を指定します。

3 [次へ]  をクリックします。

ターゲットの配置先ページが表示されます。

次に進む前に

これで、エクスポートされた仮想マシンの管理型ターゲットを構成できます。

管理型ターゲットの構成

ターゲット仮想マシンの配置設定をカスタマイズできます。設定内容には、ESX ホスト、リソース プール、またはクラス
タの選択、仮想マシンの名前付け、データストアの選択、および仮想マシンのハードウェア バージョンの選択があります。

手順

1 ターゲットの配置先ページで、ターゲット仮想マシンに対応できるデータ センター オブジェクトをインベントリか
ら選択します。

n ESX ホストを選択します。

n リソース プールを選択します。

n クラスタを選択します。

2 選択したクラスタが自動化されていない場合は、 [ホスト]  ドロップダウン メニューから、選択されたクラスタに属する
ESX ホストを選択できます。

3 [仮想マシン名]  テキスト ボックスにターゲット仮想マシン名を入力します。

4 [データストア]  ドロップダウン メニューからデータストアを選択します。

選択したデータストアには、仮想マシン ファイルが格納されます。
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5 (オプション)  [仮想マシン バージョン]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想マシンの仮想ハードウェアの
バージョンを選択します。

[仮想マシン バージョン]  ドロップダウン メニューは、ターゲットに vCenter Server 4.0 または 4.1 を選択した場
合にだけ使用できます。完全自動化クラスタまたは ESX 3.x ホストをインベントリから選択した場合、このメニュー
は表示されません。

オプション 説明

バージョン 4 ストレージを共有するタイミング、または ESX 3.x バージョンにある仮想マシンを選
択します。

バージョン 7 最新の仮想マシン機能をインストールする場合に選択します。ESX 3.x バージョンでは、
このハードウェアのバージョンはサポートされていません。

 

6 [次へ]  をクリックします。

これで、管理型ターゲットの設定が構成されました。

次に進む前に

ターゲット仮想マシンのハードウェアおよびソフトウェアを構成できます。

仮想マシン フォルダの選択

仮想マシン グループを管理するために仮想環境でフォルダを使用する場合、ターゲット仮想マシンに対応するようにフォ
ルダを選択できます。

開始する前に

仮想マシン フォルダを選択するためには、ターゲットに vCenter Server を使用する必要があります。

ターゲット仮想マシンを格納するために、ターゲットの vCenter Server に仮想マシン フォルダを持つ必要があります。

手順

1 オプション ページで、オプションのリストから  [ターゲット属性]  を選択します。

2 右パネルのフォルダ リストからフォルダを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、ターゲット仮想マシンは選択した仮想マシン フォルダに置かれます。

ホスト型のターゲットの選択

Workstation、VMware Fusion、VMware Server、または VMware Player で使用するように、仮想マシンをエクス
ポートできます。

手順

1 ターゲット システム ページで、 [ターゲットのタイプを選択]  ドロップダウン メニューから、 [VMware Workstation
またはその他の VMware 仮想マシン]  を選択します。

2 [VMware 製品の選択]  ドロップダウン メニューから、ターゲットとなる VMware ホスト型製品を選択します。

3 [名前]  テキスト ボックスに、ターゲット仮想マシンの名前を入力します。

4 ターゲット仮想マシン ファイルのエクスポート先となるディレクトリへの有効なネットワーク パスを入力します。

そのディレクトリへのネットワーク パスは、vCenter Converter Server マシンからアクセスできる必要があります。

たとえば、¥¥server¥virtual_machines¥ です。

5 認証情報を入力するテキスト ボックスに、有効なユーザー名とパスワードを入力します。

6 [次へ]  をクリックします。
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次に進む前に

カスタマイズ ページで、ゲスト OS の構成オプションを選択できます。

ターゲット仮想マシンのハードウェアの構成

ターゲット仮想マシンが使用する仮想ハードウェア リソースを構成できます。

ディスクまたはボリュームのコピー

すべてのディスクをターゲットにコピーしたり、コピーや除外の対象とするボリュームを選択したりすることができます。

vCenter Converter では、ディスク ベースのクローン作成およびボリューム ベースのクローン作成がサポートされています。

手順

u [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニュー
からコピー モードを選択します。

オプション 説明

すべてのディスクをコピーして、レイアウト

を維持

ディスク ベースのクローン作成を実行します。ターゲット仮想マシンでソース ディスク
レイアウトを維持できます。

コピーするボリュームの選択 ボリューム ベースのクローン作成を実行します。ターゲット仮想マシンにコピーする
ボリュームを選択できます。ボリューム レイアウトのサイズを変更したり、再編成す
ることもできます。

 

注意   使用できるオプションの種類は、選択したソースおよびターゲットによって変わります。

コピーするデータに関するオプションは、選択するオプションに応じて変わります。

ボリュームのサイズ変更

ターゲット データストアのディスク領域を管理するため、変換を始める前にディスク ボリュームのサイズを変更できます。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 ターゲットのサイズ列で、ターゲット ボリュームのサイズを指定するためのオプションを選択します。

オプション 説明

サイズを維持 元のソース ボリュームのサイズを維持します。

最小サイズ ソース ボリュームのうち、使用中の領域のみコピーします。

GB 単位でサイズを入力 ターゲット ボリュームのカスタム サイズを GB 単位で入力できます。この値を、ソース
ボリュームで使用されている領域より小さくすることはできませんが、ソース ボリュー
ムの合計サイズより大きくすることはできます。指定可能なディスク サイズの最大値は
999GB です。ボリューム サイズは、構成に応じてディスク サイズと同じ大きさにで
きます。

MB 単位でサイズを入力 ターゲット ボリュームのカスタム サイズを MB 単位で入力できます。この値を、ソース
ボリュームで使用されている領域より小さくすることはできませんが、ソース ボリュー
ムの合計サイズより大きくすることはできます。指定可能なディスク サイズの最大値は
999GB です。ボリューム サイズは、構成に応じてディスク サイズと同じ大きさにで
きます。

 

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。
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ボリュームの削除

ターゲット仮想マシンからボリュームを削除できます。変換処理中、選択解除されたボリュームは無視され、選択された

ボリュームだけがコピーされます。

ターゲット仮想マシンからシステム ボリュームを削除することはできません。たとえば、C:が、Windows オペレーティング
システムのインストールを含むボリュームの場合、これをターゲット仮想マシンから削除することはできません。

開始する前に

ソース仮想マシンには、既存のボリュームを選択解除できるようにするために、複数のボリュームが必要です。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 ターゲット仮想マシンにコピーしないボリュームを選択解除します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換処理中、選択解除したボリュームは無視されます。

異なるデータストアへのボリュームの移動

仮想マシン構成ファイル （.vmx） が格納されているデータストアとは異なるデータストアに、ディスク ボリュームを格
納できます。

開始する前に

複数のデータストアがある管理型ターゲットを選択する必要があります。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 リストからボリュームを選択し、 [ディスクの追加]  をクリックします。

vCenter Converter によって、新しい仮想ディスクが作成されます。

5 ボリュームを選択し、 [上へ移動]  および  [下へ移動]  ボタンを使用して、新しい仮想ディスクにボリュームを格納します。

新しい仮想ディスクを空のままにしておくと、vCenter Converter はターゲット仮想マシンに新しい仮想ディスク
を作成しません。

6 新しい仮想ディスクをハイライト表示し、 [ターゲット データストア]  ドロップダウン メニューから異なるデータス
トアを選択します。

7 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ボリュームを含む仮想ディスク ファイル （.vmdk） は、選択されたデータストア内に格納されます。

