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本章では、『基本システム管理』の内容について解説し、VMware®のテクニカル リ
ソースおよびエデュケーション リソースについて紹介します。

本章の内容は、以下のとおりです。

本書について（P.13）

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース（P.15）

本書について
本書『基本システム管理』では、VMware インフラストラクチャ クライアント コン
ポーネントの起動方法および停止方法、VMware インフラストラクチャ環境の構築方
法、コンポーネント情報の監視方法および管理方法、VMware インフラストラクチャ
環境を使用したユーザーやグループのロールおよび許可の設定方法について解説しま
す。また、データセンターにおける仮想マシンの管理、作成、構成に関する情報も提
供します。

さらに、システム内で実行できるさまざまなタスクを簡単に紹介し、これらのタスク
のすべてについて詳細に解説するドキュメントのクロス リファレンスを提供します。

改訂履歴
本書は、各製品のリリース時、または必要に応じて改訂されます。改訂されたバー
ジョンには、大小の変更が加えられています。表 P-1 は、本書の改訂履歴です。

はじめに
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対象読者
本書に記載されている情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経
験をお持ちのユーザーで、仮想マシン テクノロジ データセンター操作に詳しい方を
対象としています。

本書へのフィードバック 
本マニュアルに関するコメントがございましたら、下記の電子メールアドレスまで
フィードバックをお寄せください。

docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure ドキュメント
VMware Infrastructure ドキュメントは、VirtualCenter ドキュメントと ESX Server ド
キュメントのセットを組み合わせて構成されています。

本書の最新バージョンおよびその他のマニュアルは、以下のWebサイトでご覧いた
だけます。

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

スタイル
本書では、表 P-2 のスタイル規則を使用しています。

表 P-1.  改訂履歴

リビジョン 説明

20060615 VMware Infrastructure 3『基本システム管理』の ESX Server 3.0 および
VirtualCenter 2.0 バージョンです。本書の初版です。

20060921 VMware Infrastructure 3『基本システム管理』の ESX Server 3.0.1 および
VirtualCenter 2.0.1 バージョンです。 仮想マシン テンプレート、新規仮想
マシン ウィザード、移行情報に関する軽度の変更が含まれています。

表 P-2.  本書で使用されるスタイル規則 

スタイル 目的

青字（オンラインのみ） 相互参照、Webアドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO 
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO 
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

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


VMware, Inc. 15

はじめに

 

グラフィックで使用される略語
本書のグラフィックでは、表 P-3 にリスト表示されている略語が使用されます。

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。

セルフサービス サポート
VMware Technology Network（VMTN）を使用して、セルフ ヘルプ ツールおよび技術
情報にアクセスしてください。

製品情報  http://www.vmware.com/products/

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

<山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

表 P-2.  本書で使用されるスタイル規則 （続き）

スタイル 目的

表 P-3.  略語

略語  説明

VC VirtualCenter

VI Virtual Infrastructure Client

サーバ VirtualCenter Server

データベース VirtualCenter データベース

ホスト n VirtualCenter の管理対象ホスト

VM# 管理ホスト上の仮想マシン

ユーザー # アクセス許可を持つユーザー

ディスク # 管理ホスト用のストレージ ディスク

データストア 管理ホスト用のストレージ

SAN 管理対象ホスト間で共有されるストレージ エリア ネットワーク タイプ
のデータストア

tmplt テンプレート

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

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

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

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

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

VMware Technology Network の詳細については、http://www.vmtn.netをご覧ください。

オンライン サポートおよび電話サポート
テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録
は、オンラインで行うことができます。詳しくは、http://www.vmware.com/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。詳しくは、 
http://www.vmware.com/support/phone_support.htmlをご覧ください。

サポート サービス
ヴイエムウェアのサポート サービスがお客様のビジネス ニーズにどのように対応で
きるかをご確認ください http://www.vmware.com/support/servicesをご覧ください。

ヴイエムウェア エデュケーション サービス
当社が提供する有償トレーニングでは、広範なハンズオンラボや事例の紹介をいたし
ます。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供していま
す。詳しくはヴイエムウェアWebサイトにある VMware Education Services のページ
（http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
http://www.vmware.com/support/kb
http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
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1

この章では、ESX Server または VirtualCenter Server を介して仮想マシンを管理する場
合に使用する、VMware インフラストラクチャのコンポーネントおよび操作を紹介し
ます。

この章の内容は、以下のとおりです。

2種類の仮想マシン管理アプローチ（P.19）

VMware インフラストラクチャ コンポーネント（P.21）

Virtual Infrastructure Client のインターフェイス（P.23）

オプションの VirtualCenter コンポーネント（P.23）

管理コンポーネント（P.24）

機能コンポーネント（P.26）

アクセス権コンポーネント（P.27）

2 種類の仮想マシン管理アプローチ
Virtual Infrastructure Client（VI クライアント）は、仮想マシンを管理するための柔軟
で構成可能なソリューションです。仮想マシンは、主に次の 2種類の方法で管理し
ます。

ESX Server（単一ホストまたはスタンドアロン ホスト）にインストールされてい
る仮想マシンおよびそのリソースのみを管理できる ESX Server による直接管理。

多数の ESX Server ホストに配布された複数の仮想マシンおよびそのリソースを管
理する VirtualCenter Server による管理。

VMware インフラストラクチャ
のコンポーネント 1
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次の図は、ESX Server の仮想インフラストラクチャ コンポーネントを示しています。

図 1-1.  ESX Server を使用する場合の VMware インフラストラクチャコンポーネント

次の図は、VirtualCenter Server の仮想インフラストラクチャ コンポーネントを示して
います。

図 1-2.  VirtualCenter Server を使用する場合の VMware インフラストラクチャ  
コンポーネント

データストア

VM VM VM

VI クライアント

ホスト エージェント

VI クライアント

ESX Server ホスト

VC
データベース

共有
データストアデータストア

VM VM VM

VirtualCenter
エージェント

VirtualCenter
Server

VirtualCenter
ライセンス サーバ

VirtualCenter
エージェント

VirtualCenter
エージェント

VM VM VM VM VM VM

VI クライアント VI クライアント

ESX Server ホスト ESX Server ホスト ESX Server ホスト

VI クライアント VI クライアント VI クライアント
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VMware インフラストラクチャ コンポーネント
VMware インフラストラクチャ環境を実行するには、次のアイテムが必要です。

ESX Server　物理マシンの全機能を、一体となって実行する構成ファイルとディ
スク ファイルのセットとして仮想マシンを作成するために使用する仮想化プ
ラットフォーム。 

ユーザーは、ESX Server を介して仮想マシンの実行、オペレーティング システム
のインストール、アプリケーションの実行、仮想マシンの構成を行います。構成
には、ストレージ デバイスなど仮想マシンのリソースの指定も含まれます。

そのサーバは、ブートストラッピング、管理、仮想マシンを管理するその他の
サービスを提供するリソース マネージャとサービス コンソールと連携します。  

各 ESX Server は、VI クライアントを管理目的で使用できます。 ESX Server が
VirtualCenter 管理サーバに登録されているホストの場合、VirtualCenter 機能を提
供する Virtual Infrastructure Client を管理目的で使用できます。

VirtualCenter　ネットワークに接続されている VMware ESX Server ホストの一元
的なアドミニストレータとして機能するサービス。VirtualCenter は、仮想マシン
および仮想マシンのホスト（ESX Server ホスト）上でのアクションを指示します。

VirtualCenter 管理サーバ（VirtualCenter Server）　VirtualCenter のコアとして機
能します。VirtualCenter Server は、単一のWindows サービスです。自動的に実
行するようにインストールされています。 VirtualCenter Server は Windows サー
ビスとしてバックグラウンドで継続的に実行します。接続しているVI クライアン
トや VirtualCenter Server が配置されているコンピュータにログオンしている
ユーザーがいない場合でも、監視アクティビティや管理アクティビティを実行し
ます。 VirtualCenter Server には、すべての管理対象ホストへのアクセスおよび VI
クライアントが実行しているすべてのマシンからのネットワークアクセスが必要
です。

VirtualCenter データベース　VirtualCenter 環境で管理される各仮想マシン、ホス
ト、ユーザーのステータスを保持する永続的なストレージ領域です。
VirtualCenter データベースは、VirtualCenter Server マシンに対してリモートまた
はローカルに配置できます。 

このデータベースは、VirtualCenter のインストール中にインストールされ、構成
されます。 

VirtualCenter Server および関連付けられている VI クライアント経由ではなく、
ESX Server から直接 VI クライアントにアクセスする場合は、VirtualCenter データ
ベースを使用しません。

データストア　仮想マシンの作成時に指定される、仮想マシン ファイルの格納
場所です。 データストアは、サーバのローカル SCSI ディスク上の VMFS ボリュー
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ム、ファイバ チャネル SANディスク アレイ、iSCSI SAN ディスク アレイ、NAS
（ネットワーク接続型ストレージ）などさまざまなストレージ オプションの特異
性を隠し、仮想マシンに必要なさまざまなストレージ製品に対して統一モデルを
提供します。 

VirtualCenter エージェント　各管理ホスト上で、VirtualCenter Server から受け
取ったアクションを収集、通信、実行するソフトウェアです。 VirtualCenter 
Agent は、VirtualCenter インベントリにいずれかの ESX Server ホストが初めて追
加されたときにインストールされます。

ホスト エージェント　各管理ホスト上で、VI クライアント経由で受け取ったアク
ションを収集、通信、実行するソフトウェアです。 ESX Server がインストールさ
れるときにその一部としてインストールされます。

VirtualCenter ライセンス サーバ　仮想マシンのパワーオンなど、VirtualCenter お
よび ESX Server で実行するほとんどの操作に必要なソフトウェア ライセンスを
格納するサーバです。 

VirtualCenter および ESX Server では、2種類のライセンスモード （ライセンス 
サーバベースおよびホストベース）がサポートされています。ホストベースのラ
イセンス モードでは、ライセンス ファイルが個別の ESX Server ホストに格納さ
れます。ライセンス サーバベースのライセンス モードでは、ライセンス ファイ
ルがライセンス サーバに格納され、1台または複数のホストでこれらのライセン
スを使用できます。ホストベースおよびライセンス サーバベースのライセンス
の両方を使用する混在環境を実行することも可能です。

VirtualCenter および VMotion など VirtualCenter を必要とする機能では、ライセン
ス サーバベースのモードでライセンスを設定する必要があります。ESX Server 特
有の機能は、ライセンス サーバベースまたはホストベースのいずれかのモード
でライセンスを設定できます。

これらのコンポーネントのインストールに関する詳細については、『インストー
ルおよびアップグレード ガイド』を参照してください。ESX Server の構成に関す
る詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。
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Virtual Infrastructure Client のインターフェイス
Virtual Infrastructure Client には、次のインターフェイス オプションがあります。

Virtual Infrastructure Client（VI クライアント）　必須コンポーネントであり、仮
想マシンおよび仮想マシンのリソースとホストの作成、管理、監視を行うプライ
マリ インターフェイス。仮想マシンへのコンソール アクセスも提供します。

VI クライアントは、ESX Server または VirtualCenter Server インストールへのネッ
トワーク アクセスを持つWindows マシンにインストールされます。この 
インターフェイスには、接続先のサーバのタイプによって多少異なるオプション
が表示されます。すべての VirtualCenter アクティビティは VirtualCenter Server
によって実行されますが、VirtualCenter Server の監視、管理、制御には VI クラ
イアントを使用する必要があります。単一の VirtualCenter Server または ESX 
Server で、同時に接続されている VI クライアントを複数サポートできます。

Virtual Infrastructure Web Access（VI Web Access）　Webインターフェイスを介
して、仮想マシンの基本的な管理や構成を実行し、仮想マシンへのコンソール 
アクセスを取得します。 ESX Server と共にインストールされます。VI クライアン
トと同様に、VI Web Access は ESX Server ホストと直接連携して、または
VirtualCenter を経由して機能します。詳細については、『Web Access 管理者ガイ
ド』を参照してください。

VMwareサービス コンソール　ESX Server 構成用のコマンドライン インターフェ
イスです。通常、ヴイエムウェアのテクニカル サポート担当者と一緒に使用します。

オプションの VirtualCenter コンポーネント
VirtualCenter には、次の追加機能があります。

VMotion　サービスに割り込むことなく、実行中の仮想マシンを別の ESX Server
に移動できるようにする機能です。ソース ホストおよびターゲット ホストの両
方にライセンスが必要です。VMotion のすべてのアクティビティは、
VirtualCenter Server によって一元管理されます。

VMware HA　クラスタに高可用性を提供する機能です。 ホストが停止すると、こ
のホスト上の仮想マシンがすぐに別のホストで再起動されます。

HA用のクラスタを有効にする場合、復元するホストの数を指定します。許容ホ
スト障害数を「1」に指定した場合、HAはホスト 1台分の障害を許容できる容
量をクラスタ全体で保持します。このホストで実行中のすべての仮想マシンは、
残りのホストで再起動できます。デフォルトでは、必要なフェイルオーバー容量
を侵害する場合には仮想マシンをパワーオンできません。詳細に関しては、『リ
ソース管理ガイド』を参照してください。



基本システム管理

24 VMware, Inc.

VMware DRS　ホストおよびリソース プール全体でのリソース割当てを効率化す
る機能です。 VMware DRS はクラスタ内のすべてのホストおよび仮想マシンのリ
ソース使用状況情報を収集し、次のいずれかの場合に推奨を表示したり仮想マ 
シンを移行したりします。

初期配置　クラスタ内の仮想マシンを初めてパワーオンした場合、DRS に
よって仮想マシンが配置されるか、または推奨が表示されます。 

ロード バランシング　DRS は、（VMotion で）仮想マシンを自動的に移行し
たり、仮想マシンの移行を推奨したりすることによって、クラスタ全体にお
けるリソース使用率の向上を試行します。

VMwareインフラストラクチャ SDK パッケージ　仮想インフラストラクチャの管
理用 API およびこれらの API について解説するドキュメントです。 SDK には、
VirtualCenter Web サービス インターフェイス、Webサービス記述言語
（WSDL）、およびサンプル ファイルも含まれています。VMware インフラストラ
クチャ SDK パッケージは、外部リンクから入手できます。SDK パッケージをダ
ウンロードするには、http://www.vmware.com/support/developerをご覧ください。

管理コンポーネント
VirtualCenter は、仮想インフラストラクチャおよび物理インフラストラクチャのさま
ざまなコンポーネントを監視し、管理します。 一部のコンポーネントは、何百もの仮
想マシンやその他のオブジェクトを編成する場合にも使用できます。 これらのコン
ポーネントの名前は、その役割を示すように変更できます。たとえば、企業の部署、
場所、機能の名前を設定できます。管理対象コンポーネントは、次のとおりです。

仮想マシンおよびテンプレート　ゲスト OS および関連アプリケーション ソフト
ウェアを実行できる、仮想化された x86 パーソナル コンピュータ環境です。 同一
の管理対象ホストマシンで、同時に複数の仮想マシンを操作できます。テンプ
レートは、指定された仮想マシンのタイプです。

ホスト　仮想マシンの配置先となるプライマリ コンポーネントです。 Virtual 
Infrastructure Client の接続先が VirtualCenter Server の場合、多数のホストが存在
する可能性があります。Virtual Infrastructure Client の接続先が ESX Server の場合
は、ホストが 1台のみです。

リソース プール　ホストのリソースを管理委任するための構造です。 リソース 
プールは、クラスタ内のリソースを区分するために使用されます。ホストまたは

注意 VirtualCenter がホストを参照する場合、仮想マシンを実行している物理マシンを
参照します。 VMware インフラストラクチャ環境にあるすべての仮想マシンは、
物理的に ESX Server ホスト上にあります。ホストとは、仮想マシンが配置されて
いる ESX Server ホストを指します。
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クラスタの直接の子として複数のリソース プールを作成し、そのリソース プー
ルを構成できます。次にこれらに対するコントロールを他の個人または組織に委
任します。管理対象リソースは、ホストまたはクラスタの CPUおよびメモリで
す。仮想マシンはリソース プール内で実行し、リソース プールのリソースを使
用します。

クラスタ　リソースと管理インターフェイスを共有する ESX Server ホストのグ
ループです。クラスタにホストを追加すると、ホストのリソースはクラスタのリ
ソースの一部になります。クラスタは、すべてのホストのリソースを管理しま
す。『リソース管理ガイド』を参照してください。

データストア　データセンター内で基礎になる物理ストレージ リソースの組み
合わせを仮想的に表したものです。 これらの物理ストレージ リソースは、サーバ
のローカル SCSI ディスク、ファイバ チャネル SAN ディスク アレイ、または 
NAS（ネットワーク接続型ストレージ）アレイです。

ネットワーク　仮想環境の仮想マシンを相互接続するネットワーク、または外部
の物理ネットワークとの接続を行うネットワークです。

フォルダ　オブジェクトをグループ化し、階層構造を編成するコンテナです。こ
れは非常に便利なだけではなく、許可の適用対象として自然な構造です。

フォルダのタイプは 3種類です。どのタイプのフォルダも、同一タイプの別の
フォルダおよびもう 1種類の別のタイプのオブジェクトを含むことができます。
次の 3種類のオブジェクトがあります。

データセンター

仮想マシン（テンプレートなど）

コンピューティング リソース（ホスト、クラスタなど）

データセンター フォルダはルート ノード直下に階層を形成し、ユーザーがこの
データセンターを任意の形式でグループ化できるようにします。各データセン
ター内には、仮想マシンまたはテンプレートのいずれかまたはその両方が含まれ
る 1階層のフォルダと、ホストやクラスタが含まれる 1階層のフォルダが存在
します。

データセンター　特定のオブジェクト タイプの編成に使用されるフォルダとは
異なり、データセンターは、仮想インフラストラクチャで機能する必要のあるす
べての異なるタイプのオブジェクト（ホスト、仮想マシン、ネットワーク、デー
タストア）が統合したものです。

データセンター内には、4つの異なる階層が存在します。ネットワークやデータ
センターをフォルダに収納することは不可能なので、これら 4つの階層は常に
フラットなリストです。

仮想マシン（およびテンプレート）
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ホスト（およびクラスタ）

ネットワーク

データストア

データセンターは、これらのオブジェクトの名前空間の境界として機能します。
したがって、同一のデータセンターにおいて 2つのオブジェクト（たとえば 2
台のホスト）が同一の名前を持つことはできませんが、別のデータセンターでは
2つのオブジェクトが同一の名前を持つことも可能です。名前空間のプロパティ
によって、VMotion はデータセンター内の互換性のある任意の 2台のホストで
許可されますが、パワーオフ状態の仮想マシンでも異なるデータセンターのホス
ト間では移動できません。データセンター間でホスト全体を移動することは許可
されます。

機能コンポーネント
機能コンポーネントは、タスクの監視および管理を行います。機能コンポーネント
は、VI クライアントのナビゲーション ボタンから使用できます。 以下のオプションが
あります。

インベントリ　VirtualCenter の監視対象オブジェクトすべてのビューです。 監視
対象オブジェクトには、データセンター、リソース プール、クラスタ、ネット
ワーク、データストア、テンプレート、ホスト、仮想マシンがあります。

スケジュール設定タスク　アクティビティと、アクティビティのスケジュールの
方法を示します。 VirtualCenter Server 経由でのみ使用できます。

イベント　VirtualCenter 環境で発生するすべてのイベントのリストです。 このナ
ビゲーション オプションを使用すると、すべてのイベントが表示されます。特
定のオブジェクトに関係するオブジェクトのみを表示するには、オブジェクト専
用パネルを使用します。

管理者　環境レベルの構成オプション リストです。 [ 管理者 ] オプションでは、 
[ ロール ] 、[ セッション ] 、[ ライセンス ] 、[ 診断 ] 、[ システム ログ ] の構成に
アクセスできます。ESX Server に接続している場合は、[ ロール ] オプションのみ
が表示されます。

マップ　VMware インフラストラクチャ環境のステータスや構造および管理対象
オブジェクトの関係をビジュアルに表示します。 マップの対象は、ホスト、ネッ
トワーク、仮想マシン、データストアなどです。VirtualCenter Server 経由でのみ
使用できます。

Virtual Infrastructure Client のアクティビティによって、次のようにさまざまな情報リ
ストが生成され、追跡されます。
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タスク　このアクティビティでは、スケジュール設定または開始が手動でされま
す。 タスクは、タスクに関連する問題を示すイベントメッセージを生成します。

イベント　仮想インフラストラクチャのアクティビティを報告するメッセージで
す。 イベント メッセージは、製品で事前に定義されています。

アラーム　選択したイベントに対して発生する特定の通知です。 いくつかのア
ラームは、製品デフォルトで定義されています。追加アラームを作成したり、選
択したインベントリ オブジェクトまたはすべてのインベントリ オブジェクトに
適用することができます。

ログ　選択したイベント メッセージに関係する、保存された参照情報です。 ログ
は、製品で事前に定義されています。選択したログが生成されるかどうかを選択
できます。