異なる仮想ディスクへのボリュームの移動

仮想ディスクをターゲット仮想マシンに追加し、その新しいディスクにボリュームを格納できます。

仮想ディスクの数は、ソース仮想マシンに存在するボリュームの数に応じて変わります。たとえば、ソース仮想マシンに

ボリュームが 1 つしかない場合、ターゲット仮想マシンに仮想ディスクを追加することはできません。
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ゲスト OS がインストールされたシステム ボリュームを移動することはできません。たとえば、Windows オペレーティング
システムが C: にインストールされている場合、C: ボリュームを移動することはできません。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 リストからボリュームを選択し、 [ディスクの追加]  をクリックします。

vCenter Converter によって、新しい仮想ディスクが作成されます。

5 ボリュームを選択し、 [上へ移動]  および  [下へ移動]  ボタンを使用して、新しい仮想ディスクにボリュームを格納します。

新しい仮想ディスクを空のままにしておくと、vCenter Converter はターゲット仮想マシンに新しい仮想ディスク
を作成しません。

6 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ボリュームは新しい仮想ディスクに移動されます。

仮想ディスクの追加

仮想ディスクをターゲット仮想マシンに追加できます。

仮想ディスクの数は、ソース仮想マシンに存在するボリュームの数に応じて変わります。たとえば、ソース仮想マシンに

ボリュームが 1 つしかない場合は、ターゲット仮想マシンに仮想ディスクを追加することはできません。

開始する前に

仮想ディスクを追加するには、ソース マシンに複数のボリュームが必要です。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 リストからボリュームを選択し、 [ディスクの追加]  をクリックします。

新しい仮想ディスクを空のままにしておくと、vCenter Converter はターゲット仮想マシンに新しい仮想ディスク
を作成しません。新しい仮想ディスクには、少なくとも 1 つのボリュームを移動する必要があります。

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

新しい仮想ディスクがターゲット データストアに作成されます。

異なるデータストアへのディスクの移動

ターゲット仮想ディスクを異なるデータストアに格納できます。

開始する前に

複数のデータストアがある管理型ターゲットを選択する必要があります。

ディスク ベースのクローン作成を使用して、仮想ディスクを格納するための異なるデータストアを選択します。
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手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]  を選
択します。

3 再配置する仮想ディスクをハイライト表示し、 [ターゲット データストア]  ドロップダウン メニューから異なるデー
タストアを選択します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

仮想ディスク ファイル （.vmdk） は、選択されたデータストアに格納されます。

管理型ターゲットでの拡張可能なディスクの作成

ターゲット データストア上の領域を節約するには、ソース仮想ディスクから既存データのみをコピーし、ターゲットに拡
張可能なディスクを作成します。あとで、ターゲットの仮想マシンを使用して新しいデータを書き込むときに、ターゲッ

トの仮想ディスクのサイズが拡大します。

ボリューム ベースおよびディスク ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成できます。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 ディスク ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成します。

a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]
を選択します。

b 仮想ディスクをハイライト表示し、 [タイプ]  ドロップダウン メニューから  [シン]  を選択します。

3 ボリューム ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成します。

a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択し、 [詳細]  を
クリックします。

b [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。仮想ディスクを 1 つハイライト表示させて、 [タイプ]  ドロップダウン
メニューから  [シン]  を選択します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、既存のデータだけをターゲット データストアにコピーします。仮想ディスクの空のディスク領
域は、データストアにコピーされません。ターゲットの仮想マシンを使用して、ディスクに新しいデータを書き込むときに、

ターゲットのディスク サイズは拡大します。

ホスト型ターゲットでの拡張可能なディスクの作成

ターゲット上の領域を節約するために、ソースの仮想ディスクから既存のデータだけをコピーできます。あとで、ターゲッ

トの仮想マシンを使用して新しいデータを書き込むときに、ターゲットの仮想ディスクのサイズが拡大します。

ボリューム ベースおよびディスク ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成できます。

開始する前に

[事前割り当てなし]  ディスク オプションを使用するには、VMware Workstation などのホスト型ターゲットを選択する
必要があります。
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手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 ディスク ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成します。

a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]
を選択します。

b [タイプ]  ドロップダウン メニューから、 [事前割り当てなし]  を選択します。

3 ボリューム ベースのクローン作成を使用して、拡張可能なディスクを作成します。

a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択し、 [詳細]  を
クリックします。

b [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。仮想ディスクを 1 つ選択し、 [タイプ]  ドロップダウン メニューから
[事前割り当てなし]  を選択します。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、既存のデータだけをターゲット データストアにコピーします。仮想ディスクの空のディスク領
域は、データストアにコピーされません。ターゲットの仮想マシンを使用して、ディスクに新しいデータを書き込むときに、

ターゲットのディスク サイズは拡大します。

ディスクを 2GB 仮想ディスク ファイルに分割

ソース マシンのディスクを、ターゲットの仮想マシンで 2GB の仮想ディスク ファイルに分割できます。

開始する前に

ターゲット システム ページで、VMware Workstation 仮想マシンなどのホスト型ターゲット仮想マシンを選択する必要
があります。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 ディスク ベースまたはボリューム ベースのクローン作成を使用して、ディスクを 2GB のファイルへ分割します。

オプション 操作

ディスク ベースのクローン作成を使用 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [すべてのディスクをコピー
して、レイアウトを維持]  を選択します。

ボリューム ベースのクローン作成を使用 a [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリューム
の選択]  を選択し、 [詳細]  をクリックします。

b [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。
 

3 [タイプ]  ドロップダウン メニューから、事前に割り当てられたディスク領域を使用するかどうか選択します。

オプション 説明

2GB に分割 （事前割り当て済み） ソース ディスクを、ターゲットで 2GB のセクションに分割します。

2GB に分割 （事前割り当てなし） ターゲットに 2GB のセクションを作成し、ソース ディスク上の実際に使用された領
域だけをここに含めます。ターゲットのディスクが大きくなるにつれて、元のソース

のディスク サイズに達するまで、新しいデータを格納するために新しい 2GB のセク
ションが作成されます。

 

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、元のディスクを 2GB の .vmdk 仮想ディスク ファイルとしてターゲット システムにコピーします。
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ディスクの削除

ソース マシンからディスクを選択し、それをターゲット仮想マシンのディスク レイアウトから削除できます。

開始する前に

ソース マシンには、複数のハード ディスクが必要です。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから、 [コピーするボリュームの選択]  を選択します。

3 [詳細]  をクリックし、 [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。

4 ディスクを削除します。

オプション 説明

ディスクに関連付けられているボリュームを

維持

a [詳細]  をクリックして  [ターゲット レイアウト]  タブを選択します。
b 削除するディスクから別の仮想ディスクにボリュームを移動します。

c 空のディスクをハイライト表示し、 [ディスクの削除]  をクリックします。

ディスクに関連付けられているボリュームを

削除

a [詳細]  をクリックし、 [ソース ボリューム]  タブを選択します。
b 削除するディスクに関連付けられているボリュームを選択解除します。

 

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

保存することを選択した仮想ディスク専用のターゲット データストアに、.vmdk ファイルが作成されます。

ターゲットへのすべてのディスクのコピー

ターゲット仮想マシン上でソース ディスクを維持するため、すべてのディスクをターゲットにコピーできます。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [コピーするデータ]  を選
択します。