アクセス権コンポーネント
ユーザーは、VI クライアント経由で VirtualCenter または ESX Server にログオンしま
す。各ユーザーは、データセンターや仮想マシンなど、VMware インフラストラク
チャ環境内で選択したオブジェクトに対する権限や特権を持ったユーザーとして認識
されます。VirtualCenter Server 自体は、VMware インフラストラクチャ環境内のすべ
てのホストおよび仮想マシンに対する完全な権限および特権を持っています。 サーバ
は、実行権限を持ったユーザーからのアクションや要求のみを渡します。

サーバは、Virtual Infrastructure Client オブジェクト、データセンター、フォルダ、仮
想マシンそれぞれにアクセス権限を割り当てます。アクセス権を付与するためには、
各オブジェクトにロールおよびユーザー（またはグループ）を割り当てます。

許可を個別に割り当てるには、VI でユーザーとロールをペアにして、このペアを
Virtual Infrastructure Client オブジェクトに許可を割り当てます。

ユーザーおよびグループ　VirtualCenter では、ユーザーおよびグループは
Windows ドメインまたは Active Directory データベースを介して作成され、保持
されます。ユーザーおよびグループは、特権の割り当てプロセスによって
VirtualCenter に登録されるか、ESX Server で作成されて登録されます。

ロール　アクセス権および特権のセット。デフォルトで、ロールが選択されま
す。 ロールを作成し、特権の組み合わせを各ロールに割り当てることも可能です。
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『基本システム管理』は、Virtual Infrastructure Client（VI クライアント）および仮想マ
シンを構成するために実行する必要のあるタスクについて解説しています。『基本シ
ステム管理』に記載されている情報を使用する前に、システム アーキテクチャおよ
び VMware インフラストラクチャシステムを構成する物理デバイスや仮想デバイス
の概要について『VMware インフラストラクチャの概念』をご覧ください。

この章では、必要な情報を探せるように本書の内容を簡単にまとめて紹介します。本
書では、次のトピックについて解説します。

VMware インフラストラクチャのコンポーネント

管理ツール

システム構成

仮想マシンの管理および構成

アクセスおよび許可の管理

システム管理

概要
概要に関する説明は 7章構成で、システム コンポーネント、システム管理ツール、
および仮想インフラストラクチャを構成するために実行する必要のある基本タスクに
ついて解説します。基本管理に関する内容は、以下の章で構成されています。

本書の使用方法　必要な情報を探せるように本書の内容を簡単にまとめて紹介し
ます。

本書の使用方法 2
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VMwareインフラストラクチャのコンポーネント　ESX ServerまたはVirtualCenter 
Server を介して仮想マシンを管理する場合に使用する VMware インフラストラク
チャのコンポーネントおよび操作を紹介します。

VMware インフラストラクチャコンポーネントの起動と停止　VMware インフラ
ストラクチャの各コンポーネントの起動方法および停止方法について解説しま
す。対象となるコンポーネントは、ESX Server、VirtualCenter Server、Virtual 
Infrastructure Client、Virtual Infrastructure Web Access、VirtualCenter ホスト エー
ジェント、VirtualCenter ライセンス サーバ、VMware サービス コンソールなど
です。

VIクライアントの使用　VIクライアントの特定のレイアウトおよびナビゲーション
について解説します。

システム構成　管理オプションの構成、VirtualCenter Server 設定、ホスト構成オ
プションの管理に関する情報を提供します。ログ ファイルへのアクセスや構成、
SNMPの設定などの基本的なシステム構成情報についても説明します。

VI クライアント インベントリの管理　VMware インフラストラクチャ環境で、オ
ブジェクトを仕様してタスクを実行する方法について説明します。対象となるオ
ブジェクトは、フォルダ、データセンター、クラスタ、リソース プール、ネッ
トワーク、データストアなどです。これらのオブジェクトは、監視対象や管理対
象のホストおよび仮想マシンの管理や編成に使用されます。

VirtualCenter でのホスト管理　管理対象ホスト関連タスクの実行方法について解
説します。 

仮想マシンの管理
仮想マシンの管理に関する説明は 7章構成で、仮想マシンの基本を理解するための
情報を提供し、仮想マシンの管理方法、構成方法、カスタマイズ方法について解説し
ています。この仮想マシンの管理セクションには、次の章が含まれています。

仮想マシンの作成　新規仮想マシン ウィザードを使用したり、既存の仮想マシン
のクローンを作成したりすることによって仮想マシンを作成する方法について解
説します。

仮想マシンの管理　VI クライアントに対する仮想マシンの追加および削除、仮想
マシンのパワーオンおよびパワーオフなどの仮想マシンのタスクについて解説し
ます。

仮想マシンの構成　既存の仮想マシンの編集方法および構成方法について解説し
ます。仮想マシンの詳細構成オプションについても解説します。

スナップショットの使用方法　スナップショット機能を使用して仮想マシン全体
の状態を把握する方法について解説します。
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テンプレートおよびクローンの操作　テンプレートの作成、仮想マシンのテンプ
レートを使用した新しい仮想マシンの作成およびプロビジョニングについて解説
します。

仮想マシンの移行　仮想マシンを別のホストに移行（移動）するプロセスについ
て解説します。

ゲストOSのカスタマイズ　仮想マシンのゲストOSのIDやネットワーク設定をカ
スタマイズし、ターゲット環境内で仮想マシンがすぐに機能するように設定する
方法について解説します。

システム管理
システム管理セクションには、次の章が含まれています。

ユーザー、グループ、 パーミッション、および ロールの管理　VMware インフラ
ストラクチャインベントリ オブジェクトへのアクセス管理方法について解説し
ます。この章では、ユーザー、グループ、ロール、許可の構成方法について解説
します。

VMware インフラストラクチャ環境の監視　VI クライアントに表示される仮想 
インフラストラクチャ クライアント データのパフォーマンス監視について解説
します。Virtual Infrastructure Client のマップ機能についても解説します。

タスク、イベントおよび アラームの管理　タスク、イベント、アラームの作成、
構成、使用の方法について解説します。

付録
『基本システム管理』の 4つの付録では、VMware インフラストラクチャ環境の構成
時に役立つ専門情報を提供します。

定義済み許可　VMware インフラストラクチャ システムで使用可能な権限および
ロールを記載した表を提供します。

Microsoft Sysprepツールのインストール　VirtualCenter ServerマシンにMicrosoft 
Sysprep ツールをインストールする方法について解説します。Windows ゲスト
OS のカスタマイズを計画している場合は、Microsoft Sysprep ツールをインス
トールする必要があります。

パフォーマンス チャートの測定　ホストで監視される各リソースに関する測定
オプションの表を提供します。
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この章では、主な VMware インフラストラクチャ コンポーネント、ESX Server、
VirtualCenter Server の起動方法および操作方法についてそれぞれ説明します。

この章の内容は、以下のとおりです。

ESX Server（P.33）

VirtualCenter Server（P.35）

VI クライアント（P.36）

VI Web Access（P.38）

VMware サービス コンソール（P.40）

ESX Server
ESX Server をインストールすると、インストール再起動プロセスによって自動的に起
動します。ESX Server が停止している場合は、手動で再起動する必要があります。

ESX Server を起動するには

ESX Server がインストールされている物理ボックスで、電源動作が開始するまで電源
ボタンを押します。

ESX Server が起動して仮想マシンを検出し、通常の ESX Server 機能を実行します。

VirtualCenter によって管理されている ESX Server ホストのパワー オフまたは再開
（再起動）を行う方法は、2種類あります。管理対象ホストをパワーオフすると
VirtualCenter Server との接続が切断されますが、インベントリから削除されるわけで
はありません。

VMware インフラストラクチャ
コンポーネントの起動と停止 3
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次の手順で、ESX Server を再起動またはシャットダウンします。

1 Virtual Infrastructure Client を起動します。

詳細については、「VirtualCenter の通信の構成（P.72）」を参照してください。

2 インベントリ パネルおよび該当する ESX Server ホストを表示します。

3 接続先が VirtualCenter Server の場合は、インベントリの [ ホストとクラスタ ] パ
ネルが表示されます。該当するルート フォルダ（デフォルトでは「ホストとク
ラスタ」というラベルが付いています ) またはサブフォルダを選択します。

4 インベントリ パネルで該当する ESX Server を選択します。

5 メイン メニューまたは右クリックのポップアップ メニューから、必要に応じて 
[ 再起動 ] または [ シャットダウン ]を選択します。

[再起動 ] を選択すると、ESX Server はシャットダウンし、再起動します。

[シャットダウン ]を選択すると、ESX Server はシャットダウンします。手動
でシステムの電源を入れ直す必要があります。

6 シャットダウンの理由を指定します。

この情報は、ログに追加されます。

手動で ESX Server を停止するには

1 ESX Server サービス コンソールにログオンします。

サービス コンソールへのアクセスに関する詳細は、「サービス コンソールへの接
続（P.40）」を参照してください。

2 shutdown コマンドを実行します。

例：

   : shutdown -h now

ESX Server がシャットダウンします。シャットダウンが終了すると、システムの
電源を落としても安全なことがメッセージで表示されます。

3 マシンがパワー オフ状態になるまで電源ボタンを押します。
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VirtualCenter Server
VirtualCenter は、複数の仮想マシンを格納できる複数のホストを管理します。
VirtualCenter でアクティビティを実行するには、Virtual Infrastructure Client を使用す
る必要があります。

VirtualCenter Server がインストールされているWindows マシンを起動すると、
VirtualCenter Server も起動します。このマシンが再起動されると、VirtualCenter 
Server も再起動します。

次のセクションでは、VirtualCenter に関連する要素の起動および停止について解説し
ています。

VirtualCenter Server の起動の確認（P.35）

VirtualCenter Server の再起動（P.36）

VirtualCenter Server の停止（P.36）

VirtualCenter Server の起動の確認
VirtualCenter はサービスです。したがって、Windows サービス リストを表示して、
サービスが開始されたかどうかを確認できます。

VirtualCenter Server の実行状態を確認するには

1 お使いのバージョンのWindows のサービス表示画面に移動します。

たとえば、[コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - [ サービス ] と選択します。
[VMware Infrastructure Server] をクリックします。

[状態 ] コラムに、サービスが開始されたかどうかが表示されます。

2 [VMware Infrastructure Server] を右クリックし、[プロパティ ] を選択します。
[VMware VirtualCenter サービスのプロパティ ]ダイアログボックスの [全般 ] タ
ブをクリックし、サービスのステータスを表示します。

注意 VirtualCenter がインストールされると、ローカル マシンのシステム管理者グループに
属するすべてのユーザーがシステム管理者ロールを割り当てられ、VirtualCenter 環境
内における完全な特権が付与されます。VirtualCenter のシステム管理者は、他のすべ
ての VirtualCenter ユーザーに許可を設定する必要があります。詳細については、「ア
クセス パーミッションの割り当て（P.269）」を参照してください。
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VirtualCenter Server の再起動
VirtualCenter Server がインストールされているWindows マシンを起動すると、
VirtualCenter Server サービスも開始されます。VirtualCenter Server サービスを手動で
停止したか、または任意の理由で VirtualCenter Server サービスを開始する必要がある
場合は、次の手順を実行してください。

Windows サービスを使用して VirtualCenter Server を再起動するには

1 お使いのバージョンのWindows のサービス表示画面に移動します。

たとえば、[コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - [ サービス ] と選択します。
[VMware インフラストラクチャ サーバ ] をクリックします。

2 [VMware インフラストラクチャ サーバ ] を右クリックし、[ 開始 ] を選択して起
動が終了するまで待機します。

3 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスを閉じます。

VirtualCenter Server の停止
VirtualCenter Server は、Windows サービスです。Windows インターフェイスを使用
し、サービスを選択して停止できます。

VirtualCenter Server を停止する必要はありません。VirtualCenter Server は、継続運用
が非常に重要です。継続運用によって、すべての監視アクティビティおよびタスク 
アクティビティを予定どおりに実行できます。

VirtualCenter Server を停止するには

1 お使いのバージョンのWindows のサービス表示画面に移動します。

たとえば、[開始 ] - [ コントロール パネル ] - [ 管理ツール）] - [ サービス ] と選択
します。[VMware VirtualCenter サービス ] をクリックします。

2 [VMware VirtualCenter Server] を右クリックし、[ 停止 ] を選択して停止するまで
待機します。

3 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスを閉じます。

VI クライアント
Virtual Infrastructure Client は、VirtualCenter Server または ESX Server のいずれかへの
ログオンに使用します。各サーバには、複数の VI クライアントがログオンできます。
VI クライアントは、VirtualCenter Server または ESX Server にネットワークでアクセス
できる任意のマシンにインストールできます。
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デフォルトでは、システム管理者は VirtualCenter Server にログオンできます。「シス
テム管理者」とは、次のいずれかとして定義されています。

VirtualCenter Server がドメイン コントローラではない場合、ローカルのシステム
管理者グループのメンバー。

VirtualCenter Server がドメイン コントローラの場合、ドメインのシステム管理者
グループのメンバー。

VI クライアントの起動とログオン
VI クライアントは、ESX Server および VirtualCenter Server の両方へのインターフェイ
スです。VI クライアントを起動して表示されるのは、1ページのみです。ログオンす
ると、VI クライアントには、ログオン先のサーバ タイプに該当する機能のみが表示
されます。

VI クライアント セッションを開始するには

1 Windows システムにログオンします。

2 初めてVIクライアントを起動する場合は、システム管理者としてログオンします。

a 管理対象ホストがドメイン コントローラではない場合、<local host 

name>¥<user>または <user>のいずれかとしてログオンします（<user>は、
ローカルのシステム管理者グループのメンバーです）。

b 管理対象ホストがドメイン コントローラの場合、<domain>¥<user>として
ログオンする必要があります（<domain>は管理対象ホストがコントローラ
として機能するドメイン名であり、<user>はこのドメインのドメイン シス
テム管理者グループのメンバーです）。ドメイン コントローラ上で実行する
ことはお勧めできません。

3 VI クライアントを起動します。

4 ショートカットをダブル クリックするか、または [ 開始 ] - [ プログラム ] - 
[VMware] - [VMware Virtual Infrastructure Client 2] でアプリケーションを選択しま
す。

5 目的のサーバにログオンします。

6 このサーバのサーバ名、ユーザー名、パスワードを入力または選択します。[ ロ
グイン ] をクリックし、続行します。

初めて VirtualCenter Server にログオンした場合は、空のインベントリ画面が表
示されます。データセンターおよびホストを追加し、Virtual Infrastructure Client

注意 サーバ名を入力したサーバのみがサーバ プルダウン リストに表示されます。
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を介した仮想マシンの監視および管理を開始します。詳細については、「VI クラ
イアント インベントリの管理（P.95）」を参照してください。

VI クライアントの停止とログオフ
VirtualCenter が実行中のアクティビティを表示したり変更したりする必要がなくなっ
た場合、VI クライアントをログオフします。

VI クライアント セッションを停止するには

1 [ VI クライアント ] ウィンドウの隅にあるクローズ ボックス（X）をクリックする
か、または [ ファイル ] - [ 終了 ] を選択します。

VI クライアントがシャットダウンします。VI クライアントは、サーバからログ
オフします。サーバは、通常のすべてのアクティビティをバックグラウンドで続
行します。スケジュール設定されたタスクは保存され、VirtualCenter Server に
よって実行されます。

VI Web Access
VI Web Access は、仮想マシンを管理できるWebインターフェイスです。VI Web 
Access は、ESX Server をインストールしたときにインストールされます。VI クライ 
アントと同様に、VI Web Access を使用して ESX Server ホスト、または VirtualCenter
に直接アクセスできます。VI Web Access の機能は、VI クライアント機能のサブセッ
トです。

VI Web Access コンソールでは、仮想マシン用のリモート マウス キーボード画面
（MKS）を使用できます。仮想マシンで実行中のゲストOSと対話し、仮想マシンの
マウス、キーボード、画面にリモート接続できます。

VI Web Access を使用して ESX Server および VirtualCenter の仮想マシンを構成する方
法の詳細については、『Virtual Infrastructure Web Access 管理者ガイド』を参照してく
ださい。 

VI  Web Access のログオンとログオフ
VI Web Access ではWebインターフェイスおよびインターネット接続を使用して、
ESX Server または VirtualCenter Server にアクセスします。

注意 VI クライアントを閉じても、サーバは停止しません。
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VI へのログイン手順 Web Access

1 Web ブラウザを起動します。

2 ESX Server または VirtualCenter Server のインストール先のURL を次のように入
力します。

   https://<host or server name>/ui

VI Web Access のログイン ページが表示されます。

このログイン ページには、ユーザー名とパスワードを入力するフィールドがあ
ります。このユーザー名およびパスワードは、VI クライアントを使用して接続
した場合に使用する信用証明情報と同じものです。ユーザーによるオブジェクト
の表示や操作が可能かどうかを判断するためにも、同じ許可が使用されます。
VI Web Access には、ユーザーまたは許可に関する独自の概念はありません。

3 ユーザー名およびパスワードを入力し、[ ログイン ] をクリックします。

VI Web Access のホーム ページが表示されます。

VI Web Access によってユーザー名およびパスワードが認証されると、VI Web 
Access のホーム ページが表示されます。VI Web Access のホーム ページには、
次の項目が表示されます。

接続先のサーバ上に存在する仮想マシンの詳細

仮想デバイス、構成オプション、最近のイベントのサマリに関する情報が表
示される仮想マシンの詳細ページにアクセスするオプション

VI Web Access からログアウトするには

各ページの隅にある [ ログアウト ] リンクをクリックします。ログアウトを確認する
プロンプトが表示されます。

注意 VI Web Access からリモート クライアント デバイスを使用している場合、ログアウト
するとこれらのデバイスの接続は切断されます。
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VMware サービス コンソール
これまでのバージョンの ESX Server では、サービス コンソールは ESX Server ホスト
へのインターフェイスの 1つでした。ESX Server 3 以降では、多くのコマンドが廃止
されています。サービス コンソールは、通常、ヴイエムウェアのテクニカル サポー
ト担当者と一緒の場合のみ使用します。

VMware インフラストラクチャのスクリプト化された操作には、サービス コンソール
の代わりに VMware インフラストラクチャ SDK を使用します。Virtual Infrastructure 
Client は、仮想マシンおよびリソースの構成、監視、管理などスクリプト化されてい
ないすべてのアクティビティで使用するプライマリ インターフェイスです。

サービス コンソールでのDHCP の使用
推奨されるセットアップは、サービス コンソールに固定 IP アドレスを使用すること
です。DNS サーバが、動的に生成される IP アドレスにサービス コンソール ホスト名
をマップできる場合は、DHCP を使用するようにサービス コンソールを設定するこ
とも可能です。

DNS サーバがDHCP によって生成された IP アドレスにホスト名をマップできない場
合は、ユーザーがサービス コンソールの数字の IP アドレスを指定する必要がありま
す。DHCP を使用する場合には、DHCP のリースが終了した場合やシステムが再起動
した場合に数字の IP アドレスが変更される可能性があることにも注意が必要です。 し
たがって、DNS サーバーがホスト名変換を処理できない場合は、サービス コンソー
ルでDHCP を使用することはお勧めできません。

サービス コンソールへの接続
サービス コンソールをローカルに、またはリモート接続で使用する場合、有効な
ユーザ名およびパスワードを使用してログオンする必要があります。

ESX Server を実行しているコンピュータに直接アクセスできる場合は、そのコン
ピュータの物理コンソールにログオンできます。

要注意 サービス コンソールに割り当てられているネットワーク アダプタを仮想
マシンと共有している場合、動的（DHCP）アドレッシングは使用しない
でください。ネットワーク アダプタが共有されている場合、ESX Server で
はサービス コンソールで固定 IP アドレスを使用する必要があります。
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ESX Server サービス コンソールへログオンするには

<Alt>-<F2> を押してログオン画面に移動します。

ESX Server コンピュータのセキュリティ設定によっては、ssh または telnet を使用し
てサービス コンソールにリモート接続できる場合があります。セキュリティ設定の
詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

サービス コンソールにおけるコマンドの使用方法
サービス コンソールでは Linux の修正バージョンが実行されるので、Linux または
UNIX で使用可能なコマンドの多くはサービス コンソールでも使用可能です。大部分
のサービス コンソール コマンドの使用法に関する詳細は、マニュアル ファイル
（manファイル）を参照してください。

次の手順で、各コマンドのman ページを参照できます。

サービス コンソールのコマンド ラインに manコマンドを入力し、その後に参照する
情報のコマンド名を次のように入力します。

: man <command>

コマンドの詳細については、次のリソースを参照してください。

ESX Server 関連コマンドの詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してくだ
さい。 

Linux コマンドの詳細については、Linux の参考書を参照してください。 
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4

この章では、VI クライアントの特定のレイアウトおよびナビゲーションについて解
説します。構成管理オプション、VirtualCenter Server 設定、ホスト構成オプションに
関する情報も提供します。

この章の内容は、以下のとおりです。

VI クライアントの概要（P.43）

リストのソートとフィルタリング（P.57）

カスタム属性の使用方法（P.58）

オブジェクトの選択と表示（P.60）

VI クライアントの概要
Virtual Infrastructure Client は、接続先のサーバに適応します。接続先が VirtualCenter 
Server の場合、VI クライアントには、設定したライセンスおよびユーザーの権限に基
づいて VMware 仮想インフラストラクチャ環境で使用可能なオプションがすぺて表
示されます。接続先が ESX Server の場合、VI クライアントには単一のホスト管理に
ふさわしいオプションのみが表示されます。