2 [データ コピーのタイプ]  ドロップダウン メニューから  [すべてのディスクをコピーして、レイアウトを維持]  を選
択します。

3 (オプション) ターゲット データストアのディスク領域が少ない場合は、仮想ディスクをハイライト表示して、 [ター
ゲット データストア]  ドロップダウン メニューから異なるデータストアを選択します。

注意   ディスクを異なるデータストアに移動するには、複数のデータストアが必要です。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter が選択したデータストアにディスクをコピーし、ソース ディスクのレイアウトを維持します。

プロセッサの数の編集

ターゲット仮想マシンが使用するプロセッサの数を変更できます。

開始する前に

ターゲット ホストとゲスト OS が、ターゲット仮想マシンに割り当てたプロセッサ数をサポートしていることを確認して
ください。
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手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [デバイス]  を選択します。

2 [プロセッサの数]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想マシンのプロセッサの数を選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンは、選択したプロセッサの数で構成されます。vCenter Converter で、選択した数のプロセッサを
ターゲット ハードウェアがサポートしないことを示すメッセージが表示された場合は、サポートされている数のプロセッ
サを選択する必要があります。

ターゲット仮想マシン用のメモリの割り当て

ターゲット仮想マシンに割り当てられたメモリの量を変更できます。

デフォルトでは、vCenter Converter はソース マシン上のメモリの量を認識し、それをターゲット仮想マシンに割り当
てます。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [デバイス]  を選択します。

2 メモリ パネルで、スライダまたはスピン ボックスを使用してターゲット仮想マシンのメモリの量を指定します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter でメモリの量が確認されます。サポートされている最大値を超える、または必要最低限を下回るメモ
リ量を設定すると、警告が表示されます。

ターゲット仮想マシン用のディスク コントローラの指定

ターゲット仮想マシン用のディスク コントローラのタイプを選択できます。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [デバイス]  を選択します。

2 [ディスク コントローラ]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想ディスク用のディスク コントローラを選択
します。

オプション 説明

SCSI Bus Logic ターゲット仮想マシンで SCSI 仮想ディスクを使用します。

IDE ターゲットの仮想マシンで、IDE 仮想ディスクを使用します。

ソースの保護 ソース マシンにインストールされているものと同じタイプのディスク コントローラ
を使用します。

 

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンのネットワーク設定の構成

ネットワーク アダプタの数を変更し、ターゲット仮想マシンが使用するネットワークを設定できます。ターゲット仮想マ
シンの電源を入れるときに、接続するネットワーク アダプタを設定することもできます。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [ネットワーク]  を選択します。

2 [接続するネットワーク アダプタ]  ドロップダウン メニューから、ターゲット仮想マシンで使用されるネットワーク
アダプタの数を選択します。

3 [ネットワーク]  ドロップダウン メニューを使用して、アダプタが接続するネットワークを選択します。
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4 ターゲット仮想マシンの電源を入れるときにアダプタを接続するには、 [パワーオン時に接続]  チェック ボックスを
選択します。

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンのソフトウェアの構成

ゲスト OS を構成して、仮想環境で動作するよう準備できます。

ソフトウェアの構成には、いくつかの設定があります。

Windows ゲスト OS のカスタマイズ

Windows XP 以降を実行するゲスト OS をカスタマイズして、仮想マシンがターゲットの環境ですぐに実行できるように
します。

開始する前に

vCenter Converter Server を実行するマシンの %ALLUSERSPROFILE%¥Application Data¥VMware
¥VMware vCenter Converter¥sysprep に、Sysprep ファイルを保存します。ほかのオペレーティング システムの
sysprep ファイルの場所については、「Sysprep ファイルの保存 (P. 78)」 を参照してください。

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト
環境設定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

ターゲット仮想マシンの ID のカスタマイズ

ターゲット ネットワークでターゲット仮想マシンを識別するには、ターゲット仮想マシンの名前、所有者、および組織名
を編集し、新しいセキュリティ ID を作成することでカスタマイズします。

開始する前に

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト
環境設定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [コンピュータ情報]  を選択します。

2 ゲスト OS の ID をカスタマイズします。

a [コンピュータ名]  テキスト ボックスに、ネットワーク上の仮想マシンを識別するためのコンピュータ名を指定
します。

使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフン （-） です。アンダースコア （_） は標準的では
ありませんが、vCenter Converter では使用できます。コンピュータ名は、15 文字以下にするか、数字のみで
構成します。

b [所有者名]  テキスト ボックスに、仮想マシンの所有者の名前を入力します。

使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフン （-） です。アンダースコア （_） は標準的では
ありませんが、vCenter Converter では使用できます。所有者名は、63 文字以下にするか、数字のみで構成し
ます。

c [組織]  フィールドに組織名を入力します。

出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。
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3 (オプション) 新しいセキュリティ ID を作成するには、 [新規セキュリティ ID （SID） の生成]  を選択します。

デフォルトでは、Windows Vista システムと Longhorn のソースにはセキュリティ ID が選択されます。これを選
択解除することはできません。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンの ID は、設定内容に応じて割り当てられます。

Windows のライセンス情報の入力

ライセンスの対象となるゲスト OS システムを実行する、すべてのターゲット仮想マシンについて、ライセンス情報が入
力されていることを確認します。

開始する前に

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト
環境設定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [Windows ライセンス]  を選択します。

2 ターゲット仮想マシンの  [製品 ID]  情報を入力します。

3 (オプション) ゲスト OS が Microsoft Windows Server 2003 または Microsoft Windows Server 2008 の場合は、
[サーバ ライセンス情報を含む]  を選択します。

4 [サーバ ライセンス モード]  オプションを選択します。

オプション 説明

シート単位 個別のユーザー ライセンス用です。

サーバ単位 同時実行のユーザー ライセンス用です。このオプションを選択する場合は、 [最大接
続数]  の値を指定します。

 

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、Windows ライセンス情報がターゲット仮想マシンに保存されます。

タイム ゾーンの設定

仮想マシンを別のタイム ゾーンで使用するように変換する場合は、タイム ゾーンを設定できます。

開始する前に

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト
環境設定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [タイム ゾーン]  を選択します。

2 ターゲットのタイム ゾーンを  [タイム ゾーン]  ドロップダウン メニューから選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、ターゲット仮想マシンにタイム ゾーンが設定されます。

ネットワーク アダプタの構成

ターゲット環境のネットワーク構成と連携するように、仮想マシンのネットワーク設定を構成できます。

ネットワーク アダプタを構成するためのオプションは、サポートされているすべてのターゲットで使用できます。
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開始する前に

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト
環境設定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [ネットワーク インターフェイス設定]  を選択します。

2 ネットワーク アダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックしてプロパティを構成します。

a [全般] タブで、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力します。

b [DNS]  タブで、DNS サフィックスを入力して DNS 接続を指定します。

c DNS サフィックスを入力して、 [追加]  をクリックします。

DNS サフィックスは複数追加できます。

d 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用して、ゲスト OS が使用する接
続の順序を指定します。

e [WINS]  タブで、テキスト ボックスにプライマリ WINS IP アドレスとセカンダリ WINS IP アドレスを入力します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

パワーオン状態になると、ターゲット仮想マシンは、ユーザーが構成したネットワーク設定を使用します。

ワークグループまたはドメインの詳細の割り当て

ターゲット仮想マシンが参加するワークグループまたはドメインを設定できます。

開始する前に

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  をクリックし、 [仮想マシンのゲスト
環境設定をカスタマイズ]  を選択します。 [次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [ワークグループ/ドメイン]  を選択します。