デフォルトの Virtual Infrastructure Client のレイアウトは、メニューバー、ナビゲー
ション バー、ツールバー、ステータスバー、パネル セクション、ポップアップ メ
ニューで構成される単一のウィンドウです。

VI クライアントの使用 4
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図 4-1.  Virtual Infrastructure Client のレイアウト 

VI クライアント領域は、次のセクションに分かれています。

メニュー バー（P.45）

ポップアップ メニュー（P.47）

コンソール メニュー（P.47）

ナビゲーション バー（P.49）

インベントリ ビューのタブ（P.51）

ツールバー（P.54）

ステータスバー、最近のタスク、トリガー アラーム（P.55）

パネル セクション（P.56）

メニュー
ナビゲーション 
バーツールバー インベントリのタブ

ステータスパネル 情報パネルステータスバーインベントリ パネル

ポップアップ メニューコンソール ボタン
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メニュー バー
メニュー バーは他のWindows アプリケーションと同様の方法ですべてのコマンドへ
のアクセスを提供し、機能します。次の表には、これら 5つのメニューから使用可
能なすべてのメニュー項目が掲載されています。使用可能なメニュー項目は、VI ク
ライアントの接続先が VirtualCenter Server か ESX Server かによって異なります。メ
ニュー バーには、次のオプションがあります。

 [ファイル] メニュー　大部分のアプリケーションの [ファイル] メニューと同じで
すが、次の 2項目が異なります。

[ファイル ] メニューには、印刷メニュー項目がありません。印刷するには、
Windows の画面印刷メカニズムを使用して [ VI クライアント ] ウィンドウの
コピーを作成するか、VirtualCenter データを別のフォーマットにエクスポー
トし、別のアプリケーションから印刷します。

保存メニュー項目がありません。VI クライアントはブラウザに似ています。
ユーザー操作の大部分は、VirtualCenter データ画面に保存されます。

表 4-1 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter Server の場合のみ使用可
能な項目です。

[ 編集 ] メニュー　選択したオブジェクトに関連するメニュー項目を表示します。

 [ 表示 ] メニュー　表示するパネルを管理します。このメニューには、ナビゲー
ション ボタンのいずれかを選択するメニュー項目が表示されます。

表 4-3 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter Server の場合のみ使用可
能な項目です。

表 4-1.   [ ファイル ] メニューの項目

ファイル - 新規 - 仮想マシン ¦ ホストの追加 * ¦ クラスタ * ¦ リソース プール ¦
フォルダ * ¦ データセンター * ¦ アラーム * ¦ スケジュール設定
されたタスク * ¦ パーミッションの追加

ファイル - エクス
ポート - 

イベントのエクスポート * ¦ リストのエクスポート ¦ ライセン
ス ¦ マップのエクスポート *

ファイル - レポート - ホスト サマリ ¦ パフォーマンス

ファイル - 終了  

表 4-2.  [ 編集 ] メニューの項目

編集 - 名称変更 ¦ 削除 ¦ カスタマイズ仕様 ¦ VI クライアント設定
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接続先が VirtualCenter Server の場合、[ 表示 ] - [ インベントリ ] メニューを選択
すると、インベントリ オブジェクトのビューがグループ化されます。

 [ インベントリ ] メニュー　インベントリ パネルで選択したオブジェクトに関連
するメニュー項目が表示されます。

表 4-5 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter Server の場合のみ使用可
能な項目です。

表 4-3.   [ 表示 ] メニューの項目

表示 - ツールバー ¦ステータスバー ¦ インベントリ ¦スケジュール設定されたタスク * ¦
イベント ¦ 管理 ¦ マップ * ¦ フィルタリング

表 4-4.  [ 表示 ] メニュー - [ インベントリ ] 項目

表示 - インベント
リ - 

ホストとクラスタ ¦仮想マシンとテンプレート ¦ネットワーク ¦
データストア

表 4-5.   [ インベントリ ] メニューの項目 
インベントリ - データセンター - 新規フォルダ ¦ 新規クラスタ ¦ ホストの追加 ¦ 削

除 ¦ 名称変更

インベントリ - 仮想マシン - パワーオン ¦ パワーオフ ¦ サスペンド ¦ リセット ¦
ゲストをシャットダウン ¦ ゲストをスタンバイ ¦
パワーオン後にスクリプトを実行 ¦ スナップ
ショット ¦ 移行 ¦ クローン作成 ¦ テンプレートに
クローンを作成 ¦ テンプレートへの変換 ¦ コン
ソールを開く ¦ 送信 <Ctrl>+<Alt>+<Del>¦ 質問
への回答 ¦ パフォーマンスのレポート
¦VMwareTools をインストール ¦ 設定の編集 ¦ 名前
変更 ¦ インベントリからの削除 ¦ ディスクからの
削除

インベントリ - テンプレート * - パワーオン ¦ パワーオフ ¦ サスペンド ¦ リセット ¦
ゲストをシャットダウン ¦ パワーオン後にスクリ
プトを実行 ¦ スナップショット ¦ 移行 ¦ クローン
作成 ¦ テンプレートにクローンを作成 ¦ テンプ
レートに変換 ¦ コンソールを開く ¦ 送信
<Ctrl>+<Alt>+<Del>¦ 質問への回答 ¦ パフォー 
マンスのレポート ¦VMware Tools インストール ¦
設定の編集 ¦ 名称変更 ¦ インベントリから削除 ¦
ディスクから削除

インベントリ - ホスト - 新規仮想マシン ¦ 接続 * ¦ 切断 * ¦ メンテナンス 
モードに切り替え ¦ シャットダウン ¦ 再起動 ¦ サ
マリのレポート ¦ パフォーマンスのレポート ¦ 詳
細設定 ¦ 削除 * ¦VMファイルの再配置
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 [管理] メニュー　仮想インフラストラクチャ環境全体に適用する構成オプション
が表示されます。

表 4-6 のアスタリスク（*）は、接続先が VirtualCenter Server の場合のみ使用可
能な項目です。

 [ ヘルプ ] メニュー　オンライン ヘルプ オプション、ヴイエムウェアWebサイト
へのリンク、製品バージョン情報が表示されます。

ポップアップ メニュー
ポップアップ メニューでは、多数のメニュー項目に直接アクセスできます。ポップ
アップ メニューは、インベントリ パネルと情報パネルの両方の大部分のオブジェク
トで使用できます。

ポップアップ メニューを表示するには

選択したオブジェクトを右クリックするか、または<Shift>+<F10> を押します。

コンソール メニュー
パワーオン状態の仮想マシン コンソールは、接続先のサーバから使用できます。 

インベントリ - クラスタ * - ホストの追加 ¦ 新規仮想マシン ¦ 新規リソース 
プール ¦ 設定の編集 ¦ 削除 ¦ 名称変更

インベントリ - リソース プール - 新規仮想マシン ¦ 新規リソース プール ¦ パフォー
マンスのレポート * ¦ 削除 ¦ 名称変更

インベントリ - データストア * - データストアを参照 ¦ 名称変更 ¦ 削除 ¦ 更新

インベントリ - ネットワーク * - 削除

インベントリ - パーミッション - 追加 ¦ 削除 ¦ プロパティ

インベントリ - アラーム * - プロパティ ¦ 削除 

インベントリ - スケジュール設定
されたタスク * - 

実行 ¦ 削除 ¦ プロパティ

表 4-6.  [ 管理 ] メニューの項目

管理 - カスタム属性 * ¦VMware VirtualCenter 設定 * ¦ ロール ¦ セッション ¦
本日のメッセージの編集 * ¦ 診断情報の収集 * ¦ レガシー テンプ 
レート *

表 4-5.   [ インベントリ ] メニューの項目 （続き）
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仮想マシン コンソールを表示するには

[ インベントリ ナビゲーション ] ボタンをクリックし、インベントリ パネルでパワー
オン状態の仮想マシンをクリックします。次に、情報パネルの [ コンソール ] タブを
クリックします。

仮想マシンのポップアウト コンソールを表示するには

ナビゲーション バーのポップアウト アイコンをクリックします。

VI クライアントとは別に、[ コンソール ] ウィンドウのコピーが表示されます。追加
メニューが表示されます。

[コンソール ] ポップアウト ウィンドウでは追加メニューが使用可能です。

この仮想マシンに接続しているすべてのサーバでは、同一の画面情報が表示されま
す。メッセージ ラインには、この仮想マシンが他のサーバから参照されているかど
うかを示します。

仮想マシンのポップアウト コンソールには、次のメニュー項目があります。組み込
みコンソールには同様のメニュー項目がありますが、外部コンソール メニューの項
目がすべて含まれるわけではありません。

表 4-7.  仮想マシンのポップアウト コンソール メニューの項目 

ファイル - 終了

メッセージ ラインは、この仮
想マシンに対するアクティブ
な接続の数を表示 追加コンソール メニュー 
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ナビゲーション バー
ナビゲーション バーには、該当するツールバーおよびパネルを [ VI クライアント ]
ウィンドウに読み込むショートカット ボタンが表示されます。ナビゲーション バー
では、関連するタスクおよび情報を組み合わされて、表示されます。ボタンを選択す
ると、選択されたままの状態で表示され、現在のビューが示されます。ボタンは、VI
クライアントの機能領域を示します。 リスト表示されるボタンは、VI クライアントの
接続先が VirtualCenter Server か ESX Server かによって異なります。

各ナビゲーション バー ボタンには、プライマリ情報パネルおよび関連タブが表示さ
れます。[インベントリ ] ボタンには、オブジェクトの選択を行うことができるイン
ベントリ パネルがあります。選択した各オブジェクトには、独自の関連情報パネル
のタブ セットがあります。この情報は、次の2つのパネルのいずれかに表示されます。

ナビゲーション バーには、関連アクティビティの汎用領域へのショートカットが表
示されます。 VI クライアントの接続先が ESX Server または VirtualCenter Server のいず
れかの場合、オプションは [ インベントリ ] および [ 管理 ] です。VI クライアントの
接続先が VirtualCenter Server の場合、追加のオプション （ [ スケジュール設定タスク
] 、[ イベント ] 、[ マップ ] 、[ インベントリ ] の各ボタンのプルダウン メニュー項目
（ [ ホストとクラスタ ] 、[ 仮想マシンとテンプレート ] 、[ ネットワーク ] 、[ データス
トア ]  ））を使用できます。

図 4-2.  ナビゲーション バーのショートカット

[ インベントリ ] ボタン オプションを表示するには

[ インベントリ ] ナビゲーション バー ボタンの矢印をクリックし、インベントリ グ
ループ オプションを参照します。[表示 ] - [ インベントリ ] - [ ホストとクラスタ ] ( ま
たは [ 仮想マシンとテンプレート ] 、[ ネットワーク ] 、または [ データセンター ] ）
を選択します。

表示 - 自動合わせ ¦ 合わせる ¦ ゲストをウィンドウに合わせる

VM - パワーオン ¦ パワーオフ ¦ サスペンド ¦ リセット ¦ ゲストをシャットダウン ¦ パ
ワーオン後にスクリプトを実行 ¦ スナップショット ¦ 移行 ¦ クローン作成 ¦ テン
プレートにクローンを作成 ¦ テンプレートに変換 ¦ コンソールを開く ¦ 送信
<Ctrl>+<Alt>+<Del>¦ 質問への回答 ¦ パフォーマンスのレポート ¦VMware Tools
インストール ¦ 設定の編集 ¦ 名称変更 ¦インベントリから削除 ¦ディスクから削除

表 4-7.  仮想マシンのポップアウト コンソール メニューの項目 （続き）
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[ インベントリ ] ボタンのビューの違いについては、「VI クライアント インベントリの
管理（P.95）」を参照してください。

[ インベントリ ] ボタン　VirtualCenter 内のすべての監視対象オブジェクトの
ビュー。監視対象オブジェクトは、データセンター、リソース プール、クラス
タ、ネットワーク、データストア、テンプレート、ホスト、仮想マシンなどです。

[インベントリ ] ボタンをクリックすると、インベントリ パネルおよび情報パネ
ルが表示されます。情報パネルには、さまざまなタブが含まれています。表示さ
れるタブのセットは、インベントリ パネルで選択したインベントリ オブジェク
トによって異なります。

[インベントリ ] ボタンには、次の 4種類のビューがあります。

[ ホストとクラスタ ]　テンプレート、ネットワーク、データストア以外のす
べてのインベントリ オブジェクトのインベントリ階層が表示されます。

[仮想マシンとテンプレート]　仮想マシンおよびテンプレートのリストが表
示されます。

[ ネットワーク ]　ネットワークのリストが表示されます。

[ データストア ]　データストアのリストが表示されます。

 [ インベントリ ] の 4 つのオプションは、2つのサブパネル（インベントリ パネ
ル、情報パネル）に分けて表示されます。 この [ インベントリ ] オプションには、
VirtualCenter 内のすべてのオブジェクト（フォルダ、データセンター、ホスト、
クラスタ、リソース プール、仮想マシンなど）が表示されます。接続先が ESX 
Server の場合、[ インベントリ ] オプションには、ESX Server 内のすべてのオブ
ジェクト（ホスト、リソース プール、仮想マシンなど）が表示されます。2つの
サブパネルのいずれかでオブジェクトを選択することによって、アクションを実
行し、指定できます。

インベントリ ビューは 4種類あります。各ビューでは、8種類の異なるインベン
トリ オブジェクト（ ホスト、クラスタ、フォルダ、データセンター、仮想マシン
とテンプレート、リソース プール、ネットワーク、データストア）の一部を表
示します。

どの 4つのビューにも、（単一の）ルート ノードがあります。したがって、（他
のフォルダおよびデータセンターのみを格納できる）ルート ノードよりも下の
階層のフォルダとデータセンターを配置できます。データセンターよりも下の階
層では、ネットワーク、データストア、仮想マシンとテンプレート、クラスタ、
リソース プールに階層が分割されます。

[ スケジュール設定タスク ] ボタン　アクティビティのリスト、およびこれらのア
クティビティのスケジュールを設定する手段。VirtualCenter Server 経由でのみ使
用できます。
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[ スケジュール設定されたタスク ] ボタンおよび [ イベント ] ボタンをクリックす
ると、接続先が VirtualCenter Server の場合のみ使用可能で、単一の情報パネル
が表示されます。 

[ イベント ] ボタン　VirtualCenter 環境で発生するすべてのイベントのリスト。こ
のナビゲーション オプションを使用すると、すべてのイベントが表示されます。
特定のオブジェクトに関係するオブジェクトのみを表示するには、オブジェクト
専用パネルを使用します。

[ 管理 ] ボタン　環境レベルの構成オブションのリスト。[ 管理 ] オプションでは、 
[ ロール ] 、[ セッション ] 、[ ライセンス ] 、[ 診断 ] 、[ システム ログ ] の構成に
アクセスできます。接続先が ESX Server のみの場合、[ ロール ] オプションが表
示されます。

 [ 管理 ] ボタンをクリックすると、タブ付きの情報パネルのセットが表示されま
す。選択した構成オプションは、これらのタブから使用できます。

[マップ] ボタン　仮想インフラストラクチャ環境のステータスや構造のビジュア
ル表示。マップの対象は、ホスト、ネットワーク、仮想マシン、データストアな
どです。VirtualCenter Server 経由でのみ使用できます。

接続先が VirtualCenter Server の場合に使用できる [ ボタン ] ボタンをクリックす
ると、インベントリ パネルおよびトポロジー パネルが表示されます。

ナビゲーション バーの外観を変更するには

ナビゲーション バーを右クリックし、該当するオプションを選択します。

インベントリ ビューのタブ
[ VI クライアント ] ウィンドウの情報パネルからデータおよびアクティビティ全般に
ついて表示できます。 情報パネルは、アクティビティ監視のビジュアル センターとし
て機能します。 情報パネルでは、ホスト、仮想マシン、データセンターのステータ
ス、リソース使用状況、パフォーマンス情報を表示できます。 また、スケジュール設
定されたタスク、使用可能なテンプレート、イベントのリストも表示できます。 

VI クライアントの接続先が VirtualCenter Server の場合、[ マップ ] オプションも使用
できます。マップ機能に関する詳細は、「VMware インフラストラクチャ環境の監視
（P.277）」 を参照してください。

インベントリからオブジェクトを削除すると、エージング プロセスによって消去さ
れるまでそのログおよびイベント履歴が残ります。 データは、一定期間保持されま
す。時間の経過に伴い、古いデータから消去されます。

 [ 管理 ] タブ　[ 管理 ] ボタンのサブセット。[管理 ] タブは、構成を中心として、VI
クライアントの接続先サーバ関連情報が表示されるパネル セットです。タブの
オプションは、[ ロール ] および [ システム ログ ] です。VI クライアントの接続先
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が VirtualCenter Server の場合、[ セッション ] タブおよび [ ライセンス ] タブも使
用可能です。

 [インベントリ] タブ　[インベントリ] ボタンのサブセット。  [インベントリ] タブ
は、タスクを中心として、選択したインベントリ オブジェクト関連情報が表示
されるパネル セットです。 各インベントリ オブジェクトには、独自のタブ セッ
トがあります。 このタブのオプションは、[全般 ] 、 [ データセンター ]、[ 仮想マ
シン ]、[ ホスト ] 、[ 移行 ] 、[ リソース割り当て ] 、[ パフォーマンス ] 、[ 構成 ] 、
[ タスクとイベント ] 、[ アラーム ] 、[ コンソール ] 、[ パーミッション ] 、[ マッ
プ ] です。

ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリックすると、画面右側に情
報パネルが表示されます。 インベントリ パネルでオブジェクト（ホスト、仮想マ
シン、フォルダ、データセンター、クラスタ、リソース プール）を選択すると、
選択したオブジェクトに対応するタブが情報パネルに表示されます。 このデータ
は、別の [ インベントリ ] ボタンを押すまで表示されます。 

 表 4-8 は、使用可能なパネルおよびソース マッピングのリストです。 

注意 イベント情報を表示するには、ナビゲーション バーまたは情報パネルのタブの
いずれかを使用できます。 

表 4-8.  インベントリ ビューのタブ 

パネル名

ESX Server または
VirtualCenter 
Server

ボタン、タブ、 
トグル 内容

管理者 両方 ナビゲーション 
バー ボタン

選択した構成オプションおよび情報をリ
スト表示 

アラーム VirtualCenter インベントリ  
パネルのタブ

選択したオブジェクトの設定済みアラー
ムをリスト表示 

アラーム VirtualCenter トグル ボタン 選択したオブジェクトで発生したアラー
ムをリスト表示 

構成 両方 インベントリ  
パネルのタブ

選択したホストの構成へのアクセスを 
提供 

コンソール 両方 インベントリ  
パネルのタブ

仮想マシンと直接対話するためのリモー
ト コンソールを表示。 リモート コンソー
ルから、仮想マシンに対する選択したア
クションを実行可能 

データセンター VirtualCenter インベントリ 
パネルのタブ

選択したフォルダの下に編成されたデー
タセンターをリスト表示  

データストア VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン  
データストア

データストア管理用にアクセスを提供 
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イベント ESX Server インベントリ  
パネルのタブ

選択したオブジェクトのステータスをレ
ポートするイベント メッセージをリスト
表示 

ホスト 両方 インベントリ  
パネルのタブ

選択したインベントリ オブジェクトに割
り当てられているホストをリスト表示 

インベントリ 両方 ナビゲーション 
バー ボタン（ホ
ストとクラスタ）

すべてのインベントリ オブジェクト管理
用のアクセスを提供。 

ライセンス VirtualCenter 管理パネルのタブ ライセンス サーバで設定されたライセン
スをリスト表示。

マップ VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン

選択したインベントリ オブジェクト間の
関係を表示。

移行 VirtualCenter インベントリ  
パネルのタブ

選択したクラスタで推奨された移行、ま
たは完了した移行をリスト表示。

ネットワーク VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン  
ネットワーク

ネットワーク管理用にアクセスを提供。 

パフォーマンス 両方 インベントリ  
パネルのタブ

選択したホストまたは仮想マシンのリ
ソースのパフォーマンス グラフを表示。 
データセンターおよびホストのグラフで
は、各リソースの使用率を示す総合的な
グラフを表示。

権限 両方 インベントリ  
パネルのタブ

選択したオブジェクトに対する許可を持
つユーザーやグループ、および割り当て
られた許可のレベルをリスト表示。

リソース割り 
当て

VirtualCenter インベントリ  
パネルのタブ

選択したホストのリソース（CPU、メモ
リ）の配布をリスト表示。

ロール 両方 管理パネルのタブ ユーザー ロール構成用にアクセスを 
提供。

スケジュール設
定されたタスク

VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン

スケジュール設定されたタスクの作成用
および管理用にアクセスを提供。 

セッション VirtualCenter 管理パネルのタブ 接続先が VirtualCenter Server の VI クライ
アントセッションをリスト表示。

概要 両方 インベントリ  
パネルのタブ

選択したオブジェクトのデータを表示。 

システム ログ 両方 管理パネルのタブ 選択したサーバのログファイルをリスト
表示 

表 4-8.  インベントリ ビューのタブ （続き）

パネル名

ESX Server または
VirtualCenter 
Server

ボタン、タブ、 
トグル 内容
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ツールバー
ツールバーには、最も頻繁に使用されるアクションを実行するためのボタンが表示さ
れます。