2 仮想マシンがターゲット ネットワークに参加する方法を選択します。

オプション 説明

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

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフン （-） です。ピリオドで区切られた各ラベルの
長さは最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー
の認証情報が必要です。

 

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンが、指定したワークグループおよびドメイン サーバに接続されます。

ターゲット仮想マシンへの VMware Tools のインストール

VMware Tools をインストールして、ゲスト OS のグラフィック パフォーマンスを向上します。ほかにも、アプリケー
ション間でのポインタの獲得と解放の自動化、ゲストとホストの間でのコピーと貼り付け、マウス パフォーマンスの向上
などの拡張機能が得られます。

ターゲットが、ESX、vCenter Server、Workstation 6.0 および 6.5、VMware Fusion 1.0 および 2.0、
VMware Player 2.0 および 2.5 である場合、VMware Tools をインストールできます。
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手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  を選択します。

2 [ターゲット仮想マシンへの VMware Tools のインストール]  チェック ボックスを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、変換中に VMware Tools をターゲット マシンにインストールします。

システムの復元チェックポイントの削除

Windows XP 以降のソース マシンをエクスポートする場合、システムの復元チェックポイントをすべて削除して、変換
処理にかかる時間を短縮することをお勧めします。

Windows Vista および Windows XP システムでは、デフォルトでシステムの復元が有効になっています。Windows Vista
では、ボリューム ベースでファイル レベルのクローン作成を実行している場合、システムの復元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。 [ターゲットでシステムの復元のチェックポイントを削除]  チェック ボッ
クスが選択されているかどうかは関係ありません。ディスク ベースのクローン作成またはボリューム ベースでブロック
レベルのクローン作成を実行している場合、このチェック ボックスを選択解除すると、vCenter Converter はターゲッ
ト仮想マシンでシステムの復元チェックポイントを維持します。

システムの復元チェックポイントをすべて削除すると、ターゲット マシンを変換前の状態に戻くことができなくなります。
ターゲット仮想マシンで、ソース マシンのクローンを作成する前に作成されたチェックポイントを復元すると、システム
で障害が発生し、ターゲット仮想マシンを起動できなくなる可能性があります。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  を選択します。

2 [ターゲットでシステムの復元のチェックポイントを削除]  チェック ボックスを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

ターゲット仮想マシンでのデバイス ドライバの更新

ターゲット仮想マシンは、適切に起動するように再構成する必要があります。

仮想マシンをエクスポートする場合、ターゲット仮想マシンを起動できるように、特定のデバイス ドライバを更新または
無効にする必要があります。

手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、 [詳細オプション]  を選択します。

2 [ターゲット仮想マシンを再構成]  チェック ボックスを選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter でターゲット仮想マシン上のデバイス ドライバが更新され、仮想ハードウェアで動作するようにな
ります。

エクスポート タスクの構成

変換処理を構成し、変換中および変換後のソース マシンとターゲット マシンの動作を選択できます。ソース サービスと
ターゲット サービスのステータスは、ソース マシンで Windows オペレーティング システムが実行されている場合のみ
変更できます。

ターゲット サービスの開始モードの設定

Windows サービスのダウンタイムを最小化するため、サービスを選択して、それをターゲット仮想マシンで自動的に開
始できます。また、ターゲット仮想マシンで Windows サービスが自動的に開始しないようにすることもできます。

ターゲット サービスは、Windows が実行されているソース マシンに対してのみ設定できます。
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手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [サービス]  を選択します。

2 起動モード列で、サービスの開始モードを選択します。

オプション 説明

自動 ターゲット マシンがパワーオン状態になると、サービスが自動的に開始されます。

手動 ターゲット マシンがパワーオン状態になってもサービスは開始しませんが、手動で
サービスを開始することはできます。

無効 サービスは無効化され、ターゲット マシンがパワーオン状態になっても開始されません。
 

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後のターゲット仮想マシンのパワーオン

変換が完了したあと、ターゲット仮想マシンをパワーオンできます。

ホスト型ターゲットの仮想マシンは、パワーオンできません。

開始する前に

エクスポート タスクの終了後、すぐに仮想マシンをパワーオンするためには、管理型ターゲットを選択する必要があります。

手順

1 オプション ページで、オプションのリストから  [詳細オプション]  を選択します。

2 [変換後のパワー状態]  パネルで、 [ターゲット マシンのパワーオン]  を選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換後、vCenter Converter はターゲット マシンを自動的にパワーオンします。

エクスポート タスクによって使用されるリソース総量の制限

変換タスクは、コンピューティング リソースをほかのプロセスと奪い合います。変換タスクがほかのワークロードに与え
る影響を制限するように、変換タスクを調整できます。タスクの調整値を変更しないと、変換タスクは、変換時の使用可

能なコンピューティング リソースに応じて、通常の優先順位で実行されます。

パワーオン状態のソース マシンは、自身の変換タスクを実行します。パワーオン状態のマシンで実行されているほかの
ワークロードへの変換タスクの影響は制限できます。

ソース マシン （パワーオン状態のマシンとは別） については、vCenter Converter サーバがインストールされたマシン
で使用されるリソースを制限できます。

調整値を設定すると、変換タスクで使用される CPU とネットワーク リソースを制御できます。ディスク I/O を
vCenter Converter インターフェイスから調整することはできませんが、ネットワークを調整することによって間接的に
ディスク I/O を調整できます。
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手順

1 [仮想マシンのエクスポート] ウィザードのオプション ページで、オプションのリストから  [調整]  を選択します。

2 [CPU 調整]  ドロップダウン メニューから変換タスクの優先順位を選択します。

オプション 説明

[なし] 現在の変換タスクの優先順位は、標準に設定されます。

[弱] 現在の変換タスクの優先順位は、標準よりわずかに低く設定されます。

[中] 現在の変換タスクの優先順位は、最低に設定されます。

 

注意   これで、変換タスクのスレッド優先順位が下がり、消費される CPU リソースが制御されます。

3 [ネットワーク帯域幅調整]  を選択して、最大のネットワーク帯域幅を選択できるようにします。

4 ネットワーク帯域幅のスピン ボックスで、変換タスクが実行されるネットワーク帯域幅の最大値を選択します。

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

エクスポート タスクのスケジュール設定

エクスポート タスクを開始する時間を設定できます。

開始する前に

スケジュール設定タスクで、[仮想マシンのエクスポート] ウィザードを起動する必要があります。たとえば、 [ファイル]  -
[新規]  -  [スケジュール設定タスク...]  を選択し、ドロップダウン メニューから  [仮想マシンのエクスポート]  を選択します。

手順

1 タスクのスケジュール設定ページが表示されるまで、[仮想マシンのエクスポート] ウィザードを進めます。

2 タスクのスケジュール設定ページでスケジュール設定タスクを構成します。

タスクには名前と説明を詳しく指定して、あとでほかのスケジュール設定タスクと見分けられるようにします。

a [タスク名]  テキスト ボックスに、スケジュール設定タスクの名前を入力します。

b (オプション)  [タスクの説明]  テキスト ボックスに説明を入力します。

c [開始日]  ドロップダウン メニューから、スケジュール設定タスクの日付を選択します。

d [開始時刻]  スピン ボックスを使用して、スケジュール設定タスクを開始する時刻を設定します。

3 [次へ]  をクリックしてスケジュール設定タスクのサマリを確認します。

[仮想マシンのエクスポート] ウィザードを完了してタスクを送信すると、エクスポート処理は指定した時刻にスケジュー
ル設定され、スケジュール設定タスクの vCenter Server リストに追加されます。スケジュール設定された時刻が現在ま
たは過去である場合、エクスポート タスクはすぐに開始されます。