ツールバーを表示するまたは非表示にするには

[ 表示 ] - [ ツールバー ] を選択します。

選択したナビゲーション タスクおよびインベントリ オブジェクトに基づいて、異な
るツールバー ボタンが表示されます。選択したオブジェクトによっては、一部の
ツールバー オプションが灰色で表示されます。

タスク VirtualCenter トグル ボタン 選択したオブジェクトの最近のタスクを
リスト表示

タスクと 
イベント

VirtualCenter インベントリ  
パネルのタブ

終了したタスク、および選択したオブ
ジェクトのステータスをレポートするイ
ベントメッセージをリスト表示 

テンプレート VirtualCenter ナビゲーション 
バー ボタン [ 仮想
マシンとテンプ
レート ]

テンプレート管理用にアクセスを提供 

仮想マシン 両方 インベントリ  
パネルのタブ

選択したデータセンターまたはホストと
グループに割り当てられた仮想マシンを
リスト表示。  [ 仮想マシン ] タブをクリッ
クすると、グループに含まれる仮想マシ
ンが表示される 

表 4-8.  インベントリ ビューのタブ （続き）

パネル名

ESX Server または
VirtualCenter 
Server

ボタン、タブ、 
トグル 内容
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ツールバーの外観を変更するには

ツールバーを右クリックし、該当するオプションを選択します。

ステータスバー、最近のタスク、トリガー アラーム
ステータスバーは、ウィンドウの下部に表示されます。ステータスバーには、トリ
ガーされたアラームまたは最近のタスクを表示するアイコンが含まれています。[ タ
スク ] ボタンには、現在実行中のタスクまたは最近終了したアクティブなタスクが表
示されます。各タスクの終了割合を示す進行状況バーも含表示されます。[ 最近のタ
スク ] パネルおよび [ トリガー アラーム ] パネルは、[ VI クライアント ] ウィンドウの
下に横幅一杯に表示されます。

ステータスバーを非表示または表示するには

 [ 表示 ] - [ ステータスバー ] を選択します。
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最近のタスクまたはトリガー アラームを非表示または表示するには

ステータスバーの [ タスク ] アイコンまたは [ アラーム ] アイコンをクリックします。

パネル セクション
[ VI クライアント ] ページの中心部分は、パネル セクションです。ほとんどのビュー
は、左右のパネル （インベントリ パネルおよび情報パネル）に分割されて表示され
ます。これらのパネルのサイズは、変更可能です。

インベントリ パネル　ナビゲーション バーで[インベントリ]ボタンまたは[マッ
プ ] ボタンを選択した場合、仮想インフラストラクチャ オブジェクトの階層構造
を示すリストが表示されます。

情報パネル　リストおよびグラフが表示されます。選択したナビゲーション ボ
タンまたは [ インベントリ ] ボタンの項目によって、情報パネルがタブ化された
要素に分割されます。

オブジェクトの選択手順 

インベントリ パネルまたは情報パネルのいずれかで該当するオブジェクトをシング
ルクリックします。

パネルを閉じるまたは開くには 

パネルのメニュー バーの矢印をクリックします。

パネルが非表示になると、パネルのメニュー バーが [ VI クライアント ] ウィンドウ側
面に細長く見えます。

パネルのサイズを変更するには 

サイズを変更するパネルの側面をクリックし、ドラッグして適切なサイズにします。
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VI クライアント セッション中は、選択したパネルが表示されます。 異なるユーザー名
で複数の VI クライアント セッションを実行している場合は、最後に終了したセッ
ションの設定によって次の VI クライアント セッションの値が決定されます。

リストのソートとフィルタリング
コラム ラベルの見出しをクリックして、VI クライアントの任意のリストをソートし
ます。コラム見出しの三角形によって、ソート順（昇順または降順）が示されます。

選択した項目のみをソートし、リストをフィルタリングすることも可能です。フィル
タリングとは、キーワードによるソートのことです。各キーワード検索の対象に含め
るコラムを選択します。

リストをソートするには 

コラムの見出しをクリックし、このコラムへのエントリでリストをソートします。現
在の選択項目は変更されません。

昇順と降順を切り替えるには 

コラム見出しの三角形をクリックします。

リスト項目を選択するには 

単一の項目をクリックします。複数の項目を選択するには、<Shift> キーを押したま
まクリックまたは<Ctrl> キーを押したままクリックします。 すべてのリストをソー
トできます。

リスト内のコラムを表示または削除するには 

コラムのヘッダを右クリックし、リストからコラム名を選択します。

リスト ビューをフィルタリングするには

1 矢印をクリックし、選択先の属性リストを表示します。テキストを [フィルタ ]
フィールドに直接入力し、検索基準を指定します。

[フィルタ ] フィールドでは、ブール式や特殊文字はサポートされません。また、
大文字と小文字は区別されません。

2 [OK] をクリックし、基準に一致する仮想マシンのみを表示します。フィルタを
変更するには、[クリア ] をクリックします。

注意 キーストローク間隔は、1秒です。テキストを入力し、1秒待機すると、自動的に検
索が開始されます。 [OK] をクリックしたり <Enter> キーを押したりする必要はありま
せん。
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リストは、フィルタリング機能がオンかオフかに応じてアップデートされます。たと
えば、[仮想マシン ] タブでリストをフィルタリングし、フィルタリング対象のテキ
ストが「パワーオン」状態の場合、パワーオン状態に設定されている仮想マシンのリ
ストのみを参照します。これらの仮想マシンの状態がパワーオン以外に変更された場
合、リストから削除されます。追加された新しい仮想マシンもフィルタリング対象に
なります。フィルタリングは、ユーザー セッションが終了するまで維持されます。

フィルタを削除するには 

[ クリア ] をクリックするか、または [ フィルタ ] フィールドのエントリを削除してか
ら [OK] をクリックします。

VI クライアントには、使用可能なすべて項目のリストが表示されます。

フィルタリング キーワード検索用コラムを選択するには 

[ 含める ] フィールドを右クリックし、該当するコラム名を選択する、または選択を
解除します。

フィルタリングは、排他的ではなく包含的に行われます。選択したコラム内でキー
ワードが検出されると、その行項目がリストに含まれます。

リストをエクスポートするには

1 エクスポートするリストを選択します。

2 [ ファイル ] - [ エクスポート ] - [ リストのエクスポート ] を選択します。

3 ファイル名を入力し、ダイアログボックスでファイル タイプを選択し、[保存 ] 
をクリックします。

指定したファイル名、ファイル タイプのファイルが、指定した場所に保存され
ます。

カスタム属性の使用方法
属性とは、仮想インフラストラクチャ環境内のすべての管理対象ホストおよび仮想マ
シンの監視対象リソースおよび管理対象リソースです。属性のステータスおよび状態
は、さまざまなインベントリ パネルに表示されます。

カスタム属性を使用して、ユーザー仕様のメタ情報を仮想マシンや管理対象ホストに
関連付けることができます。属性を作成したら、必要に応じて、各仮想マシンまたは
管理対象ホストに属性値を設定します。この値は、仮想マシンや管理対象ホストでは
なく、VirtualCenter に保存されます。次に、新しい属性を使用して仮想マシンおよび
管理対象ホストの情報をフィルタリングします。カスタム属性が不要になった場合
は、削除します。カスタム属性は、常にストリングで指定します。 
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 たとえば、一連の製品があり、セールス担当者別にこれらの製品をソートするとし
ます。この場合には、セールス担当者名のカスタム属性（Name）を作成します。カ
スタム属性（Name）コラムをリスト ビューの 1つに追加します。該当する名前を各
製品のエントリーに追加します。カラムのタイトル（Name）をクリックし、アル
ファベット順にソートします。

カスタム属性機能は、接続先が VirtualCenter Server の場合のみ使用できます。

カスタム属性を追加するには

1  [ 管理 ] - [ カスタム属性 ] を選択します。

接続先が ESX Server のみの場合、このオプションは使用できません。

2 カスタム属性を追加し、[追加 ] をクリックします。

この属性が仮想マシン特性のリストに追加されます。

3 属性名を変更するには、[名前 ] フィールドをクリックし、この属性に割り当て
る名前を入力します。

4 カスタム属性の値を入力します。

a 属性を適用するオブジェクトが含まれているオブジェクト（1レベル上の階
層）を選択します。

たとえば、管理対象ホストの属性値を入力する場合、データセンターとホス
トのリストの [ ホスト ] タブを選択します。
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b 管理対象ホストまたは仮想マシンごとに、新しい属性のコラムをクリックし
ます。

情報パネルで、新しい属性がヘッダに追加されます。

c 管理対象ホストまたは仮想マシンごとに適切な属性値を入力します。

オブジェクトの選択と表示
このセクションでは、Virtual Infrastructure Client に関係するWindows の一般的な操
作法について解説します。 ナビゲーションに関するトピックは、次のセクションで説
明されています。

オブジェクトの選択（P.60）

オブジェクトの監視（P.61）

オブジェクトに対するアクションの実行（P.62）

オブジェクトの選択
VirtualCenter オブジェクトとは、データセンター、ネットワーク、データストア、リ
ソース プール、クラスタ、ホスト、仮想マシンです。 オブジェクトを選択すると、次
のようになります。

オブジェクトのステータス表示が可能になる

メニューが有効になり、オブジェクトでのアクションが選択できる

オブジェクトを選択するには 

1 該当するナビゲーション バーのオプション（ [ インベントリ ] 、[ スケジュール
設定タスク ] 、[ イベント ] 、[ 管理 ] 、[ マップ ] など）をクリックします。

2  [ インベントリ ] を選択した場合は、オブジェクトのアイコンが表示されるまで
インベントリ パネルの階層を参照します。 このアイコンをクリックします。

オブジェクトを選択すると、インベントリ パネルのオブジェクト ラベルの背景
に色が付き、情報パネルが更新されて選択したオブジェクトのデータが反映され
ます。

オブジェクト メニューを表示するには 

該当するオブジェクトを選択し、メニュー バーから該当するアクションを選択しま
す。 または、オブジェクトを右クリックします。

オブジェクトの選択可能なアクションが表示されるポップアップ メニューが表示さ
れます。
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各タイプのオブジェクト（データセンター、ホスト、仮想マシンなど）には、対応す
るタブのセットが情報パネルに次のように表示されます。  

接続先が VirtualCenter で、インベントリ パネル内の管理対象ホストを選択した場
合、情報パネルには [ 全般 ] タブ、[ 仮想マシン ] タブ、[ リソース割り当て ] タ
ブ、[ パフォーマンス ] タブ、[ 構成 ] タブ、[ タスクとイベント ] タブ、[ アラー
ム ] タブ、[ パーミッション ] タブ、[ マップ ] タブを表示

接続先が ESX Server で、インベントリ パネルを選択した場合、情報パネルには  
[ 全般 ] タブ、[ 仮想マシン ] タブ、[ リソース割り当て ] タブ、[ パフォーマンス ] 
タブ、[構成 ] タブ、[ユーザーとグループ ] タブ、[システム ログ ] タブ、[イベン
ト ] タブ、[ パーミッション ] タブを表示 

データセンターを選択した場合、情報パネルには [ 仮想マシン ] タブ、[ ホスト ] タ
ブ、[ タスクとイベント ] タブ、[ アラーム ] タブ、[ パーミッション ] タブ、 
[ マップ ] タブを表示

インベントリ パネルおよび情報パネルでは単一の選択リストを共有します。どちら
かのパネルでオブジェクトを選択すると、もう 1つのパネルで選択したオブジェク
トは解除されます。

メニュー バーまたはポップアップ メニューのいずれかで選択したメニュー アクション
は、現在選択されているオブジェクトに適用されます。オブジェクトが選択されてい
ない場合、選択可能なメニュー アクションはありません。 ポップアップ メニューは、
選択されているオブジェクトに対してのみ表示されます。ポップアップ メニューの
オプションについては、「ポップアップ メニュー（P.47）」を参照してください。

オブジェクト名を変更するには 

項目を選択してから<F2> を押すか、または選択した項目のテキストをクリックしま
す。新しい名前を入力します。

オブジェクトの監視
VI クライアントは、VirtualCenter または ESX Server のアクティビティを監視します。
VirtualCenter の監視対象ホストは、VirtualCenter Server で登録する必要があります。
VirtualCenter Server へのオブジェクトの追加については、「ホストの追加（P.105）」
を参照してください。 ESX Server ホストが VirtualCenter Server に登録されてない場合、
ESX Server に直接接続できます。VI クライアントを使用することもできます。

オブジェクトのステータスを確認するには

1 VI クライアントを起動します。 

2 ナビゲーション バーの該当するボタンをクリックします。  
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 [ インベントリ ] ボタンまたは [ マップ ] ボタンをクリックした場合は、イン 
ベントリ パネル リストをドリルダウンして個別のオブジェクト（ホスト、
データセンター、仮想マシンなど）を表示

 [ スケジュール設定されたタスク ] ボタン、[ イベント ] ボタン、[ 管理 ] ボタン
をクリックした場合、情報パネルには選択したボタンに対応するスケジュー
ル設定されたタスク、イベント、管理ウィザードを表示 

3 オブジェクトをクリックして、表示します。

オブジェクトを選択すると、インベントリ パネルのオブジェクト ラベルが青で
表示され、情報パネルが更新されて選択したオブジェクトのデータが反映され 
ます。 

4 情報パネルの該当するタブをクリックします。

選択したオブジェクトおよびタブのデータが表示されます。必要に応じて、タブ
をクリックしてオブジェクト情報を表示します。

オブジェクトに対するアクションの実行
このセクションでは、Virtual Infrastructure Client におけるタスク実行の基本プロセス
についてのみ解説します。 このセクションでは、特定の設定および条件については解
説しません。詳細については、実行するタスクに関する章またはマニュアルを参照し
てください。

オブジェクトを表示するには、そのオブジェクトに関する必要なパーミッションが
ユーザーに割り当てられている必要があります。 オブジェクトに対して実行できるア
クションのタイプは、そのオブジェクトに関してユーザー名およびグループに割り当
てられている権限によって異なります。

VirtualCenter 内のオブジェクトに対しては、次の 3種類の方法でアクションを実行で
きます。

[ VIrtualCenter] ウィンドウ上部のメニューバーでアクションを選択（ 「メニュー 
バー（P.45）」を参照）。

オブジェクトのポップアップ メニューまたはボタンでアクションを選択 （オブ
ジェクト メニューまたはボタンからのアクション選択方法については、次の手
順を参照）。

[スケジュール設定されたタスク ] パネルでアクション実行スケジュールを設定 
（タスクのスケジュール設定については、「スケジュール設定タスクの管理
（P.301）」を参照）。
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仮想インフラストラクチャ オブジェクトに対するアクションを実行するには

1 Virtual Infrastructure Client を起動します。

2 適切なサーバに接続します。

3 表示するオブジェクト、またはアクションを実行するオブジェクトを選択するに
は、該当するインベントリ ビューを選択して目的のオブジェクトのアイコンが
表示されるまでインベントリ パネルの階層を参照し、そのアイコンをクリック
します。 

オブジェクトは、インベントリ パネルまたは情報パネルで選択できます。

オブジェクトが表示さない場合は、次の操作を実行します。

正しいサーバにログオンしていることを確認する。

必要に応じて、VirtualCenter コントロールにホストを追加する。（詳細につ
いては、「VirtualCenter でのホスト管理（P.103）」を参照）

4 オブジェクトを選択したら、次のいずれかの手順を実行してください。

メイン メニューからメニュー項目を選択する。

オブジェクトを右クリックし、ポップップ メニューから選択する。

5 表示されるプロンプトに従います。

選択したアクションに応じて、情報パネルのビューが変更されるか、またはウィザー
ドによって、トランザクションを終了するために必要な情報の入力を求めるプロンプ
トが表示されます。
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この章では、ログ ファイルのアクセス方法や構成方法、ファイアウォールの構成方
法、SNMPの設定方法などの基本的なシステム構成情報について説明します。一部の
トピックは、別の章または別のマニュアルに詳しい説明があります。このような場合
は、参照先が掲載されています。

この章のトピックには、通常、一度だけ行う構成タスクが記載されていますが、必要
な場合は設定を変更できます。

この章の内容は、以下のとおりです。

ESX Server および VirtualCenter のホスト構成（P.65）

VirtualCenter 構成（P.70）

VirtualCenter の通信の構成（P.72）

仮想マシンの構成（P.75）

アクティブ セッションの操作（P.77）

SNMP 構成（P.78）

システム ログ ファイル（P.85）

ESX Server および VirtualCenter のホスト構成
ESX Server ホストは、Virtual Infrastructure Client を介して構成および管理されます。
ホスト関連の構成には、VirtualCenter 固有のものがあります。また、スタンドアロン 
ホストと VirtualCenter の通常のホストのいずれにも適用できる構成もあります。

『サーバ構成ガイド』では、ESX Server ホスト ネットワーク、ステージングおよびセ
キュリティの構成に必要なタスクについて説明しています。また、概要、アドバイ

システム構成 5
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ス、基本概念についても説明するので、内容理解に役立ててください。さらに、ユー
ザー ニーズに合わせて ESX Server ホストを導入する方法を説明します。『サーバ構成
ガイド』の情報を使用する前に、『仮想インフラストラクチャの概要』を読んで、シ
ステムアーキテクチャ、および仮想インフラストラクチャ システムを構成する物理 /
仮想デバイスの概要を参照してください。

このセクションでは、必要な情報を参照しやすいように、『サーバ構成ガイド』の内
容を要約しています。

ホストの構成
ホストを選択して、その [ 構成 ] タブを選択します。[ 構成 ] タブに、使用できるすべ
ての構成オプションが表示されます。

[ ハードウェア ] タブ
[ ハードウェア ] タブには、次の構成オプションが表示されます。

[ プロセッサ ]　タイプ、速度、メーカーなど、ホストのプロセッサ情報を表示し
ます。 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスでは、ハイパースレッド機能を有効ま
たは無効に設定できます。

[ メモリ ]　メモリ容量の合計、ホスト システムのメモリ容量、仮想マシンのメモ
リ容量、ESX Server サービス コンソールのメモリ容量など、ホストのメモリ構成
を表示します。 [ プロパティ] ダイアログ ボックスでは、ESX Server サービス コン
ソール専用のメモリ容量を設定できます。

[ ストレージ（SCSI、SAN、NFS）]　ホストで構成したストレージ ボリュームと、
各ストレージ デバイスの詳細情報を表示します。 表示内容には、ボリューム ラ
ベル、ファイル システムのタイプ、ブロック サイズ、エクステント、容量など
があります。[更新 ]、[ 削除 ]、[ ストレージの追加 ]、[ プロパティ ] ダイアログ 
ボックスでは、ボリューム プロパティの変更、エクステントの追加、パスの管
理、ディスクや LUNデータストアの追加、NFS（Network File System）データス
トアの追加などを実行できます。

[ネットワーク]　ホストに現在接続されているネットワークを表示します。 [更新]、
[ ネットワークの追加 ]、[ 削除 ]、[ プロパティ ] ダイアログ ボックスでは、ポー
トやネットワーク アダプタの構成、ホストの仮想マシン、VMkernel、サービス 
コンソールに対する接続タイプの定義を実行できます。

[ ストレージ アダプタ ]　デバイス タイプ、SAN ID、LUN ID、パス、両方など、ス
トレージ アダプタ構成を表示します。[再スキャン ]、[LUNの非表示 ]、[ プロパ
ティ ] ダイアログ ボックスでは、新しいストレージ デバイスや VMFS ボリューム
のスキャン、選択したストレージ アダプタの LUN情報の非表示、VMotion 構成
状態の表示などを実行できます。
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[ ネットワーク アダプタ ]　デバイス タイプ、速度、vSwitch、ネットワーク ID な
ど、ネットワーク アダプタ情報を表示します。

[ ソフトウェア ] タブ
[ ソフトウェア ] タブには、次の構成オプションが表示されます。

[ライセンス供与されている機能]　仮想インフラストラクチャ環境の現在の状態
を示します。 これには、ライセンス ソース、ライセンス サーバ、ライセンス 
ファイル、ライセンス タイプ、VMotion や HAなどのアドオン ライセンスが含
まれます。[編集 ] ダイアログ ボックスでは、ライセンス ソース、ライセンス タ
イプ、追加機能のライセンスなどを指定できます。

[DNS およびルーティング ]　DNS とルーティング情報を表示します。 これには、
ホスト名とドメイン、ホストに接続されているDNS サーバ、検索ドメイン、デ
フォルト ゲートウェイなどが含まれます。[プロパティ ] ダイアログ ボックスで
は、上記の識別情報を指定できます。

[ 仮想マシンの起動 /シャットダウン ]　ホスト上の仮想マシンと起動または停止
の状態を一覧表示します。 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスでは、仮想マシン
をパワーオン /パワーオフするタイミングを設定できます。設定オプションで
は、ホストのパワーオフやパワーオンを基準に、機能または停止できます。

[ セキュリティ プロファイル ]　受信と送信の接続に関して、ファイアウォール情
報を表示します。 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスでは、リモート アクセス条
件を定義できます。これには、Shell タイプ、SNMP、クライアント、サーバ、
エージェントの送受信ポートやプロトコルが含まれます。

[ システム リソースの割り当て ]　ホストのリソース割り当ての設定を表示しま
す。 これには、メモリや CPU の使用状況が含まれます。[ 編集 ] ダイアログ ボッ
クスでは、ホスト用に確保する共有 CPUや共有メモリの数値を設定できます。 
[ 簡易 / 詳細 ] トグル ダイアログ ボックスでは、ホストのリソース プールで、選
択したホスト機能用に予約された CPUとメモリ シェアを設定できます。

仮想マシン リソースの構成および使用の詳細については、『リソース管理ガイ
ド』を参照してください。

[詳細設定]　表示されているVMwareの設定値は、VMwareテクニカル サポートに
指示された場合のみに使用してください。

注意 ネットワーク、ストレージ、セキュリティの構成情報については、『サーバ構成ガイ
ド』を参照してください。
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ネットワーク構成情報の表示
ESX Server ネットワークの章では、物理および仮想ネットワーク概念、ESX Server ホ
ストのネットワーク接続の構成に必要な基本タスク、および上級ネットワークのト
ピックやタスクについて説明しています。ネットワークのセクションは、以下の章で
構成されています。

ネットワーク　ネットワークの概念を紹介し、ESX Server ホストのネットワーク
設定時に完了する必要がある一般的なタスクについて説明します。

アドバンスト ネットワーク　MACアドレス設定、仮想スイッチおよびポートの
編集、DNS ルーティングなどアドバンスト ネットワーク タスクについて説明し
ます。 また、ネットワーク構成をより効率的にするためのヒントも提供していま
す。

ネットワーク シナリオおよびトラブルシューティング　共通のネットワーク構
成およびトラブルシューティング シナリオについて説明します。

ストレージ構成情報の表示
ESX Server ストレージの章では、ストレージの基本情報、ESX Server ホストのスト
レージの構成や管理に必要な基本タスクの情報、および rawデバイス マッピングの
設定方法の説明を提供します。ストレージのセクションは、以下の章で構成されてい
ます。

ストレージの手引き　ESX Server ホストで構成できるストレージのタイプを紹介
します。

ストレージの構成　ローカル SCSI ストレージ、ファイバ チャネル ストレージ、
および iSCSI ストレージの構成方法について説明します。また、VMFS ストレー
ジおよびネットワーク接続ストレージについても説明します。

ストレージの管理　既存のデータストアおよびデータストアを構成するファイル 
システムを管理する方法について説明します。

Rawデバイス マッピング　raw デバイス マッピング、このタイプのストレージの
構成方法、およびマルチパスやフェイルオーバーを設定して rawデバイス マッ
ピングを管理する方法について説明します。

セキュリティ構成情報の表示
ESX Server セキュリティの章では、VMware が ESX Server に構築する保護、および
ESX Server ホストをセキュリティ脅威から保護できる方法について説明します。これ
らの方法には、ファイアウォールの使用、仮想スイッチのセキュリティ機能の利用、
およびユーザー認証や許可の設定が含まれます。セキュリティのセクションは、以下
の章で構成されます。
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ESX Server システムのセキュリティ　データのセキュリティ環境を保証するとき
に役立つ ESX Server 機能、およびセキュリティに関連するシステム設計の概念に
ついて説明します。

ESX Server 構成のセキュリティ　SX Server ホストおよびVMware VirtualCenter の
ファイアウォール ポートの構成方法、仮想スイッチおよび VLANを使用して仮
想スイッチのネットワーク分離を確立する方法、および iSCSI ストレージのセ
キュリティ設定方法について説明します。

認証およびユーザー管理　ユーザー、グループ、パーミッション、および役割を
設定して ESX Server ホストや VirtualCenter へのアクセスを制御する方法につい
て説明します。また、暗号化や代行ユーザーについても説明します。

サービス コンソール セキュリティ　サービス コンソールに組み込まれているセ
キュリティ機能、およびその機能の構成方法について説明します。

セキュリティ導入および推奨　独自の ESX Server 導入の設定時に考慮する必要が
ある問題のヒントとなるサンプル配備を提供します。また、この章では、仮想マ
シンをさらに安全にできるタスクについても説明します。

ESX Server コマンド情報の表示
『サーバ構成ガイド』には、ESX Server ホストの構成時に役立つ可能性がある特別な
情報を提供する付録があります。

ESX Server テクニカル サポート コマンド　SSH などコマンド ライン シェルを介
して発行できる ESX Server 構成コマンドについて説明します。これらのコマンド
は使用できますが、スクリプト構築に使用できる API ではありませんので、注意
してください。これらのコマンドは変更されることがありますが、VMware は、
ESX Server 構成コマンドに依存するアプリケーションおよびスクリプトをサポー
トしていません。この付録では、これらのコマンドと同等な VMware 仮想イン
フラストラクチャ クライアントを提供しています。

vmkfstools の使用　iSCSI ディスクの管理および移行タスクを実行するときに使
用できる vmkfstoolsユーティリティについて説明します。
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VirtualCenter 構成
プロパティや設定のダイアログ ボックスでは、VirtualCenter 環境の調整を実行でき
ます。

VMware VirtualCenter 構成を表示するには

[ 管理 ] - [ サーバ設定 ] を選択します。

この設定の変更は、カレントな VirtualCenter Server のみに適用されます。ログアウ
トし、別の VirtualCenter Server にログオンすると、この設定はその VirtualCenter 
Server 専用になります。

ダイアログ ボックスのタブでは、次の内容を構成できます。

[ ライセンス サーバ ]　ライセンス サーバを指定し、ホストを VirtualCenter イン 
ベントリに追加するときにホスト ライセンス サーバをサスペンドするかどうか
を指定します。

詳細は、『インストールおよびアップグレード ガイド』を参照してください。

[ 統計情報 ]　収集間隔、収集スレッド リミット、収集レベルを指定します。 管理
対象ホストからのパフォーマンス統計情報を収集するときに使用するスレッド数
を指定します。

パフォーマンス統計情報収集の詳細レベルを指定します。有効値は、
「minimal」、「typical」、「full」です。デフォルトは「full」です。

VirtualCenter が、スケジュール設定されているタスクに実行可能なものがある
か、アラームをトリガするかを確認する頻度を秒単位で指定します。デフォルト
値は 5秒です。

VirtualCenter で認識されているユーザーおよびグループすべてがWindows に存
在することを確認します。たとえば、ユーザー「Smith」に許可が割り当てられ
ていて、このドメインでユーザーの名前が「Smith2」に変更された場合、
VirtualCenter は「Smith」は存在しないと判断して、その許可を削除します。

「統計情報の収集間隔の設定（P.282）」を参照してください。

 [ランタイム設定]　VirtualCenterのインストールで使用する固有のランタイム設
定を表示します。これには、VirtualCenter の一意の ID 番号と VirtualCenter 
TCP/IP ポート番号が含まれます。

仮想マシンの一意なMACアドレスおよびUUID を生成します。場合によっては、
複数の VirtualCenter を同じ会社内で実行することもできます。各 VirtualCenter 
Server には、一意の ID が必要です。デフォルトでは、ID 値は、ランダムで生成
されます。ただし、この値は編集できます。値は、0～ 63 の一意な数値にする
必要があります。
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VirtualCenter クライアントがデータを VirtualCenter Server に送信するときに使用
するポートを指定します。

「VirtualCenter の通信の構成（P.72）」を参照してください。

[ アクティブ ディレクトリ ]　アクティブ ディレクトリのタイムアウト、[パー
ミッションの追加 ] ダイアログ ボックスに表示するユーザー数とグループ数の最
大値、VirtualCenter の既知のユーザーとグループの同期化と検証を実行する頻度
を指定します。

VirtualCenter が選択ドメインから保存するユーザーおよびグループの最大数を指
定します。最大制限を指定しない場合は、ゼロ（0）を入力します。

VirtualCenter が、選択したドメインで検索を実行できる最大時間を秒単位で指定
します。大規模なドメインの検索は、非常に時間がかかる可能性があります。ゼ
ロ（0）より大きい値を指定してください。

「第 15 章 ユーザー、グループ、 パーミッション、および ロールの管理（P.253）」
を参照してください。

[ メール ]　SMTP サーバおよびメール アカウントを指定します。 

「イベントの管理（P.310）」を参照してください。

[SNMP]　SNMPレシーバ URL、ポート、コミュニティ ストリングを指定します。

「SNMP構成（P.78）」を参照してください。

[Web サービス ]　Webサービスが使用するHTTP および HTTPS ポートを指定し 
ます。

「VirtualCenter の通信の構成（P.72）」を参照してください。

[ タイムアウト設定 ]　通常操作と長時間操作での、VI クライアント接続のタイム
アウト値を指定します。 [ 通常操作のタイムアウト ] は、VirtualCenter クライアン
トがタイムアウトになる前に VirtualCenter Server からの応答を待つ時間を秒単
位で指定します。デフォルトは 30秒です。[ 長時間操作でのタイムアウト ] は、
長時間操作の場合、VirtualCenter クライアントが VirtualCenter Server の応答を待
つ時間を秒単位で指定します。デフォルトは 120 秒です。

「VI クライアントの起動とログオン（P.37）」を参照してください。

[ ログ オプション ]　VirtualCenter の通常の稼動状態で、どの程度詳細にログを記
録するか、その範囲まで記録するかを指定します。 1 に設定すると、詳細ログが
特定されます。これは、詳細なデバッグやトラブルシューティングに使用されま
す。このフィールドは、VMware テクニカル サポートで支持された場合にだけ使
用してください。

「システム ログ ファイル（P.85）」を参照してください。
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[データベース]　VirtualCenterデータベースへのアクセスに必要なパスワードと、
生成するデータベース接続の最大数を指定します。 

「SNMP トラップでのMIB の使用（P.78）」を参照してください。

VirtualCenter の通信の構成
VirtualCenter Server と ESX Server は、ポート 902 で VI クライアントからのデータを
受け取ります。VI クライアントを VirtualCenter Server または ESX Server に接続する
前に、ポートが正しく構成されていることを確認してください。

ファイアウォールにより VI クライアントからの VirtualCenter Server への接続がブ
ロックされている場合、以下の 3つ方法で接続を許可できます。

ファイアウォールを再構成して、VIクライアントがVirtualCenter ServerまたはESX 
Server のポート 902 と通信できるようにします。ファイアウォールについては、
マニュアルを参照してください。

902 以外のポートを使用します（必要な場合は、ファイアウォールを構成して、
他のポートを開いてください）。VI クライアントと VirtualCenter Server で同じ
ポートを使用するように設定してください。

VirtualCenter Server でのこのポート番号の変更については、「VirtualCenter Server
が VI クライアントとの通信に使用するポートの構成（P.73） 」を参照してくださ
い。

上記のいずれも実行できず、ファイアウォールでサーバへのWebトラフィック
が許可されている場合、標準のWeb接続を使用して VI クライアントを
VirtualCenter Server に接続できます。

Webサイトポートの設定については、「Web接続での VirtualCenter 通信
（P.73）」を参照してください。

注意 ここで説明する手順は、ESX Server との通信には使用できません。ESX Server はポー
ト 902 のみを使用します。ESX Server が VI クライアントや VirtualCenter Server との
通信に使用するポート番号は、変更できません。セキュリティ、通信、ESX Server で
のポート番号の設定については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

要注意 この方法で VirtualCenter Server と VI クライアント間の通信チャネル
を開く場合、VirtualCenter コンソールは機能しません。
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VirtualCenter Server が VI クライアントとの通信に使用するポート
の構成
デフォルトのポート番号は、902 です。ここで説明する手順は、VI クライアントと
VirtualCenter Server 間の通信のみが対象です。VI クライアントと ESX Server 間の通信
用の手順ではないので、この手順ではポート番号を変更しないでください。

デフォルトのポート番号を変更するには

1 VI クライアントを起動して、VirtualCenter Server にログオンします。

「VI クライアントの使用（P.43）」を参照してください。

2 [ 管理 ] - [ サーバ設定 ] を選択します。

3 [ ランタイム設定 ] オプションをクリックします。

4 VI クライアントが VirtualCenter Server との通信に使用するポート番号を入力し
ます。[終了 ] オプションをクリックします。[終了 ] ボタンをクリックします。

ポート番号は 64000 未満にする必要があります。

5 変更を適用するには、VirtualCenter Server を再起動します。

「 VirtualCenter Server（P.35）」を参照してください。

Web接続での VirtualCenter 通信
VirtualCenter Server および VI クライアントをファイアウォールの逆側で接続する別
の方法として、標準のWeb接続を使用する方法があります。

Webトンネルを介してファイアウォール上で VI クライアントが VirtualCenter Server
に接続できるようにするには、VirtualCenter Server の Web サイトポートアドレスを
変更します。

IIS を使用して VirtualCenter Server と VI クライアント間でWebポートを開くには

1 VirtualCenter Server で、Internet Information Services (IIS) Manager をインストー
ルします。

通常、これは、Microsoft Windows オペレーティングシステムによりデフォルト
でインストールされています。

注意 通常は、ポート番号は変更しません。

要注意 この方法で VirtualCenter Server と VI クライアント間の通信チャネルを開
く場合、VirtualCenter コンソールは機能しません。
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2 IIS を有効にします。

たとえば、[開始 ] - [ コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - [ インターネット 
サービス マネージャ ] を選択します。[ インターネット詳細情報サービス ] を選
択します。

3 IIS マネージャから、Windows ダイアログボックスを開きます。

4 <server_name> を拡張します。[デフォルトWebサイト ] を右クリックして、 
[ プロパティ ] - [Web サイト ] タブを選択します。

5 VirtualCenter サービスのポート値を設定します。

6 Web サイトの説明ブロックに、TCP ポートの値を入力します。または、許可さ
れている場合、SSL ポートの値を入力します。

80 は、デフォルトの安全でない TCP Web サイトポートです。443 は、デフォル
トの安全な SSL Web サイトポートです。

7 dll ディレクトリを設定します。

a 必要な場合、以下のディレクトリを作成してください。

      C:¥inetpub¥wwwroot¥vpx¥

b このディレクトリの許可を設定して、実行を許可します。

c ファイル VmdbHttpProxy.dll をこのディレクトリにコピーします。

このファイルは、￥Program Files￥VMware￥VMware VirtualCenter にあり
ます。

8 変更が適用されているか確認します。

9 デフォルトWebサイトを停止して、再起動します。

10 VirtualCenter バージョンをアップデートするたびに、このプロセスを繰り返して
ください。

VI クライアントを起動する場合、VirtualCenter Server Web サイトアドレスをリス
トされているように [ サーバ ] フィールドに入力します。

安全なWebポートまたは他の任意のデフォルト以外のポートを使用する場合、
次のように完全な名前を使用します。 
http:<server name>:<port>

たとえば、http://vcserver:443です。

デフォルトの安全でないWebサイトポートを使用する場合、次の任意の組み合
わせを使用します。 
http:<server name>、<server name>80、または http:<server name>:80
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仮想マシンの構成
プロパティや設定のダイアログ ボックスでは、VirtualCenter 要素の調整を実行でき
ます。

仮想マシンのリソースを表示するには

仮想マシンを選択し、[全般 ] タブをクリックします。[全般 ] タブの [ リソース ] を
参照してください。

CPUとメモリの現在の使用状況、選択した仮想マシンに関連するデータストアと
ネットワークが表示されます。

仮想マシン リソースの構成および使用の詳細については、『リソース管理ガイド』を
参照してください。

ホストの仮想マシンを表示するには

ホストを選択し [ 仮想マシン ] タブをクリックします。

これは、選択した管理対象ホストで実行するすべての仮想マシンおよび仮想マシンに
割り当てられているリソースの割合を示すリストです。

仮想マシンの構成を表示するには

仮想マシンの作成や仮想マシン構成の編集については、「仮想マシンの管理（P.115）」
を参照してください。

仮想マシンを選択し、[編集の設定 ] を選択します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ 
ボックスでは、次のような仮想マシン構成を編集できます。

[ ハードウェア ]　ハードウェア要素を仮想マシンに追加または削除します。

メモリ

CPU

フロッピードライブ

CD/DVD ドライブ

ネットワーク アダプタ

SCSI コントローラ

ハード ディスク 

シリアルポート

パラレルポート
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イーサネット アダプタ

SCSI デバイス

[ オプション ]　一般的な仮想マシン設定の一部、電源状態変更時のアクション、
プロセス中のデバッグのアクションを表示します。

[ 全般 ]　仮想マシン名、仮想マシンの構成ファイルのパスとファイル名、仮
想マシンが動作する場所、ゲストOS、インストールされているゲストOS
のバージョンが表示されます。

[VMware Tools]　仮想マシンのツールバー パワー アイコンの電源制御設定
と、VMware Tools スクリプトを実行する条件とタイミングを示す実行スク
リプト オプションが表示されます。

[ 電源管理 ]　ゲストOS がスタンバイ状態での仮想マシンの応答を指定し 
ます。

[ 詳細 ]　ログの設定、CPUのマスクとマスクの用途、その他構成パラメータ
を表示します。VMware テクニカル サポートの指示があった場合にのみ使用
してください。

[ リソース ]　仮想マシンの管理対象ホストでのリソース共有を変更します。

[CPU]　選択した仮想マシンについて、CPUリソース割り当ての共有、予約、
制限を指定します。

[ メモリ ]　選択した仮想マシンについて、メモリ リソース割り当ての共有、
予約、制限を指定します。

[ ディスク ]　ディスク リソース割り当ての共有と、選択した仮想マシンの共
有の値を指定します。

[CPU の詳細 ]　選択した仮想マシンの CPUについて、ハイパースレッド機能
とスケジュール機能の親和性を指定します。
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アクティブ セッションの操作
VI クライアントの接続先が VirtualCenter Server の場合、このサーバにログオンして
いるユーザーのリストを表示できます。VI クライアントの接続先が ESX Server ホス
トの場合は、このリストを表示できません。

VirtualCenter Server に現在ログオンしているユーザーを表示するには

VirtualCenter Server に接続している VI クライアントのナビゲーション バーで、[ 管理
者 ] ボタンをクリックします。次に、[ セッション ] タブをクリックします。

アクティブ セッションを終了するには

1 VirtualCenter Server に接続している VI クライアントのナビゲーション バーで、 
[ 管理者 ] ボタンをクリックします。次に、[ セッション ] タブをクリックします。

2 終了するセッションを右クリックします。[終了 ] を選択します。

3 [OK] をクリックします。

アクティブ セッションにログオンしているすべてのユーザーにメッセージを送信 
するには

1 VirtualCenter Server に接続している VI クライアントのナビゲーション バーで、 
[ 管理者 ] ボタンをクリックします。次に、[ セッション ] タブをクリックします。

2 [ 本日のメッセージ ] フィールドに直接入力します。

3 [ 変更 ] ボタンをクリックします。
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テキストは、ログインするとすべてのアクティブ セッション ユーザーと新規
ユーザーに通知メッセージとして送信されます。

SNMP構成
SNMP エージェントは、統計値と制御値の標準セットである SNMP Management 
Information Base（MIB）と呼ばれるデータベースを制御します。

以下では、SNMP構成について説明します。

SNMPトラップでのMIB の使用（P.78）

SNMP トラップおよび変数の定義について（P.79）

SNMP を使用して ESX Server を実行するコンピュータを監視する（P.81）

ESX Server SNMP の設定（P.83）

SNMP トラップ送信先の構成（P.84）

SNMP 管理クライアントソフトウェアの構成（P.85）

SNMP セキュリティの構成（P.85）

ゲストOSでの SNMP の使用（P.85）

SNMP トラップでのMIB の使用
VirtualCenter では、SNMP v1 トラップを構成して、VirtualCenter で発生するイベント
のアラーム通知を使用できます。ただし、ホスト関連アラームには ESX Server MIB を
使用し続けてください。

ここで定義されるトラップは、通常、他の管理プログラムに送信されます。これらの
管理プログラムは、VirtualCenter により送信される SNMPトラップを認識できる必
要があります。

VirtualCenter SNMP トラップを認識できるように管理プログラムを構成するには

1 MIB（Management Information Base：管理情報ベース）定義をダウンロードし
ます。

VMWARE-ROOT-MIB.mib

VMWARE-TRAPS-MIB.mib

MIB 定義ファイルは、デフォルトのインストール ディレクトリが使用されてい
る場合、C:¥Program Files¥VMware¥VMware VirtualCenter¥MIBSにありま
す。

2 VMware MIB を含めて、認識できるように、管理プログラムを変更します。
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MIB 定義のプログラムへの追加については、管理プログラムマニュアルを参照し
てください。

MIB 定義について説明しているテクニカルノートについては、
www.vmware.com/pdf/vc_dbviews_11.pdfを参照してください。

SNMP トラップおよび変数の定義について
SNMP MIB 定義の 2つのグループをダウンロードできます。 VI クライアントの SNMP
トラップツリーは以下の場所にあります。

.iso.dod.org.internet.private.enterprise.vmware.vmwTraps.
(.1.3.6.1.4.1.6876.50.).