サマリの確認およびエクスポート タスクの送信

サマリ ページでは、新しい変換タスクをタスク リストに追加する前に、そのタスクのサマリを表示できます。

サマリには、ソース マシン、ターゲット仮想マシン、ターゲットのカスタマイズ設定 （ある場合）、およびスケジュール
設定された時刻 （ある場合） についての情報が含まれます。vCenter Converter は、この段階でタスクの検証を実行します。

開始する前に

サマリ ページにアクセスするには、タスクの構成手順をすべて完了しておく必要があります。
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手順

1 サマリ ページを表示する前に、[仮想マシンのエクスポート] ウィザードのすべての手順を完了します。

n Windows ゲスト OS をカスタマイズする場合は、カスタマイズ ページで  [次へ]  をクリックします。

n スケジュール設定タスクで[仮想マシンのエクスポート] ウィザードを起動した場合は、タスクのスケジュール設
定ページで  [次へ]  をクリックします。

n スケジュール設定タスクを作成しない場合、または Windows ゲスト OS をカスタマイズしない場合は、オプ
ション ページで  [次へ]  をクリックします。

2 タスクのサマリを確認します。

3 [終了]  をクリックしてタスクを送信します。

vCenter Converter が、タスク パラメータを検証します。これには数分間かかります。タスクの検証が成功すると、そ
のタスクは vSphere Client の最近のタスク リストに表示されます。タスクの検証に失敗した場合は、 [戻る]  をクリッ
クして無効なパラメータを修正します。
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vCenter Server マシンの再構成 6
仮想マシンは、ターゲット仮想環境内で起動できるように、インポートまたはエクスポート後に再構成が必要になる場合

があります。仮想環境が変更された場合やパフォーマンスを向上する場合も、仮想マシンを再構成する必要がある場合が

あります。

注意   Windows XP 以降を実行する仮想マシンのみを再構成できます。Windows 以外のオペレーティング システムを
実行する仮想マシンは再構成できません。

再構成タスクを作成する場合、次の再構成処理の手順のうち、どれを実行するかを選択できます。

n VMware Tools のインストール

n Windows ゲスト OS の設定のカスタマイズ

n システムの復元チェックポイントの削除

n 仮想マシンの再構成

開始する前に

再構成するソース マシンをパワーオフします。

手順

1 Sysprep ファイルの保存 (P. 78)

Windows Server 2003 または Windows XP を実行する仮想マシンのゲスト OS をカスタマイズするには、vCenter
Converter Server を実行するマシン上の指定された場所に Sysprep ファイルを保存する必要があります。

2 仮想マシンの再構成ウィザードの起動 (P. 78)

vCenter Converter の[仮想マシンの再構成]ウィザードを使用して、選択した仮想マシンに対する再構成タスクを
選択します。再構成タスクを開始するには、ウィザードのステップを完了する必要があります。

3 ソース仮想マシンに関する詳細の表示 (P. 79)

再構成の処理を続ける前に、再構成するよう選択した仮想マシンに関する詳細を表示できます。

4 再構成のオプションの選択 (P. 79)

再構成タスクを作成する場合、再構成処理のどの手順を実行するかを選択できます。

5 再構成タスクの確認と送信 (P. 83)

ウィザードのサマリ ページで設定を確認したあと、前に戻って設定を変更したり、タスクを送信したりできます。
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Sysprep ファイルの保存

Windows Server 2003 または Windows XP を実行する仮想マシンのゲスト OS をカスタマイズするには、vCenter
Converter Server を実行するマシン上の指定された場所に Sysprep ファイルを保存する必要があります。

開始する前に

ソース マシンのオペレーティング システムに対応する Sysprep ファイルをダウンロードする必要があります。

手順

u ターゲット OS またはゲスト OS 用に指定した場所に、Sysprep ファイルを保存します。

オプション 説明

Windows Server 2003 （32 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥svr2003

Windows Server 2003 （64 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥svr2003-64

Windows XP （32 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥xp

Windows XP （64 ビット） Windows の Sysprep ファイルの場所： %ALLUSERSPROFILE%
¥Application Data¥VMware¥VMware vCenter Converter
¥sysprep¥xp-64

 

これで、vCenter Converter により、Windows Server 2003 （32 ビットおよび 64 ビット）、および Windows XP （32
ビットおよび 64 ビット） オペレーティング システムをカスタマイズできます。

次に進む前に

ユーザーは、[仮想マシンの再構成]ウィザードを使用して、Windows ゲスト OS をカスタマイズできます。

仮想マシンの再構成ウィザードの起動

vCenter Converter の[仮想マシンの再構成]ウィザードを使用して、選択した仮想マシンに対する再構成タスクを選択し
ます。再構成タスクを開始するには、ウィザードのステップを完了する必要があります。

手順

u 任意のインベントリまたはタスク ビューで、パワーオフ状態の仮想マシンを右クリックします。 [再構成]  を選択して、
[仮想マシンの再構成]ウィザードを起動します。

次に進む前に

これで、カスタマイズ処理を開始する準備ができました。
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ソース仮想マシンに関する詳細の表示

再構成の処理を続ける前に、再構成するよう選択した仮想マシンに関する詳細を表示できます。

手順

1 仮想マシンの再構成ページで、 [ソースの詳細を表示]  をクリックすると、選択した仮想マシンに関する詳細を表示
できます。

[マシン詳細]ウィンドウが表示され、その仮想マシンのゲスト OS およびハードウェア構成の詳細を表示します。

2 [次へ]  をクリックして、再構成処理に進みます。

再構成のオプションの選択

再構成タスクを作成する場合、再構成処理のどの手順を実行するかを選択できます。

手順

1 オプション ページで、実行する再構成手順を 1 つ以上選択します。

オプション 説明

ターゲット仮想マシンへの VMware Tools
のインストール

VMware Tools をインストールして、ターゲット仮想マシンのパフォーマンスを強化
します。

仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ Windows XP 以降のゲスト OS をカスタマイズして、仮想マシンがターゲットの環
境ですぐに実行できるようにします。

ターゲットでシステムの復元のチェックポイ

ントを削除

ターゲットの仮想マシンから、システムの復元チェックポイントを削除します。

ターゲット仮想マシンを再構成 仮想マシンのドライバを更新して、仮想環境で仮想マシンを起動できるようにします。

 

2 [次へ]  をクリックします。

次に進む前に

選択した再構成オプションに応じて、ゲスト OS のカスタマイズ、または[仮想マシンの再構成]ウィザードのサマリ ペー
ジの表示のいずれかを行うことができます。

vCenter Server 仮想マシンへの VMware Tools のインストール

VMware Tools をインストールして、ゲスト OS のグラフィック パフォーマンスを向上します。ほかにも、アプリケー
ション間でのポインタの獲得と解放の自動化、ゲストとホストの間でのコピーと貼り付け、マウス パフォーマンスの向上
などの拡張機能が得られます。

再構成中の仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

手順

u [仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [ターゲットの仮想マシンに VMware Tools をインストール]
を選択して、 [次へ]  をクリックします。

vCenter Converter は、再構成された仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

次に進む前に

選択した再構成オプションに応じて、ゲスト OS のカスタマイズ、または[仮想マシンの再構成]ウィザードのサマリ ペー
ジの表示のいずれかを行うことができます。
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Windows ゲスト OS のカスタマイズ

再構成タスクの一環として、Windows XP 以降を実行するゲスト OS をカスタマイズできます。

開始する前に

vCenter Converter Server を実行するマシンの %ALLUSERSPROFILE%¥Application Data¥VMware
¥VMware vCenter Converter¥sysprep に、Sysprep ファイルを保存します。ほかのオペレーティング システムの
Sysprep ファイルの場所については、「Sysprep ファイルの保存 (P. 78)」 を参照してください。

[仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ]  を選択します。
[次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

仮想マシンの ID のカスタマイズ

仮想ネットワークで仮想マシンを識別するには、仮想マシンの名前、所有者、および組織名を編集し、新しいセキュリティ ID
を作成することでカスタマイズします。

開始する前に

[仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ]  を選択します。
[次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [コンピュータ情報]  を選択します。

2 ゲスト OS の ID をカスタマイズします。

a [コンピュータ名]  テキスト ボックスに、ネットワーク上の仮想マシンを識別するためのコンピュータ名を指定
します。

使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフン （-） です。アンダースコア （_） は標準的では
ありませんが、vCenter Converter では使用できます。コンピュータ名は、15 文字以下にするか、数字のみで
構成します。

b [所有者名]  テキスト ボックスに、仮想マシンの所有者の名前を入力します。

使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、およびハイフン （-） です。アンダースコア （_） は標準的では
ありませんが、vCenter Converter では使用できます。所有者名は、63 文字以下にするか、数字のみで構成し
ます。

c [組織]  フィールドに組織名を入力します。

出力可能な文字をすべて使用できます。最大 63 文字です。

3 (オプション) 新しいセキュリティ ID を作成するには、 [新規セキュリティ ID （SID） の生成]  を選択します。

デフォルトでは、Windows Vista システムと Longhorn のソースにはセキュリティ ID が選択されます。これを選
択解除することはできません。

4 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

再構成した仮想マシンの ID は、設定内容に応じて割り当てられます。

次に進む前に

これで、設定する別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして再構成タスクの概要を表示できます。 [次へ]  ボ
タンを使用できない場合、左の現在の設定リストから、このページ上で注意する必要があるほかの設定を確認します。
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Windows のライセンス情報の入力

ライセンスの対象となるゲスト OS システムを実行する、すべてのターゲット仮想マシンについて、ライセンス情報が入
力されていることを確認します。

開始する前に

[仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ]  を選択します。
[次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [Windows ライセンス]  を選択します。

2 ターゲット仮想マシンの  [製品 ID]  情報を入力します。

3 (オプション) ゲスト OS が Microsoft Windows Server 2003 または Microsoft Windows Server 2008 の場合は、
[サーバ ライセンス情報を含む]  を選択します。

4 [サーバ ライセンス モード]  オプションを選択します。

オプション 説明

シート単位 個別のユーザー ライセンス用です。

サーバ単位 同時実行のユーザー ライセンス用です。このオプションを選択する場合は、 [最大接
続数]  の値を指定します。

 

5 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

再構成タスクの完了時に、Windows ライセンス情報が再構成ソース マシンに保存されます。

次に進む前に

これで、設定する別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして再構成タスクの概要を表示できます。 [次へ]  ボ
タンを使用できない場合、左の現在の設定リストから、このページ上で注意する必要があるほかの設定を確認します。

タイム ゾーンの設定

仮想マシンを別のタイム ゾーンで使用するように変換する場合は、タイム ゾーンを設定できます。

開始する前に

[仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ]  を選択します。
[次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [タイム ゾーン]  を選択します。

2 ターゲットのタイム ゾーンを  [タイム ゾーン]  ドロップダウン メニューから選択します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

変換タスクの完了時に、再構成ソース マシンにタイム ゾーンが設定されます。

次に進む前に

これで、設定する別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして再構成タスクの概要を表示できます。 [次へ]  ボ
タンを使用できない場合、左の現在の設定リストから、このページ上で注意する必要があるほかの設定を確認します。
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ネットワーク アダプタの構成

仮想環境のネットワーク構成と連携するように、仮想マシンのネットワーク設定を変更できます。

ネットワーク アダプタを構成するためのオプションは、サポートされているすべてのカスタマイズ ソースで使用できます。

開始する前に

[仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ]  を選択します。
[次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [ネットワーク インターフェイス設定]  を選択します。

2 ネットワーク アダプタを選択し、 [カスタマイズ]  をクリックしてプロパティを構成します。

a [全般] タブで、IP アドレスと DNS サーバ アドレスを手動で入力します。

b [DNS]  タブで、DNS サフィックスを入力して DNS 接続を指定します。

c DNS サフィックスを入力して、 [追加]  をクリックします。

DNS サフィックスは複数追加できます。

d 複数の DNS サフィックスを入力する場合は、 [上へ移動]  と  [下へ移動]  を使用して、ゲスト OS が使用する接
続の順序を指定します。

e [WINS]  タブで、テキスト ボックスにプライマリ WINS IP アドレスとセカンダリ WINS IP アドレスを入力します。

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

パワーオン状態になると、再構成した仮想マシンで指定されたネットワーク設定が使用されます。

次に進む前に

これで、設定する別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして再構成タスクの概要を表示できます。 [次へ]  ボ
タンを使用できない場合、左の現在の設定リストから、このページ上で注意する必要があるほかの設定を確認します。

ワークグループまたはドメインの詳細の割り当て

仮想マシンが参加するワークグループまたはドメインを再構成できます。

開始する前に

[仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [仮想マシンのゲスト環境設定をカスタマイズ]  を選択します。
[次へ]  をクリックして、使用できるカスタマイズ オプションを表示し、調整します。

手順

1 カスタマイズ ページで、オプションのリストから  [ワークグループ/ドメイン]  を選択します。

2 仮想マシンがターゲット ネットワークに参加する方法を選択します。

オプション 説明

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

Windows サーバのドメイン テキスト ボックスに必ず値を設定します。使用できる文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、
スペース、ピリオド、およびハイフン （-） です。ピリオドで区切られた各ラベルの
長さは最大 63 文字です。テキスト文字列全体の長さは最大 254 文字です。ユーザー
の認証情報が必要です。

 

3 設定を保存するには、オプションのリストから別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックします。

再構成した仮想マシンが指定したワークグループおよびドメイン サーバに接続されます。
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次に進む前に

これで、設定する別のオプションを選択するか、 [次へ]  をクリックして再構成タスクの概要を表示できます。 [次へ]  ボ
タンを使用できない場合、左の現在の設定リストから、このページ上で注意する必要があるほかの設定を確認します。

システムの復元チェックポイントの削除

新しくインポートしたソース マシンのシステムの復元チェックポイントを削除すると、変換前の状態に戻すことができな
くなります。その他の再構成ソース マシンの場合、システムの復元チェックポイントを削除して不要なデータを削除すると、
ディスク領域の節約になります。

手順

u [仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [ターゲットでシステムの復元のチェックポイントを削除]
を選択し、 [次へ]  をクリックします。