VMware VirtualCenter の SNMP トラップのタイプは 201です。

 表 5-1 は、各 VirtualCenter MIB グループの ID マッピングのリストです。

以下の表は、VMware SNMP MIB ルートおよびプライマリ サブツリーについて説明し
ています。現在、各サブツリーにはその独自のMIB ファイルがあります。以下の表
は、SNMPトラップグループで使用される変数のリストを示しています。

 表 5-2 は、VMWARE-ROOT-MIB.mib からの定義マッピングのリストです。

表 5-1.  ID マッピング

IDマップ ラベル

1.3.6.1.4.1.6876.50.301 vpxdTrapType

1.3.6.1.4.1.6876.50.302 vpxdHostName

1.3.6.1.4.1.6876.50.303 vpxdVMName

1.3.6.1.4.1.6876.50.304 vpxdOldStatus

1.3.6.1.4.1.6876.50.305 vpxdNewStatus

1.3.6.1.4.1.6876.50.306 vpxObjValue

表 5-2.  定義マッピング

ラベル ID マッピング

vmware              enterprises 6876

vmwSystem          vmware 1 

vmwVirtMachines     vmware 2 

vmwResources       vmware 3 

vmwProductSpecific  vmware 4 

vmwTraps            vmware 50 



基本システム管理

80 VMware, Inc. 

表 5-3 は、VMWARE-TRAPS-MIB.mib からのトラップ タイプのリストです。最初の 5
つのトラップは、ESX Server から生成され、最後の 1つは VirtualCenter Server から生
成されます。

 表 5-4 は、SNMP トラップで定義される VMware Virtual Infrastructure Client で使用さ
れる変数およびパラメータについて説明しています。すべての変数は読み取り専用で
す。データタイプ フィールドは、管理情報の構造（SMI）で説明される SNMP v1 タ
イプを参照します。また、すべての変数およびパラメータは必須です。

vmwOID              vmware 60 

vmwExperimental     vmware 700 

表 5-3.  トラップ タイプ

トラップラベル 内容 変数

vmPoweredOn 仮想マシンが中断状態またはオフ状
態から電源オン状態になった場合に
送信されます。

vmID、vmConfigFile

vmPoweredOff 仮想マシンが電源オフ状態になった
場合に送信されます。

vmID、vmConfigFile

vmHBLost 仮想マシンがゲスト ハートビートで
ロスを検出した場合に送信されます。

vmID、vmConfigFile

vmHBDetected 仮想マシンがゲスト ハートビートを
検出または回復した場合に送信され
ます。

vmID、vmConfigFile

vmSuspended 仮想マシンが中断状態になった場合
に送信されます。

vmID、vmConfigFile

vpxdTrap エンティティ状態が変更した場合に
送信されます。

vpxdTrapType、vpxdHostName、
vpxdVMName、vpxdOldStatus、
vpxdNewStatus、vpxdObjValue

表 5-4.  変数およびパラメータ

変数 内容 構文

vmID トラップを生成する仮想マシン ID。仮想マシン ID が存
在しない場合（電源オフ トラップの場合など）、-1 が返
されます。

INTEGER 

vmConfigFile トラップを生成する仮想マシンの構成ファイル。 DisplayString 

vpxdTrapType 先行トラップのトラップ タイプ。 DisplayString 

表 5-2.  定義マッピング

ラベル ID マッピング
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SNMP を使用して ESX Server を実行するコンピュータを監視する
ESX Server には、SNMP エージェントが装備されています。これを使用すると、ESX 
Server が実行している物理マシン、およびそこで実行している仮想マシンの状態を監
視できます。このエージェントは、ESX Server 固有のデータをサポートする拡張機能
が搭載されたNet-SNMP に基づいています。Net-SNMP の背景情報については、
net-snmp.sourceforge.netを参照してください。

ESX Server SNMP エージェントは、管理情報ベース（MIB）をロードして SMIv1
フォーマットでコンパイルできる、および SNMPv1 トラップメッセージを理解でき
る、任意の管理ソフトウェアで使用できます。

SNMP階層での VMware サブツリーの位置は、以下の通りです。

.iso.org.dod.internet.private.enterprises.vmware (.1.3.6.1.4.1.6876).

SNMP は、ESX Server MIB アイテムあり、またはアイテムなしで使用できます。

物理コンピュータについての情報
SNMP get変数は、物理コンピュータについての広範囲のアイテム、および仮想マシン
がリソースをどのように使用するかを監視できます。使用できる情報の重要なタイプ
を以下にいくつか示します。

物理コンピュータの CPU数

特定の仮想マシンで使用される物理コンピュータの CPUリソース

 物理コンピュータにインストールされている RAMの容量

 サービス コンソールで使用される物理メモリ

特定の仮想マシンで使用される物理メモリ

使用されていない物理メモリ

読み書きの回数、およびデータ読み書きの量など、物理コンピュータのディスク
のデータ使用状況

vpxdHostName 先行トラップのホストの名前。 DisplayString 

vpxdVMName 先行トラップの仮想マシンの名前。 DisplayString

vpxdOldStatus 先行トラップの古いステータス。 DisplayString 

vpxdNewStatus 先行トラップの新しいステータス。 DisplayString 

vpxdObjValue 先行トラップのカレントなオブジェクト値。 DisplayString

表 5-4.  変数およびパラメータ

変数 内容 構文

http://net-snmp.sourceforge.net
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送受信されたパッケージ、および送受信された KB数など、物理コンピュータの
ネットワークアダプタのデータ使用状況

VMkernel の状態（ロードされているかどうか）

仮想マシンについての情報
SNMP get変数を使用すると、コンピュータで実行する特定の仮想マシンについての
多くの項目を監視できます。使用できる情報の重要なタイプを以下にいくつか示し 
ます。

仮想マシンの構成ファイルへのパス

仮想マシンで実行するゲストOS

仮想マシンで構成されている使用するメモリの量

仮想マシンの電源の状態 : オンまたはオフ

ゲストOSの状態 : オンまたはオフ（実行しているかどうか）

仮想マシンで参照されるディスクアダプタ

仮想マシンで参照されるネットワークアダプタ

仮想マシンで参照されるフロッピディスクドライブ

フロッピドライブの状態 : 接続されているかどうか

仮想マシンで参照される CD-ROMドライブ

CD-ROMドライブの状態 : 接続されているかどうか

SNMP トラップ
5 つの SNMP トラップは、特定の仮想マシンの重大なイベントを通知します。影響の
ある仮想マシンは、ID 番号と構成ファイルパスで識別されます。トラップは以下の
場合に通知します。

仮想マシンが電源オン状態になった、または中断状態から再開されたとき

仮想マシンが電源オフ状態になったとき

仮想マシンがゲストOSハートビートでロスを検出したとき

注意 VMkernel ロード状態を示す変数がNoを示す場合、他の変数で報告される任意の値
は、無効と見なしてください。
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仮想マシンが中断状態になったとき

仮想マシンがゲストOSのハートビートの起動または再開を検出したとき

ESX Server SNMP の設定
ESX Server SNMP サポートは、net-snmp パッケージに基づいてデーモンにロードで
きるモジュールです。また、そのパッケージのバージョン 5.0.9.2.30E.19でコン
パイルされています。このバージョンの net-snmp は、デフォルトで VMware サービ
スコンソールにインストールされます。

ESX Server SNMP モジュールのインストール
VMware 固有の SNMP モジュールは、ESX Server のインストール時に自動的にインス
トールされます。初期インストールのデフォルトでは、ESX Server コンポーネントは
SNMPで有効であり、VMware トラップは常にオンです。

ESX Server MIB モジュールのインストール
MIB モジュールは初期インストール時のみに存在し、アップグレード時には存在しな
いので、ESX server をアップグレードした後に、手動で変更する必要があります。ま
た、構成状態が不明なため、サードパーティの管理エージェントをインストールした
場合も変更する必要があります。

サービス コンソールからの ESX Server エージェントの構成
以下の手順は、サードパーティ管理アプリケーションをインストールまたはアップグ
レードしたときに実行する必要があります。

ESX Server MIB を有効または無効にするには

1 サービス コンソールに root ユーザーとしてログオンします。

2  /etc/snmp/snmpd.conf構成ファイルを編集します。

3 以下の行を追加または削除して、VMware MIB アイテムを有効または無効にし 
ます。

   dlmod SNMPESX /usr/lib/vmware/snmp/libSNMPESX.so

注意 ゲストOSハートビートのロスおよび再開を検出するトラップをサポートするには、
ゲスト OS に VMware Tools をインストールする必要があります。
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SNMPエージェントを自動的に起動するには

root ユーザーとしてサービス コンソールにログオンし、chkconfigコマンドを実行
して ESX Server が起動した場合に、SNMPデーモンが自動的に起動するように設定で
きます。

chkconfig snmpd on

SNMPエージェントを手動で起動するには

SNMP エージェントを手動で起動する必要がある場合、サービス コンソールに root
としてログオンし、以下のコマンドを実行します。

/etc/rc.d/init.d/snmpd start

デフォルトでは、エージェントは、バックグラウンド処理で起動および実行します。

トラップを有効または無効にするには

1 config.xmlファイル編集します。

/etc/vmware/host/config.xmlファイルの構成パラメータ
snmp/generateTrapsは、トラップを生成するかどうか決めます。デフォルトで
は、トラップが生成されます。

2 vmware_hostdを再起動して、変更が適用されたか確認します。

SNMP トラップ送信先の構成
VMware トラップは、構成ファイルで指定された送信先に生成されます。

トラップを構成するには

1 サービス コンソールに root ユーザーとしてログオンします。

2 /etc/snmp/snmpd.confファイルを変更します。

3 テキスト エディタを使用して、以下の行を追加し、mercury.solar.comをト
ラップを受信するネットワークのホストの名前に置き換えます。

   trapsink mercury.solar.com 

送信先を複数指定する場合、この行を繰り返します。

4 以下の行を追加して、publicを選択するコミュニティの名前に置き換えます。
trapcommunity public. 

  この行で許可されているインスタンスは 1つだけです。

5 変更を保存します。
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SNMP 管理クライアントソフトウェアの構成
SNMP 管理ソフトウェアを ESX Server エージェントで使用するには、以下の作業に必
要な手順を実行します。

管理ソフトウェアで、SNMPに基づいて管理されるデバイスとして ESX Server マ
シンを指定します。

該当するコミュニティ名を管理ソフトウェアに設定します。これらは、マスタ
SNMPエージェントの構成ファイルで設定されている値と一致する必要がありま
す。たとえば、rocommunity、trapcommunity、および trapsinkです。

ESX Server MIB を管理ソフトウェアにロードします。これにより、ESX Server 変数
のシンボル名を表示できます。MIB ファイルは、/usr/lib/vmware/snmp/mibs

ディレクトリの ESX Server にあります。

SNMP セキュリティの構成
ESX Server SNMP パッケージは、デフォルト構成の SNMPセキュリティに最も単純な
方法を使用します。この方法では、読み取り専用アクセスのシングル コミュニティ
が設定されます。これは、snmpd daemon、snmpd.confの構成ファイルの
rocommunity構成パラメータで示されます。このファイルは変更してください。

 SNMP セキュリティ メカニズムを拡張すると、  管理者は、許可スキームさらに細か
く設定できます。詳細については、snmpd.conf(5) man ページを参照してくださ
い。

ゲストOSでの SNMPの使用
SNMP を使用して、仮想マシンで実行しているゲストOSまたはアプリケーションを
監視するには、ゲストOSで監視用に通常使用する SNMPエージェントをインストー
ルします。ESX Server では特別な構成は必要ありません。

仮想マシンは、その独自の仮想ハードウェア デバイスを使用します。仮想マシンの
物理コンピュータのハードウェアを監視することを目的としたエージェントはインス
トールしないでください。

システム ログ ファイル
イベントとアラームのリストのほかに、Virtual Infrastructure Client は、分類されたロ
グを生成します。これらのログには、VMware インフラストラクチャ環境のアクティ
ビティについての追加情報が含まれます。

以下のセクションでは、システム ログ ファイルについて説明します。

システム ログ エントリの表示（P.86）
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外部システム ログ（P.87）

診断データのエクスポート（P.90）

ログ ファイルの収集（P.91）

システム ログ エントリの表示
以下の 2つの手順は、システム ログのアクセスおよび表示方法について説明します。

システム ログ エントリを表示するには

1 VirtualCenter Server または ESX Server に接続されている VI クライアントから、
管理パネルを表示して、システム ログ タブを表示します。

2 ナビゲーションバーの [ 管理 ] ボタンをクリックします。[ システム ログ ] タブを
クリックします。

3 ドロップダウン リストから、表示するログおよびエントリを選択します。
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選択したアイテムを検索およびリストするには 

1 表示をフィルタするログで、[表示 ] - [ フィルタ ] を選択して、フィルタリング 
オプションを参照します。

2 テキストをデータ フィールドに入力します。[クリア ] をクリックして、データ 
フィールドを空にします。

外部システム ログ
VMware テクニカル サポートは、製品で発生した問題の解決に役立てるため、ファイ
ルを要求することがあります。以下の表は、必要な追加ログ ファイルについて説明
しています。

表 5-5.  外部システム ログ 

コンポーネント

オペレー
ティング  
システム ファイル名 場所

ESX Server 2.x
サービス ログ

ESX Server vmware-serverd.log /var/log/vmware/

ESX Server 3.x
サービス ログ

ESX Server hostd.log /var/log/vmware/

VIクライアント 
エージェント 
ログ

ESX Server vpxa.log /var/log/vmware/vpx/

VIクライアント 
インストール 
ログ

Windows  仮想インフラストラクチャ  
クライアント ホスト
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VIクライアント 
サービス ログ

Windows temp_dir\viclient-x.log

x（=0、1、... 9）
Temp ディレクトリ

VMware 仮想マ
シン コンソー
ル ログ

Windows vmware-<username>-<PID>.log Temp ディレクトリ
例 :
C:¥Documents and 
Settings¥<username>¥Local 
Settings¥Temp

このファイルのパスは、[ バー
ジョン情報 ] ダイアログボックス
に表示されます。コンソールで、
[ ヘルプ ] - [VMware Virtual 
Infrastructure Client について ] を
選択して、[ 追加情報 ] を参照し
ます。

Linux ui-<PID>.log Temp ディレクトリ
例 :
/tmp/vmware-<username>/

このファイルのパスは、コン
ソール起動時に端末に表示され
ます。

リモート VI クライアントの VMware 仮想マシン コンソールで問題が発生した場合、
サポートリクエストおよびこのログ ファイルを送ってください。

仮想マシン コ
ンソール イン
ストール ログ

Windows VMInst.log Temp ディレクトリ
例 :
C:¥Documents and 
Settings¥<username>¥Local 
Settings¥Temp 

ローカル設定フォルダは、デ
フォルトでは非表示にされてい
ます。この内容を参照するには、
[ マイ コンピュータ ] を開いて、 
[ツール ] - [ フォルダ オプション ] 
を選択します。次に、[ 表示 ] タ
ブをクリックして、[ すべての
ファイルとフォルダを表示する ] 
を選択します。

Linux VMInst.log /etc/vmware/

表 5-5.  外部システム ログ （続き）

コンポーネント

オペレー
ティング  
システム ファイル名 場所
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仮想マシンログ Windows vmware.log 問題が発生した仮想マシンの構
成ファイル（.vmx）と同じディ
レクトリ内。
アクティブ仮想マシンのログ 
ファイルのパスは、[ バージョン
情報 ] ダイアログボックスに表示
されます。コンソールで、[ ヘル
プ ] - [VMware Virtual 
Infrastructure Client について ] を
選択して、[ 追加情報 ] を参照し
ます。

Linux vmware.log 問題が発生した仮想マシンの構
成ファイル（.vmx）と同じディ
レクトリ内。

 失敗した仮想マシンを再起動する前に、サポート スクリプトを実行するか、ログ 
ファイルを保存します。

仮想マシンの 
イベント ログ

Windows event-<path_to_ 
configuration_file> 
.vmx.log

仮想マシンで管理されるホスト。
C:¥Program Files¥VMware¥ 
VMware Virtual 
Infrastructure¥ 
vmserverdRoot¥eventlog

Linux /var/log/vmware

仮想マシン 
カーネル コア 
ファイル

ESX Server vmkernel-core.<date>および 
vmkernel-log.<date>

マシン再起動後の /root。

仮想マシン構成
ファイル

Windows お
よび Linux

.vmx 仮想マシンで管理されるホスト。

サービス コン
ソール ログ

ESX Server  /var/log/messages

サービス コン
ソール可用性 
レポート

ESX Server   

VMkernel メッ
セージ

ESX Server  サービス コンソールの
/var/log/vmkernel

VMkernel 
アラートおよび
可用性レポート

ESX Server  サービス コンソールの
/var/log/vmkernel

VMkernel 警告 ESX Server  サービス コンソールの
/var/log/vmkwarning

表 5-5.  外部システム ログ （続き）

コンポーネント

オペレー
ティング  
システム ファイル名 場所
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診断データのエクスポート
ログ ファイル データのすべてまたは一部をエクスポートできます。

診断データをエクスポートするには

1 VirtualCenter Server または ESX Server に接続されている VI クライアントから、 
[ 診断データの保存 ] ダイアログボックスを開きます。

2 [ 管理者 ] ボタンをクリックして、[システム ログ ] タブをクリックします。次
に、エクスポートするログをプルダウンリストから選択して、[管理者 ] タスク
バーの [ 診断データのエクスポート ] ボタンをクリックします。

3 VI クライアントが VirtualCenter Server に接続されている場合、ログをエクス
ポートするホスト、およびログ ファイルを保存する場所を指定します。
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4 VI クライアントが ESX Server に接続されている場合、ログ ファイルの場所を指
定します。

5 [OK] をクリックします。

vm-supportスクリプトを使用して、ファイルが選択されたデータから作成され、指
定した場所に保存されます。ファイル拡張子がない場合、デフォルトでテキストファ
イルになります。このファイルには、タイプ、時刻および説明が含まれています。

ログ ファイルの収集
VMware テクニカル サポートは、問題の解決に役立てるためファイルを要求すること
があります。以下では、これらのファイルを生成および収集するスクリプト プロセ
スについて説明します。

Virtual Infrastructure Client の VirtualCenter verbose ロギングを設定 
するには

1 [ 管理 ] を選択します。[ サーバ設定 ] - [ ロギング オプション ] をクリックします。

2 ポップアップメニューから [Verbose] を選択します。

3 [OK] をクリックします。

仮想インフラストラクチャ ログ ファイルを収集するには

以下のオプションから選択します。

viclient-*.logファイルを表示するには、ディレクトリを %temp%に変更しま
す。

VirtualCenter Server マシンで VI クライアントを実行している場合、ログ バンドル
をダウンロードします。
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ESX Server VMkernel ファイルを収集するには

VMkernel が失敗した場合、通常、一定期間エラーメッセージが表示され、その
後、仮想マシンが再起動します。

仮想マシンを構成したときに VMware コア ダンプ パーティションを指定した場
合、VMkernel は、コア ダンプおよびエラー ログも生成します。

VMkernel のより重大な問題が発生すると、エラー メッセージやコア ダンプが生成さ
れずに、マシンがフリーズします。

ESX Server サービス コンソール ファイルを収集するには

1 以下のスクリプトをサービス コンソールで実行します。

/usr/bin/vm-support

このスクリプトは、すべての関連する ESX Server システムおよび構成情報、およ
び ESX Server ログ ファイルを収集し、パッケージします。この情報は、発生し
た問題の解析に使用できます。

2 結果のファイルを保存します。

esx-<date>-<unique-xnumber>.tgz

ESX Server サービス ログ ファイルを収集するには

1 テキストエディタで、以下のファイルを開きます。

Windows ホストの場合、C:¥Documents and Settings¥All 

Users¥Application Data¥VMware¥VMware Virtual Infrastructure¥に
ある config.iniを編集します。

Linux ホストの場合、/etc/vmware/configを編集します。

2 以下の行をファイルに追加します。

   vmauthd.logEnabled = TRUE
   log.vmauthdFileName = "vmauthd.log"

これにより、vmauthd.logというファイルが作成されます。Windows ホストの
場合、このファイルのデフォルトの位置は、C:¥Windows¥system32または
C:¥WINNT¥system32です。Linux ホストの場合、このファイルのデフォルトの位
置は、/var/log/vmwareです。

3 構成ファイルを保存して閉じます。

ログは Linux ホストで有効です。VMware 許可サービス（Linux ホストの場合
vmware-authd）のロギングを手動で有効にできます。
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4 Windows ホストの場合、[ 開始 ] - [ 管理ツール ] - [ サービス ] を選択します。
[VMware 認証サービス ] を右クリックして、[再起動 ] を選択します。

これで、Windows ホストでロギングが有効になります。
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6

この章では、VMware インフラストラクチャ環境のオブジェクトを管理する方法につ
いて説明します。 オブジェクトは、フォルダ、データセンター、クラスタ、リソース 
プール、ネットワークおよびデータストアです。これらのオブジェクトは、監視およ
び管理されるホストや仮想マシンの管理または編成に使用されます。

この章では、インベントリ オブジェクトを追加または削除する方法を説明します。
また、これらのアイテムや関連するアクティビティを詳しく説明するマニュアルも紹
介しています。