システムの復元チェックポイントが再構成ソース マシンから削除されます。

次に進む前に

選択した再構成オプションに応じて、ゲスト OS のカスタマイズ、または[仮想マシンの再構成]ウィザードのサマリ ペー
ジの表示のいずれかを行うことができます。

デバイス ドライバの更新

新しくインポートした仮想マシンがターゲット仮想環境内で適切に起動しない場合、デバイス ドライバを更新するように
再構成を試みます。

手順

u [仮想マシンの再構成]ウィザードのオプション ページで、 [ターゲット仮想マシンを再構成]  を選択して、 [次へ]  を
クリックします。

vCenter Converter で再構成ソース上のデバイス ドライバが更新され、仮想環境で動作するようになります。

次に進む前に

選択した再構成オプションに応じて、ゲスト OS のカスタマイズ、または[仮想マシンの再構成]ウィザードのサマリ ペー
ジの表示のいずれかを行うことができます。

再構成タスクの確認と送信

ウィザードのサマリ ページで設定を確認したあと、前に戻って設定を変更したり、タスクを送信したりできます。

手順

1 ターゲット仮想マシンの設定の概要を確認します。

2 [終了]  をクリックして、再構成タスクを送信します。

最近のタスク リストと  [タスクおよびイベント]  タブに、そのタスクが表示されます。 [タスクの進捗状況]  タブで、進
捗状況を参照できます。

次に進む前に

再構成タスクの詳細を表示するには、タスクを右クリックし、 [サマリの表示]  を選択します。
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vCenter Converter のタスクの管理 7
vSphere Client のあらゆるタスクを管理するのと同じ方法で vCenter Converter のタスクを管理できます。タスクを送
信すると、最近のタスク リストに表示されます。実行中のインポート タスク、エクスポート タスク、または再構成タス
クを監視、コピー、またはキャンセルできます。インポートまたはエクスポート タスクをスケジュール設定した場合は、
すぐにタスクを実行したり、タスクのスケジュール変更や再構成を行なったり、スケジュール設定タスク リストからタス
クを削除したりすることができます。

タスク管理の一般的な情報については、『vSphere データ センター管理ガイド』 を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Converter のタスクの表示と監視 (P. 85)

n スケジュール設定済みのインポートおよびエクスポート タスクの管理 (P. 88)

n vCenter Converter のログ ファイルの収集 (P. 90)

vCenter Converter のタスクの表示と監視

vSphere Client には、実行中、完了、またはスケジュール設定済みの vCenter Converter タスクを監視する方法が複数
あります。

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

n 最近のタスク パネルには、インベントリ オブジェクトすべての現在のタスクと最近完了したタスクが一覧で表示さ
れます。

n [スケジュール設定タスク]  ビューには、インベントリ オブジェクトすべてのスケジュール設定済みタスクが一覧で
表示されます。

n インベントリ オブジェクトのタスク ステータスの監視 (P. 86)

vCenter Converter を使用すると、vSphere Client で変換タスクのステータスを監視できます。タスクが、待機中、
処理中、正常完了、または失敗のどのステータスにあるか確認できます。

n 完了した変換タスクまたは現在の変換タスクの表示 (P. 86)

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

n タスクの詳細の表示 (P. 87)

タスク詳細ペインまたはタスク サマリ ダイアログ ボックスで、特定のタスクの詳細情報を表示できます。
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n 既存の変換タスクのコピー (P. 87)

タスクのステータスを問わず、変換タスク （スケジュール設定済みのタスクを含む） をコピーすることにより、新
しいタスクを作成できます。タスクをコピーすると、情報をウィザードに再入力せずに、元のタスクの情報を再利

用して変更できます。

n タスクのキャンセル (P. 87)

待機中または処理中の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、失敗したことを表すラベルと、

ユーザーがタスクをキャンセルしたことを表すメッセージが付けられます。

インベントリ オブジェクトのタスク ステータスの監視

vCenter Converter を使用すると、vSphere Client で変換タスクのステータスを監視できます。タスクが、待機中、処
理中、正常完了、または失敗のどのステータスにあるか確認できます。

開始する前に

タスクをタスク リストで確認するには、インポート、エクスポート、再構成のいずれかのタスクを作成する必要があります。

手順

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

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

3 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]  タブをクリックします。

4 [タスク]  をクリックします。

表 7-1 に示すように、タスクのステータスが各アイコンで示されます。

表 7-1.  タスクのステータス

アイコン 説明

タスクが正常に完了しました。

タスクが失敗しました。詳細については、タスクの詳細を参照して

ください。

タスクは待機中または処理中です。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 リソースを使用できるようになったときに実行されます。処理
中のタスクにはステータス バーが表示され、進捗状況が示されます。

完了した変換タスクまたは現在の変換タスクの表示

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

手順

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

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

最近のタスク パネルに、インポート、エクスポート、または再構成の各タスクのうち、最近完了したタスクまたは現在の
タスクについての情報が表示されます。
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タスクの詳細の表示

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

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

ます。ログ ファイルは一時的なものです。失敗した場合は、できるだけ早くログ ファイルにアクセスして内容を確認し
てください。

開始する前に

変換タスクの詳細を表示する前に、そのタスクが進行中であることを確認します。

手順

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

タスク サマリ ウィンドウが開きます。

次に進む前に

[サマリ]  タブに、ソースおよびターゲット システムの情報が表示されます。 [タスクの進捗状況]  タブに、タスクのステー
タス情報が表示されます。

既存の変換タスクのコピー

タスクのステータスを問わず、変換タスク （スケジュール設定済みのタスクを含む） をコピーすることにより、新しい
タスクを作成できます。タスクをコピーすると、情報をウィザードに再入力せずに、元のタスクの情報を再利用して変更

できます。

手順

n 実行中のタスクまたはキャンセルしたタスクをコピーするには、最近のタスク パネルでタスクを右クリックして  [新
規としてコピー]  を選択します。

n スケジュールが設定された実行中でないインポートまたはエクスポート タスクをコピーするには、スケジュール設
定タスク リストでタスクを右クリックして  [新規としてコピー]  を選択します。

元のタスクに関連付けられているウィザードが起動します。たとえば、元のタスクがエクスポート タスクの場合は、[仮
想マシンのエクスポート] ウィザードが起動します。

次に進む前に

関連するウィザードでインポートまたはエクスポートの設定を変更し、タスクを送信します。

タスクのキャンセル

待機中または処理中の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、失敗したことを表すラベルと、ユーザー

がタスクをキャンセルしたことを表すメッセージが付けられます。

手順

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

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

タスクがキャンセルされ、最近のタスク リストに失敗と表示されます。
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スケジュール設定済みのインポートおよびエクスポート タスクの管理

スケジュール設定済みのインポートおよびエクスポート タスクは、コピー、削除、再構成、およびスケジュールの変更を
行うことができます。また、実行中のスケジュール設定タスクをキャンセルすることもできます。

n スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの即時実行 (P. 88)

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

定タスクをただちに実行するよう選択できます。スケジュール設定タスクをただちに実行すると、スケジュール設

定タスクのリストからそのタスクが削除されます。

n スケジュール設定済みのインポートおよびエクスポート タスクの監視 (P. 88)

どのインポートおよびエクスポート タスクがスケジュール設定されているか、また、各タスクが最後に実行された
のはいつかについて確認できます。

n スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの編集 (P. 89)

インポートまたはエクスポート タスクが開始する時間を変更する場合、スケジュールを変更できます。

n スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの複製 (P. 89)

スケジュール設定済みのタスクのコピーを新しく作成することにより、ソース マシンまたはターゲットのタイプを
変更したり、ターゲット仮想マシンのハードウェアおよびソフトウェアの設定を変更したり、新しい時間にスケ

ジュールを設定したりすることができます。

n スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの削除 (P. 90)

vCenter Server のスケジュール設定タスクのリストから、スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート
タスクを削除できます。

スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの即時実行

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

クをただちに実行するよう選択できます。スケジュール設定タスクをただちに実行すると、スケジュール設定タスクのリ

ストからそのタスクが削除されます。

開始する前に

タスクをただちに実行するには、少なくとも 1 つのインポートまたはエクスポート タスクがスケジュール設定されている
必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [表示]  -  [マネージメント ツール]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択します。

2 タスクを右クリックして  [実行]  を選択します。

タスクは、ただちに実行されるか、タスクを実行するだけのリソースが使用できるようになるまで待機します。また、そ

のタスクは、スケジュール設定タスクのリストから削除されます。

次に進む前に

関連するウィザードでインポートまたはエクスポートの設定を変更し、タスクを送信します。

スケジュール設定済みのインポートおよびエクスポート タスクの監視

どのインポートおよびエクスポート タスクがスケジュール設定されているか、また、各タスクが最後に実行されたのはい
つかについて確認できます。

開始する前に

すべてのインポートおよびエクスポート タスクに詳細なタスク名と説明を設定し、ほかのスケジュール設定タスクと区別
できるようにする必要があります。
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手順

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

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

すべてのスケジュール設定タスクの詳細なリストが表示されます。

次に進む前に

スケジュール設定タスク リストで、すべてのインポートおよびエクスポート タスクのステータスを監視できます。

スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの編集

インポートまたはエクスポート タスクが開始する時間を変更する場合、スケジュールを変更できます。

開始する前に

vCenter Server のスケジュール設定タスクのリストに、少なくとも 1 つのインポートまたはエクスポート タスクがある
必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [表示]  -  [マネージメント ツール]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択します。

2 リストから、スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクを右クリックし、 [プロパティ]  を選択
します。

[タスクのスケジュール設定]ウィザードが開きます。

3 タスクのスケジュール設定ページで、インポートまたはエクスポート タスクに新しい時間を割り当てて、 [次へ]  を
クリックします。

4 サマリ ページで  [終了]  をクリックします。

再設定したスケジュールの時間が、次回実行列に表示されます。

スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの複製

スケジュール設定済みのタスクのコピーを新しく作成することにより、ソース マシンまたはターゲットのタイプを変更し
たり、ターゲット仮想マシンのハードウェアおよびソフトウェアの設定を変更したり、新しい時間にスケジュールを設定

したりすることができます。

開始する前に

vCenter Server のスケジュール設定タスクのリストに、少なくとも 1 つのインポートまたはエクスポート タスクがある
必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [表示]  -  [マネージメント ツール]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択します。

2 リストから、スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクを右クリックし、 [新規としてコピー]
を選択します。

3 ウィザードを完了して新しいスケジュール設定タスクを構成します。

[終了]  をクリックすると、空の仮想マシンが作成されます。実際の変換は設定したスケジュールの時間に開始されます。
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スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクの削除

vCenter Server のスケジュール設定タスクのリストから、スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タス
クを削除できます。

vCenter Server がまだ実行していない、スケジュール設定済みのインポートまたはエクスポート タスクのみを削除できます。

開始する前に

vCenter Server のスケジュール設定タスクのリストに、少なくとも 1 つのインポートまたはエクスポート タスクがある
必要があります。

手順

1 vSphere Client で、 [表示]  -  [マネージメント ツール]  -  [スケジュール設定タスク]  を選択します。

2 リストで、タスクを右クリックして  [削除]  を選択します。

3 確認ダイアログ ボックスで  [はい]  をクリックします。

選択したタスクがリストから削除されます。新しいスケジュール設定タスクを送信したときに vCenter Converter が作
成した空の仮想マシンも削除されます。

vCenter Converter のログ ファイルの収集

vCenter Converter のログ ファイルには、vCenter Converter 環境でのアクティビティに関する情報が含まれています。
当社のテクニカル サポートでは、vCenter Converter の使用中に発生する問題の解決に役立てるため、これらのファイ
ルの提出を依頼することがあります。

vSphere 環境で、ほかのコンポーネントのログ情報を収集する方法については、vSphere 4.1 のドキュメントを参照して
ください。

vCenter Converter のログをエクスポートする方法は、いくつかあります。

n vCenter Converter の最近のログ ファイルのエクスポート (P. 91)

クエリや検証エラーによって vCenter Converter ウィザードを完了できない場合、ウィザードで最後に行われた
アクションの診断情報を取得できます。

n タスクのログ ファイルのエクスポート (P. 91)

vSphere Client タスク リスト内のタスクを右クリックすると開くポップアップ メニューを使用して、過去の変換
や再構成タスクのログ ファイルをエクスポートできます。

n vCenter Converter のすべてのログ ファイルのエクスポート (P. 92)

vSphere Client の  [管理]  メニューを使用して、vCenter Converter サーバ マシンの使用可能なログ ファイルを
すべて取得できます。
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vCenter Converter の最近のログ ファイルのエクスポート

クエリや検証エラーによって vCenter Converter ウィザードを完了できない場合、ウィザードで最後に行われたアクショ
ンの診断情報を取得できます。

手順

1 vCenter Converter ウィザードで、ヘルプ ボタンの横にある  [診断ログのエクスポート...]  をクリックします。

[エクスポート先]ウィンドウが開き、ログ ファイルを zip アーカイブとして保存するプロンプトが表示されます。

2 (オプション) .zip アーカイブを保存する場所に移動します。

デフォルトでは、ログ ファイルは vCenter Converter クライアントを実行しているシステム上の、現在のユーザー
プロファイル内に保存されます。

3 .zip アーカイブの名前を入力し、 [保存]  をクリックします。

ログ情報は、選択した場所に .zip アーカイブとして保存されます。

次に進む前に

これで、アーカイブからログ ファイルを展開するか、当社のテクニカル サポートに .zip アーカイブを送信できます。

タスクのログ ファイルのエクスポート

vSphere Client タスク リスト内のタスクを右クリックすると開くポップアップ メニューを使用して、過去の変換や再構
成タスクのログ ファイルをエクスポートできます。

手順

1 vSphere Client の最近のタスク リストで、完了した変換または再構成タスクを右クリックして  [ログのエクスポート...]
を選択します。

[エクスポート先]ウィンドウが開き、ログ ファイルを .zip アーカイブとして保存するプロンプトが表示されます。

2 (オプション) .zip アーカイブを保存する場所に移動します。

デフォルトでは、ログ ファイルは vCenter Converter クライアントを実行しているシステム上の、現在のユーザー
プロファイル内に保存されます。

3 .zip アーカイブの名前を入力し、 [保存]  をクリックします。

ログ情報は、選択した場所に .zip アーカイブとして保存されます。

次に進む前に

これで、アーカイブからログ ファイルを展開するか、当社のテクニカル サポートに .zip アーカイブを送信できます。
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vCenter Converter のすべてのログ ファイルのエクスポート

vSphere Client の  [管理]  メニューを使用して、vCenter Converter サーバ マシンの使用可能なログ ファイルをすべて
取得できます。

手順

1 vSphere Client の管理メニューから、 [vCenter Converter のログのエクスポート...]  を選択します。

[エクスポート先]ウィンドウが開き、ログ ファイルを zip アーカイブとして保存するプロンプトが表示されます。

2 (オプション) .zip アーカイブを保存する場所に移動します。

デフォルトでは、ログ ファイルは vCenter Converter クライアントを実行しているシステム上の、現在のユーザー
プロファイル内に保存されます。

3 .zip アーカイブの名前を入力し、 [保存]  をクリックします。

ログ情報は、選択した場所に .zip アーカイブとして保存されます。

次に進む前に

これで、アーカイブからログ ファイルを展開するか、当社のテクニカル サポートに .zip アーカイブを送信できます。
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