仮想インフラ ストラクチャ クライアントの各オブジェクトは、全体的な階層内に置
かれています。オブジェクトの位置は、オブジェクトの機能により決まります。

この章の内容は、以下のとおりです。

VI クライアントのオブジェクトについて（P.96）

インベントリ オブジェクトの追加（P.100）

インベントリ内のオブジェクトの移動（P.101）

インベントリ オブジェクトの削除（P.102）

VI クライアント インベントリ
の管理 6

注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または ESX 
Server に接続されているかで異なります。特に説明がない限り、プロセス、タスクま
たは説明は、両方のタイプの VI クライアント接続に適用されます。
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VI クライアントのオブジェクトについて
オブジェクト間の関係は、次のような方法で確認できます。

マップ機能で表示　オブジェクトの関係をグラフィックを使って表示します。

インベントリのオブジェクトをクリック　関連のあるオブジェクトを、タブごと
に表示します。

たとえば、データストアの仮想マシン タブには、データストアを使用している
仮想マシンの一覧表が表示されます。ホスト タブでは、データストアにアクセ
ス可能なホストの一覧表が表示されます。

[ インベントリ ] - [ ホストおよびクラスタ ]　特定のホスト、クラスタ、リソース 
プール上で稼動する仮想マシンの一覧が表示されます。各オブジェクトにはタブ
があり、関連のある仮想マシンやオブジェクトに含まれる仮想マシンがすべて表
示されます。

ただし、[ホストおよびクラスタ ] ビューには、使用可能な仮想マシンやテンプ
レートがすべて表示されるわけではありません。仮想マシンとテンプレートをす
べて表示するには、[インベントリ ] - [ 仮想マシンとテンプレート ] オプションを
選択する必要があります。このビューでは、仮想マシンを任意のフォルダ階層構
造で表示できます。

仮想インフラストラクチャ クラスタは、ESX Server への直接接続、または
VirtualCenter Server 経由での ESX Server への間接接続に使用されます。VI クライアン
トは、接続されているサーバのタイプに適切な機能のみを表示します。たとえば、VI
クライアントが ESX Server に接続されている場合、クラスタ機能は表示されません。

以下の図は、VMware インフラストラクチャ環境のオブジェクトをリストしていま
す。リストは、階層順です。テンプレート、ネットワーク、データセンターは、それ
ぞれのインベントリ パネルに表示されます。他のオブジェクトは、テンプレート、
ネットワーク、データセンターのインベントリ パネルに表示されます。この 4つの
パネルは、すべてルート フォルダにリンクしています。
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図 6-1.  Virtual Infrastructure Client 階層
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VI クライアントが ESX Server に接続されている場合、ルートはそのホスト自体です。
含まれるオブジェトには、ホスト ルート リソース プール、子リソース プール、仮想
マシンがあります。VI クライアントが ESX Server のみに接続されている場合、クラ
スタ、フォルダ、データセンター、ネットワーク、データストアはインベントリに表
示されません。

組織上の構造としてのみ機能するオブジェクトもあります。このオブジェクトを使っ
て、部署、グループ、役職、場所ごとにオブジェクトを編成することができます。

また、適用するオブジェクト グループを制限するオブジェクトもあります。たとえ
ば、VMotion フェイルオーバーは、クラスタ内では発生しますが、クラスタ間では発
生しません。同様に、VMotion フェイルオーバーは、データセンター内では発生しま
すが、データセンター間では発生しません。

Virtual Infrastructure Client オブジェクトを以下に示します。

root フォルダ　VirtualCenter Server のみ。子オブジェクトは、データセンターお
よびサブフォルダです。 ルート フォルダは、各 VirtualCenter Server のデフォルト
として設定されます。この名前は変更できますが、追加または削除することはで
きません。

フォルダ　VirtualCenter Server のみ。子オブジェクトは、データセンター、ホス
ト、クラスタ、仮想マシン、サブフォルダのいずれかです。

データセンター　VirtualCenter Server のみ。子オブジェクトは、フォルダ、クラ
スタ、ホストのいずれかです。

データセンターには、クラスタ、ホスト、仮想マシンが含まれます。すべてのア
クションは、管理されるホストで実行され、仮想マシンはそのデータセンター内
で適用されます。データセンター内では、ホストとは別に仮想マシンを監視およ
び管理し、VMotion を使用することができます。ただし、データセンター間の移
行は実行できません。

クラスタ　VirtualCenter Server のみ。子オブジェクトは、ホスト、仮想マシン、
リソース プールのいずれかです。

システムのライセンスがある場合、以下のクラスタ機能を有効にできます。

VMware HA　ホスト障害時に、VirtualCenter が仮想マシンを自動的に移行し、再
起動できるようにします。VMware HA は、インベントリ オブジェクトとしては
表示されませんが、クラスタ オブジェクトを表示することは可能です。

VMware DRS　VirtualCenter 環境の監視、初期配置推奨の作成、仮想マシン移行
推奨の作成を実行します。また、VirtualCenter がホストで仮想マシンを自動的に
配置および移行して、クラスタ リソースを最適に使用できるようにします。
VMware DRS は、インベントリ オブジェクトとしては表示されませんが、クラス
タ オブジェクトを表示することは可能です。
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Virtual Infrastructure Client のクラスタの使用に関する詳細については、『リソー
ス管理ガイド』を参照してください。

ホスト　子オブジェクトは、仮想マシン、リソース プールのいずれかです。ホ
ストは、ESX Server システムです。ホストとは、仮想マシンに対してホストとし
て機能する仮想化プラットフォームを示します。ホストは、スタンドアロン ESX 
Server のデフォルトの最上位構造です。

VirtualCenter Server の接続先が Virtual Infrastructure Client の場合、VirtualCenter
に登録されているすべての ESX Server システムは、単純にホストと呼ばれます。
Virtual Infrastructure Client に直接接続されている ESX Server システムは、スタン
ドアロン ホストと呼ばれます。

ESX Server の構成の詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

ホスト　子オブジェクトは、仮想マシン、リソース プールのいずれかです。
VirtualCenter Server を介して使用できるだけでなく、これらは ESX Server ホスト
で使用できます。

Virtual Infrastructure Client のリソース プールは、ホストが提供する CPUおよび
メモリをそのホストの仮想マシンに割り当てるときに使用されます。

Virtual Infrastructure Client のリソース プールの使用に関する詳細については、
『リソース管理ガイド』を参照してください。

仮想マシン　ホスト、データストアの仮想ディスク内にあり、クラスタまたはリ
ソース プールに関連付けられています。ホスト、クラスタ、またはリソース 
プールの子オブジェクトとしてリストできます。また、ホストまたはクラスタ間
で移動することもできます。クラスタまたはリソース プールに追加する場合、
クラスタまたはリソース プールに宛先ターゲット ホストがあるか、それを指定
する必要があります。

ネットワーク　VirtualCenter Server のみ。データセンターの子オブジェクトで
す。ネットワークは、ホストが VMware インフラストラクチャ環境に追加され
るときに検出されます。

ESX Server の構成の詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

データストア　VirtualCenter Server のみ。データセンターの子オブジェクトで
す。データストアは、ホストが VMware インフラストラクチャ環境に追加され
るときに検出されます。これには、管理ホストに対してローカルなデータスト
ア、SANや NAS のデータストアの検出も含まれます。

ESX Server の構成の詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。
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インベントリ オブジェクトの追加
各インベントリ オブジェクトを追加できるのは、親の階層にあるオブジェクトのみ
です。許可のあるオブジェクトだけが、親のメニューにリストされます。これらのペ
アは、以下の通りです。

インベントリ オブジェクトを追加するには

1 VI クライアントから、該当するインベントリ ビューを表示します。

2 インベントリ パネルで、親アイコンを選択します。ポップアップ メニューから、
フォルダ、データセンター、クラスタ、リソース プール、ホスト、仮想マシン
のいずれかの <オブジェクト >から、新規 <オブジェクト >を選択します。

新しいオブジェクトがフォルダまたはデータセンターの場合、新しいアイコンが
インベントリに追加されます。たとえば、新しいデータセンターが階層構造に追
加されます。名前を入力します。

オブジェクトがクラスタ、リソース プール、ホストまたは仮想マシンの場
合、ウィザードが表示されます。プロンプトに対応して、[終了 ] をクリッ
クします。

詳細については、該当するマニュアルを参照してください。

クラスタ　『リソース管理ガイド』を参照してください。

リソース プール　『リソース管理ガイド』を参照してください。
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ホスト　「VirtualCenter でのホスト管理（P.103）」を参照してください。

仮想マシン　「 仮想マシンの管理（P.145）」を参照してください。

インベントリ内のオブジェクトの移動
フォルダ、データセンター、リソース プール、およびホスト間を手動で移動できる
オブジェクトもあります。

ドラッグ アンド ドロップでオブジェクトを移動するには

1 VI クライアントから、該当するインベントリ ビューを表示します。

2 インベントリ ビューから、移動するオブジェクトを選択して、クリックします。

オブジェクトが四角で囲まれて表示されます。オブジェクトが選択された状態に
なります。

3 移動するオブジェクトをターゲット オブジェクトにドラッグします。

移動するオブジェクトがターゲットに移動できる場合　ターゲット オブ
ジェクトは、四角に囲まれて表示されます。これは、このオブジェクトが選
択されていることを示します。

移動するオブジェクトがターゲットに移動できない場合　ノート記号（ゼロ
にスラッシュ）が表示され、オブジェクトは移動されません。

インベントリ オブジェクトは以下のように移動できます。

ルートフォルダ、ルート ホスト（ESX Server）、ネットワーク、およびデー
タストア　移動できません。

フォルダ　データセンター内で移動できます。

データセンター　同レベルまたは親レベルのフォルダに移動できます。

クラスタ　同レベルまたは親レベルのフォルダ間およびデータセンター内で
移動できます。

ホスト　VirtualCenter Server で管理されていて、ホストがクラスタ内にある
場合、クラスタから移動する前に、ホストのすべての仮想マシンをシャット
ダウンして、ホストをメンテナンス モードにする必要があります。 ホスト
は、クラスタおよびデータセンター間で移動できます。

リソース プール　他のリソース プールおよびフォルダに移動できます。

仮想マシン　他のリソース プール、クラスタ、フォルダ、データセンター、
またはホストに移動できます。ホスト以外のオブジェクトに移動する場合、
ターゲット ホストを指定する必要があります。
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4 必要に応じて、環境を条件に合わせてください。

オブジェクトをドラッグし、マウスボタンを離すと、オブジェクトが新しい場所
に移動するか、移動のために必要な処理を示すエラー メッセージが表示されます。

インベントリ オブジェクトの削除
フォルダ、データセンター、クラスタ、またはリソース プールなどのオブジェクト
を削除すると、そのオブジェクトに含まれるデータセンター、クラスタ、ホスト、お
よび仮想マシンなどすべての子インベントリ オブジェクトが削除されます。また、
関連するタスク、アラームおよびイベントもすべて削除されます。割り当てられたプ
ロセッサおよび移行ライセンスは、使用可能ステータスに戻ります。管理されている
ホストにあった仮想マシンは、ホストに残りますが、VirtualCenter では管理されなく
なります。

インベントリ オブジェクトを削除するには

1 VI クライアントから、該当するインベントリ ビューを表示します。

2 オブジェクトを選択します。ポップアップ メニューから [ 削除 ] を選択します。

3 内容を確認してから [ はい ] をクリックし、画面の指示に従います。

確認すると、管理されているインベントリからデータセンター内のすべてのクラ
スタ、ホスト、および仮想マシンが削除されます。また、関連するタスク、ア
ラーム、およびイベントもすべて削除されます。割り当てられたプロセッサおよ
び移行ライセンスは、使用可能ステータスに戻ります。管理されているホストに
あった仮想マシンは、ホストに残ります。ルートフォルダは削除できません。

注意 削除オプションでは、データストアから仮想マシンは削除されません。
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7

この章では、VirtualCenter を使ってホストを管理する方法を説明します。ホストの設
定管理については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。 

このセクションでは、次の内容について説明します。

ホストの概要（P.103）

ホストの状態（P.105）

ホストの追加（P.105）

ホストへの接続と切断（P.108）

ホストへの自動再接続（P.110）

クラスタからホストを削除（P.110）

VirtualCenter からのホストの削除（P.112）

ホストの詳細設定オプション（P.114）

ホストの概要
ホストとは、仮想マシンをサポートする仮想プラットフォーム（ESX Server）です。
VirtualCenter 管理対象ホストは、VirtualCenter に登録された ESX Server ホストです。
ホスト管理のタスクは、Virtual Infrastructure Client を使用して実行されます。この VI

VirtualCenter でのホスト管理 7
注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または ESX 

Server に接続されているかで異なります。特に説明がない限り、プロセス、タスクま
たは説明は、両方のタイプの VI クライアント接続に適用されます。
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クライアントは、直接 ESX Server ホストに接続するか、あるいは VirtualCenter Server
への接続を介して間接的に ESX Server ホストに接続することができます。

ESX Server ホストが VI クライアントに直接接続されている場合、ホストはスタンド
アロン ホストとして個別に管理されます。ほとんどのホスト構成と仮想マシン構成
の機能は引き続き適用されます。VMotion を使用した仮想マシンのホスト間移行な
ど、複数のホストを必要とする機能は、スタンドアロン ホスト接続を介しては使用
できません。

ESX Server ホストが VirtualCenter によって管理されている場合、ホストは
VirtualCenter Server に接続された VI クライアントを介して VMware インフラストラ
クチャ環境に追加されます。管理対象ホストは、階層構造においてルート ノード 
フォルダの下のデータセンター、フォルダ、またはクラスタに配置されます。

管理対象ホスト上のすべての仮想マシンは、自動的に検出され、VirtualCenter にイン
ポートされます。複数の管理対象ホストを追加すると、VirtualCenter Server により仮
想マシン間に存在する命名のコンフリクトが認識され、システム管理者に警告されま
す。システム管理者は、必要に応じて仮想マシンの名称を変更することができます。
仮想マシンの表示名を設定します。この名前は最長 80文字で、英数字、アンダーラ
イン（_ ）、ハイフン（-）を使用できます。また、名前は仮想マシン グループ内のす
べての仮想マシンにおいて固有のものである必要があります。

VirtualCenter Server が管理対象ホストに接続されている場合は、特権ユーザーのよう
に動作します。個々の Virtual Infrastructure Client ユーザーは、必ずしも管理対象ホス
ト上の管理者ユーザーである必要はありません。Virtual Infrastructure Client ユーザー
のセットアップについては、「アクセス パーミッションの割り当て（P.269）」を参照
してください。

注意 ESX Server は、VI クライアントの直接的なコンカレント接続を最大 5つサポートし 
ます。

要注意 ESX Server ホストが VirtualCenter Server に接続されている場合に、VI クラ
イアントを接続して ESX Server ホストを直接管理しようとすると、エラー 
メッセージが表示されますが、操作を続行することはできます。特に、ホ
ストがクラスタ構成に含まれている場合には、ホスト上でコンフリクトが
発生する可能性があります。このアクションは実行しないように強くお勧
めします。
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ホストの状態
管理対象ホストで実行されるアクションは、その管理対象ホストが特定の状態である
ことを必要とします。管理対象ホストで操作が実行されるたびに、ホスト状態は変化
します。状態の移行中は、状態フィールドに移行を説明する用語が表示されます。

ホストの追加
仮想マシンはネットワーク内の管理対象ホスト上に存在します。ホストは VMware
インフラストラクチャ環境に追加されます。VirtualCenter Server は、その管理対象ホ
スト内に含まれるすべての仮想マシンを自動的に検出し、VMware インフラストラク
チャ環境に追加します。

お使いの VI クライアントを ESX Server に直接接続している場合、このセクションの
プロシージャは適用されません。

ホストを VirtualCenter Server に追加するには 

1 必要に応じてファイアウォールを介した通信チャネルを確保します。

VirtualCenter 環境の管理対象ホストがファイアウォールの背後にある場合、管理
対象ホストが VirtualCenter Server やポート 902 のその他すべてのホスト、また
はその他の設定ポートと通信できることを確認してください。 詳細については、
『インストールおよびアップグレード ガイド』および『サーバ構成ガイド』を参
照してください。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリックします。必要に応じて
インベントリを拡張し、適切なデータセンター、フォルダ、クラスタをクリック
します。

3 適切なデータセンターまたはクラスタを選択し、メイン メニューまたは右ク
リックのポップアップ メニューから [ 新規ホスト ] を選択します。

注意 管理対象ホストの接続を切断することは、管理対象ホストを VirtualCenter Server から
削除することとは異なります。管理対象ホストを切断しても、その管理対象ホストは
VirtualCenter Server から削除されません。一時的にすべての VirtualCenter Server の監
視アクティビティが中断されるだけです。 管理対象ホストとその関連する仮想マシン
は VirtualCenter Server インベントリに残ります 管理対象ホストを削除すると、管理
対象ホストとそのすべての関連する仮想マシンが VirtualCenter Server インベントリか
ら削除されます。

注意 ホストの追加または削除を実行する場合、必ずNFS マウントをアクティブにしてく
ださい。NFS マウントが応答しないと、操作は失敗します。
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4 管理ホストの接続設定を入力します。

a [ ホスト ] の名前フィールドに管理対象ホストの名前を入力します。

b 選択した管理対象ホストで管理特権を持つユーザー アカウントの [ ユーザー
名 ] と [ パスワード ] を入力します。

VirtualCenter は、ルート アカウントを使用してシステムにログインし、特
定のユーザー アカウントを作成します。 その後、VirtualCenter は以後のすべ
ての認証にこのアカウントを使用します。 

5 [ ホスト サマリ ] の情報を確認し、[ 次へ ] をクリックします。

6 ホストをクラスタに追加する場合、次の手順に従ってください。
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a ホストのリソース プールの操作を指定します。

以下のオプションがあります。

ホストのすべての仮想マシンをクラスタのルート リソース プールに配
置します。

ホストの仮想マシン用に新しいリソース プールを作成します。デフォ
ルトのリソース プール名は、ホスト名を元に割り当てられます。新た
な名前を適用するには、テキスト上に名前を入力します。

b [ 次へ ] をクリックします。

c 『リソース管理ガイド』を参照してください。

7 ホストをデータセンターに追加する場合、

a ホストの仮想マシンの場所を確認します。

b [ 選択 ] ボックスに表示されたインベントリ オブジェクトのリストから選択
します。

8 ホストの追加ウィザードが完了したら、[終了 ] をクリックします。

ダイアログ ボックスが閉じ、[次へ ] をクリックすると、VirtualCenter は次のよ
うな処理を行います。

指定した管理対象ホストのネットワークを検索し、管理対象ホスト上のすべ
ての仮想マシンを確認します。[ キャンセル ] をクリックすると、ホストが
VirtualCenter インベントリから削除されます。

管理対象ホストに接続されます。ウィザードが管理対象ホストに接続できな
い場合、その管理対象ホストはインベントリに追加されません。

管理対象ホストが現在管理されていないことを確認します。他の
VirtualCenter Server がすでに管理している場合、VirtualCenter はメッセージ
を表示します。 ウィザードが管理対象ホストに接続できても、何らかの理由
で VirtualCenter Server に接続状態を継続できない場合、ホストは追加され
ますが、切断状態になります。この現象は、たとえばホストが既に別の
VirtualCenter Server によって管理されている場合に発生します。

管理対象ホスト上のプロセッサ数が読み取られ、適切なライセンス数が割り
当てられます。 プロセッサ数は VirtualCenter データベースに保存され、各管
理対象ホストの再接続と VirtualCenter の起動時に確認されます。 
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管理対象ホストのバージョンがサポートされていることを確認します。サ
ポート対象外で、管理ホストのバージョン アップグレードが可能な場合、
アップグレードのプロンプトが表示されます。

既存の仮想マシンがインポートされます。

ホストへの接続と切断
特定の VirtualCenter Server に管理されている管理対象ホストを切断し、再接続する
オプションがあります。 このセクションでは、管理対象ホストを再接続する方法につ
いて説明します。

管理対象ホストを接続または切断するには

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション
バーで [ インベントリ ] ボタンをクリックします。 必要に応じてインベントリを
拡張し、適切な管理対象ホストをクリックします。

2 インベントリ パネルで適切な管理対象ホストのアイコンを選択し、ポップアッ
プ メニューから [ 接続 ] または [ 切断 ] を選択します。

3 切断時にアクションを確認します。[ はい ] をクリックします。

管理対象ホストの VirtualCenter への接続状態が変更されると、その管理対象ホ
スト上の仮想マシンの状態がアップデートされ、変更が反映されます。

注意 新しいプロセッサには、各プロセッサ パッケージに 2つの CPUコアがあり
ます。デュアル コア プロセッサのシステムでは、ESX Server 2.5.2 以降を使
用する必要があります。VirtualCenter ライセンスは、プロセッサ コアではな
く、プロセッサ パッケージのペアによって発行されます。したがって、シ
ステムが 2つのデュアル コア プロセッサまたは 2つのシングル コア プロ
セッサを使用している場合、そのシステムには 1つの 2プロセッサ
VirtualCenter ライセンスが必要です。

注意 管理対象ホストを切断することは、管理対象ホストを VirtualCenter から削除するこ
ととは異なります。管理対象ホストを切断しても、その管理対象ホストは
VirtualCenter から削除されません。一時的にすべての VirtualCenter の監視アクティビ
ティが中断されるだけです。 管理対象ホストとその関連する仮想マシンは
VirtualCenter インベントリに残ります 管理対象ホストを削除すると、管理対象ホスト
とそのすべての関連する仮想マシンが VirtualCenter インベントリから削除されます。
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管理対象ホストが切断されると、切断という用語がオブジェクト名に括弧で追加
され、オブジェクトがグレイ表示されます。関連するすべての仮想マシンも同様
にグレイ表示され、名前が変更されます。

管理対象ホストが接続されると、切断の表示が削除され、オブジェクト名が完全
な黒色表示になります。関連するすべての仮想マシンも同様に表示されます。
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ホストへの自動再接続
VirtualCenter Server は、管理対象ホストとの接続が失われると、管理ホストへの再接
続を試行します。 VirtualCenter が再接続を試行する時間を定義できます。VIクライアン
トが ESX Server に直接接続されている場合、この機能は使用できません。

管理対象ホストの自動再接続を設定するには

1 VI クライアントから、インベントリを表示します。

2 [管理 ] - [ サーバ設定 ] を選択します。ウィザードが起動したら、[接続オプション ]
のリスト項目を選択します。

3 [ ホスト再接続のしきい値 ]フィールドに分単位で値を入力します。

4 [ 終了 ] をクリックすると、ウィザードが終了します。もう一度 [終了 ] をクリッ
クします。

クラスタからホストを削除
ホストをインベントリまたはリスト表示から選択し、インベントリ内の新しい場所に
（スタンドアロン ホストの場合はフォルダに、または別のクラスタに）ドラッグし
て、ホストをクラスタから削除することができます。ホストをクラスタから削除する
と、ホストのリソースがクラスタ全体のリソースから削除されます。ホスト上にある
仮想マシンは、現在の状態に基づいて、クラスタ内の他のホストに移行されるか、ホ
スト内にとどまり、クラスタからは削除されます。ホストをクラスタから削除できる
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のは、すべての仮想マシンの電源が切断されており、ホストがメンテナンス モード
にある場合のみです。

クラスタの詳細情報については、『リソース管理ガイド』を参照してください。

クラスタからホストを削除するには

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、インベントリを表
示します。

2 管理対象ホストから VirtualCenter エージェントを削除するには、管理対象ホス
トが接続された状態であることを確認します。 

3 ホスト上のすべての仮想マシンをパワーオフにします。

4 インベントリ パネルで適切な管理対象ホストのアイコンを選択し、ポップアッ
プ メニューから [ メンテナンス モードにする ] を選択します。[ はい ] をクリッ
クします。

ホストのアイコンが変わり、名前に「メンテナンス モード」と括弧で追加され
ます。

5 ホストを移動します。

a インベントリ パネルでホストのアイコンを選択し、新しい場所にドラッグ
します。
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ホストは、別のクラスタまたは別のデータセンターに移動することができま
す。新しい場所を選択すると、クラスタ名またはデータセンター名の周囲に
青色のボックスが表示されます。

b マウス ボタンを離します。

VirtualCenter により、ホストが新しい場所に移動されます。

6 ホストを選択し、ポップアップ メニューから [ メンテナンス モードの終了 ] を選
択します。

7 必要に応じて仮想マシンを再開します。

VirtualCenter からのホストの削除
管理対象ホストを VirtualCenter から削除すると、接続が切れて、管理対象ホストの
機能やその管理対象ホストのすべての仮想マシンの機能が完全に監視および管理され
なくなります。管理対象ホストとその関連する仮想マシンはインベントリから削除さ
れます。履歴データは VirtualCenter データベースに残ります。

管理対象ホストを削除することは、管理対象ホストを VirtualCenter から切断するこ
ととは異なります。 管理対象ホストを切断しても、その管理対象ホストは
VirtualCenter から削除されません。一時的にすべての VirtualCenter の監視アクティ
ビティが中断されるだけです。管理対象ホストとその関連する仮想マシンは
VirtualCenter インベントリに残ります。

管理対象ホストを VirtualCenter から削除しても、管理対象ホストやデータストアか
ら仮想マシンは削除されません。管理対象ホストとその仮想マシンに対する
VirtualCenter のアクセス権だけが削除されます。

以下の図で、VirtualCenter から管理対象ホストを削除するプロセスについて説明しま
す。ここでの例で、VirtualCenter Server と削除された管理対象ホストとのリンクが失
われても、管理対象ホストのファイルがデータストアに残っていることに注目してく
ださい。

注意 可能な限り、接続中に管理対象ホストを削除します。接続されていない管理対象ホス
トを削除しても、管理対象ホストから VirtualCenter エージェントは削除されません。
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図 7-1.  ホストの削除

管理ホストを切断するには

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントからインベントリを表示
します。

2 管理対象ホストから VirtualCenter エージェントを削除するには、管理対象ホス
トが接続された状態であることを確認します。

管理対象ホストを削除する場合、管理対象ホストは接続状態であっても切断状態
であっても構いません。ただし、切断状態の管理対象ホストを削除しても、管理
対象ホストから VirtualCenter エージェントは削除されません。

3 ホスト上のすべての仮想マシンをパワーオフにします。

4 ホストがクラスタに含まれている場合は、インベントリ パネルで適切な管理対
象ホストのアイコンを選択し、ポップアップ メニューから [ メンテナンス モー
ドにする ] を選択します。配置を確認します。[ はい ] をクリックします。

1. 登録済みホストおよび仮想マシン

共有データストア

VirtualCenter

VM1.dsk

VM2.dsk

VM3.dsk

VM4.dsk

ホスト A
VM1

VM2

ホスト B
VM3

VM4

共有データストア

VirtualCenter
VM1.dsk

VM2.dsk

VM3.dsk

VM4.dsk

ホスト A
VM1

VM2

ホスト B
VM3

VM4

2. ホストの削除: 仮想マシンはホストのデータストアに残る
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5 インベントリ パネルで適切な管理対象ホストのアイコンを選択し、ポップアッ
プ メニューから [ 削除 ] を選択します。

6 [ はい ] をクリックして、管理対象ホストを削除します。管理対象ホストを維持
するには、[いいえ ] をクリックします。

[はい ] をクリックすると、VirtualCenter により管理対象ホストと関連する仮想
マシンが VirtualCenter 環境から削除されます。その後、VirtualCenter により、
すべての関連するプロセッサおよび移行ライセンスが使用可能ステータスに戻さ
れます。

ホストの詳細設定オプション
VMware HA および VMware DRS を含む、リソース割り当て機能の構成および使用の
詳細に関しては、『リソース管理ガイド』を参照してください。

ホストの構成に関する詳細については、『サーバ構成ガイド』を参照してください。
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仮想マシンの管理



基本システム管理

116 VMware, Inc. 



VMware, Inc. 117 

8

Virtual Infrastructure Client（VI クライアント）を使用すると、迅速かつ容易に仮想マ
シンを配布したり、管理したりできるようになります。VI クライアントは、シンプル
で柔軟なユーザー インターフェイスで、新しい仮想マシンを手動による構成からや、
テンプレートから、または既存の仮想マシンをクローンすることにより作成できま
す。すべての仮想マシンは、正常に機能する完全な仮想マシンを作成する手順を示す
ウィザードを使用して、所定の位置に作成されます。

仮想マシンの作成プロセスには、メイン メニューまたはポップアップ メニューのい
ずれかから仮想マシンの特定の作成タイプを選択する作業が含まれています。

この章では、新規仮想マシンウィザードを使用したり、既存の仮想マシンのクローン
を作成したりすることによって仮想マシンを作成する方法について解説します。新規
仮想マシンウィザードでは、仮想マシンの定義に必要な手順が示されます。この章で
は、使用されるゲスト OS、および割り当てられたリソースなどに基づいてパラメー
タを設定する方法に関する情報も提供されます。仮想マシンを作成したら、ゲスト
OS および VMware Tools をインストールする必要があります。

この章の内容は、以下のとおりです。

新しい仮想マシンウィザードの使用方法（P.118）

ゲストOSのインストール（P.136）

VMware Tools のインストールとアップグレード（P.137）

この章で解説されているアクティビティを実行するには、ホスト マシンにおける適
切な特権が必要です。

仮想マシンの作成 8
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新しい仮想マシンウィザードの使用方法
仮想マシンの作成プロセスを開始する方法は、何種類もあります。[ ファイル ] - [ 新
規 ] メニューでは、新しい仮想マシンの作成、テンプレートからの仮想マシンの配
布、既存の仮想マシンからの仮想マシンのクローンの作成のいずれかの方法を選択で
きます。インベントリ パネルでは、オブジェクトを選択し、そのポップアップ メ
ニューを使用して表 8-1 に表示されているタスクを完了できます。

ユーザーの選択によって、選択した特定のプロセス用に作られた、多少外観の異なる
画面のセットが表示されます。使用できないオプションは、無効になっています。た
とえば、インベントリに仮想マシンがない場合、[ クローン作成 ] は無効になってい
ます。ただし、いずれの場合も、高い柔軟性を確保するために、非常に幅広い選択肢
が用意されています。

表 8-1.  インベントリ オブジェクトのオプション 

インベントリ  
オブジェクト ポップアップ メニューの項目

仮想マシン クローンを作成

仮想マシン フォルダ 新規仮想マシンの作成
テンプレートから仮想マシンを配布
既存の仮想マシンのクローンを作成

ホスト 新規仮想マシンの作成
テンプレートから仮想マシンを配布
既存の仮想マシンのクローンを作成

クラスタ 新規仮想マシンの作成
テンプレートから仮想マシンを配布
既存の仮想マシンのクローンを作成

リソース プール 新規仮想マシンの作成
テンプレートから仮想マシンを配布
既存の仮想マシンのクローンを作成

データストア 新規仮想マシンの作成
仮想マシンの配布
既存の仮想マシンのクローンを作成

テンプレート このテンプレートから仮想マシンを配布

注意 仮想マシンを作成する前に、インストール対象となるゲスト OS に関する注意事項を
確認してください。[ヘルプ ] メニューまたは次の VMware Web サイトから、『ゲスト
OS インストール ガイド』を参照してください。
http://www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html
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標準的な仮想マシンの作成
新しい仮想マシンは、新規仮想マシンウィザードを使用してクラスタまたはホストに
追加できます。仮想マシンの構成の一部は仮定されているので、標準パスは短縮され
ています。仮想マシンを完全にカスタマイズする場合は、「カスタム仮想マシンの作
成（P.125）」を参照してください。

標準パスによる新しい仮想マシンの作成手順

1 VirtualCenter クライアントで、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] をクリッ
クし、必要に応じてインベントリを展開します。

2 [ インベントリ ] リストで、新しい仮想マシンの追加先となる管理対象ホストを
選択します。

ホストの [ 全般 ] タブが表示されます。

3 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択します。

新規仮想マシンウィザードが表示されます。

4 [ 標準 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

標準の選択肢を使用すると、デフォルトをほとんど変更する必要のない一部のオ
プションをスキップすることによって、プロセスが短縮されます。ここでは、標
準パスを使用する手順が示されます。次のセクションでは、カスタム パスを使
用する手順が示されます。

5 仮想マシン名を入力し、[次へ ] をクリックします。
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[ 仮想マシン名 ] フィールドに入力する名前は、VirtualCenter クライアントのイン
ベントリにリスト表示される名前です。また、仮想マシンのファイル名としても
使用されます。この名前は最長 80文字で、英数字、アンダーライン（_ ）、ハイ
フン（-）を使用できます。この名前は、データセンター全体およびフォルダ内
で一意の名前であることが必要です。

6 フォルダ、またはデータセンターのルートを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

7 [ リソース プール ] オプションを選択できる場合は、仮想マシンを実行するリ
ソース プールを選択し、該当するリソース プールの場所が表示されるまでツ
リーを展開します。該当するリソース プールをハイライト表示し、[次へ ] をク
リックします。

リソース プールでは、コンピューティング リソースを分かりやすい階層に設定
することによってホスト内でコンピューティング リソースを管理できます。仮
想マシンおよび子リソース プールは、親リソース プールのリソースを共有しま
す。リソース プールの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してくだ
さい。

8 仮想マシン ファイルを保存するデータストアを選択し、[次へ ]をクリックします。

仮想マシンおよびすべての仮想ディスク ファイルを保存できる十分な容量を持
つデータストアを選択します。ESX Server ホストの場合、VMFS ボリューム、
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NAS ボリューム、iSCSI ボリュームなどのデータストアをこのホスト上で構成し
ます。

9 [ ゲスト OS] でオペレーティング システム ファミリ（ [Microsoft Windows] 、
[Linux] 、[Novell NetWare] 、[Solaris] 、[ その他 ]）を選択し、プルダウン メ
ニューでバージョンを選択してから [ 次へ ] をクリックします。

これが仮想マシンのオペレティーング システムになります。オペレーティング 
システムは、仮想マシンの使用目的に基づいて選択します。

詳細については、『ゲストOSインストール ガイド』参照してください。

注意 Linux オペレーティング システムを使用する場合は、LSILogic アダプタを使用し
ます。
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このウィザードによってゲスト OS がインストールされるわけではありません。
新規仮想マシンウィザードはこの情報を使用して、必要なメモリ量など適切なデ
フォルト値を選択します。

10 プルダウン リストから仮想マシンに含まれる仮想プロセッサの数を選択し、[次
へ ] をクリックします。

SMPをパワーオンするには、ライセンスが必要です。ライセンスの詳細につい
ては、『インストールおよびアップグレード ガイド』を参照してください。

11 メガバイト数を選択して、仮想マシンのメモリ サイズを構成します。

注意 ホストがシングル プロセッサの場合、またはゲスト OS が SMP をサポートして
いない場合（たとえばNetWare や Windows NT 4.0 の場合）、[ 仮想 CPU] ページ
は表示されません。
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最小サイズ、推奨サイズ、最大サイズは、ゲスト OS によって異なります。最小
メモリサイズは、ゲスト OS の種類に関係なく 4MBです。最大サイズはホスト
によって異なりますが、ESX Server 3.0 では 16,384MB（16GB）です。メモリ サ
イズは、4MBの倍数で指定する必要があります。

スライダー沿いに表示される色つきの三角形は、ウィザードのキーによって示さ
れるこれらの 3種類のメモリ量です。スライダーをドラッグしたり、上下矢印
を使用して数字を選択したりすることも可能です。

12 [ 次へ ] をクリックします。
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13 接続先のネットワーク アダプタ（NIC）の数、ネットワークの名前、起動時に
ネットワークに接続するかどうかを選択し、接続先のネットワークおよびネット
ワーク オプションを選択します。

仮想マシンの起動時に仮想ネットワーク アダプタを自動的に接続しない場合は、
[起動時に接続 ] チェックボックスの選択を解除します。

[ ネットワーク ] プルダウン メニューには、仮想マシンがこのホストで使用する
ように構成されているポート グループがリスト表示されます。仮想マシンの
ポート グループが構成されていない場合は、警告ダイアログボックスが表示さ
れ、仮想ネットワーク カードを構成できません。

14 [ 次へ ] をクリックします。

15 仮想ディスクのサイズを指定します。
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ディスク サイズは、メガバイト（MB）またはギガバイト（GB）単位で入力しま
す。デフォルトは、4GB です。選択した VMFS ボリュームの使用可能スペースが
リスト表示されます。サイズが 1MBから 2TB（2,048GB）までの整数（MBまた
はGB単位）のディスクを構成できます。

仮想ディスクには、ゲスト OS およびインストールする予定のすべてのアプリ
ケーションに必要な容量を十分に備え、データや将来の拡張にも対応できる容量
が必要です。

後で仮想ディスクの最大容量を変更することはできませんが、[仮想マシンのプ
ロパティ ] ダイアログボックスを使用して追加の仮想ディスクをインストールす
ることはできます。

たとえば、Windows Server 2003 およびアプリケーション（Microsoft Office な
ど）を仮想マシンにインストールするには、仮想ディスクを格納するファイル 
システムに約 1GBの実際の空きスペースが必要です。

16 [ 次へ ] をクリックします。

17 [ 終了準備 ] ページで選択したオプションを確認し、[ 終了 ] をクリックします。

新しい仮想マシンを使用するには、仮想ディスクをパーティションで分割して
フォーマットしてから、ゲスト OS および VMware Tools をインストールする必
要があります。オペレーティング システムのインストール プログラムで、パー
ティショニングおよびフォーマットの手順を実行できます。

カスタム仮想マシンの作成
ここでは、新規仮想マシンウィザードでカスタム パスを選択した場合に従う手順に
ついて解説します。カスタム パスでは柔軟性が増し、さまざまなオプションが提供
されます。

カスタム パスによる新しい仮想マシンの作成手順

1 VirtualCenter クライアントで、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] をクリッ
クし、必要に応じてインベントリを展開します。

2 [ インベントリ ] リストで、新しい仮想マシンの追加先となる管理対象ホストを
選択します。

3 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択します。

新規仮想マシンウィザードが表示されます。左側のパネルに表示されるメニュー
は、標準仮想マシン構成ウィザードに表示されるメニューとは異なります。

4 [ カスタム ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

ここでは、カスタム パスを使用する手順が示されます。
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5 仮想マシン名を入力し、[次へ ] をクリックします。

[仮想マシン名 ] フィールドに入力する名前は、VirtualCenter クライアントのイン
ベントリにリスト表示される名前です。また、仮想マシンのファイル名としても
使用されます。この名前は最長 80文字で、英数字、アンダーライン（_ ）、ハイ
フン（-）を使用できます。この名前は、データセンター全体およびフォルダ内
で一意の名前であることが必要です。

6 フォルダ、またはデータセンターのルートを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

7 仮想マシンを実行するリソース プールを選択するには、該当するリソース プー
ルの場所が表示されるまでツリーを展開し、該当するリソース プールをハイラ
イト表示してから [ 次へ ] をクリックします。
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リソース プールでは、コンピューティング リソースを分かりやすい階層に設定
することによってホスト内でコンピューティング リソースを管理できます。仮
想マシンおよび子リソース プールは、親リソース プールのリソースを共有します。

8 仮想マシン ファイルを保存するデータストアを選択し、[次へ ]をクリックします。

仮想マシンおよびすべての仮想ディスク ファイルを保存できる十分な容量を持
つデータストアを選択します。ESX Server ホストの場合、VMFS ボリューム、
NAS ボリューム、iSCSI ボリュームなどのデータストアをこのホスト上で構成し
ます。
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9 [ ゲスト OS] でオペレーティング システム ファミリ（ [Microsoft Windows] 、
[Linux] 、[Novell NetWare] 、[Solaris] 、[ その他 ]）を選択します。

10 プルダウン メニューからバージョンを選択します。

このウィザードによってゲスト OS がインストールされるわけではありません。
新規仮想マシンウィザードはこの情報を使用して、必要なメモリ量など適切なデ
フォルト値を選択します。

11 [ 次へ ] をクリックします。

12 プルダウン リストから仮想マシンに含まれる仮想プロセッサの数を選択し、[次
へ ] をクリックします。

13 メガバイト数を選択して、仮想マシンのメモリ サイズを構成します。

最小サイズ、推奨サイズ、最大サイズは、ゲスト OS によって異なります。最小
メモリサイズは、ゲスト OS の種類に関係なく 4MBです。最大サイズはホスト

注意 ホストがシングル プロセッサの場合、またはゲスト OS が SMP をサポートして
いない場合（たとえばNetWare や Windows NT 4.0 の場合）、[ 仮想 CPUの数 ]
ページは表示されません。
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によって異なりますが、ESX Server 3.0 では 16,384MB（16GB）です。メモリ サ
イズは、4MBの倍数で指定する必要があります。

14 [ 次へ ] をクリックします。

15 接続先のNIC の数、ネットワークの名前、起動時にネットワークに接続するか
どうかを選択し、接続先のネットワークおよびネットワーク オプションを選択
します。
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仮想マシンの起動時に仮想ネットワーク アダプタを自動的に接続しない場合は、
[起動時に接続 ] チェックボックスの選択を解除します。

[ネットワーク ] プルダウン メニューには、仮想マシンがこのホストで使用する
ように構成されているポート グループがリスト表示されます。仮想マシンの
ポート グループが構成されていない場合は、警告ダイアログボックスが表示さ
れ、仮想ネットワーク カードを構成できません。

16 [ 次へ ] をクリックします。

17 仮想マシンで使用する SCSI アダプタのタイプを選択します。

仮想マシンには、2つの IDE アダプタおよび SCSI アダプタがインストールされ
ています。IDE アダプタは、常に ATAPI です。SCSI アダプタでは、BusLogic ま
たは LSI Logic SCSI アダプタのどちらかを選択できます。

[I/O アダプタ タイプの選択 ] ページでは、ゲスト OS のデフォルトがすでに選択
されています。古いゲスト オペレテーィング システムのデフォルトは、
BusLogic アダプタです。LSI Logic アダプタはパフォーマンスが向上されており、
ディスクではない SCSI デバイスとの使用に適しています。このアダプタは、
Windows Server 2003 に含まれています。

ドライバは、LSI Logic のWebサイトからダウンロードできます。この仮想マシン
にインストールするドライバおよびゲスト OSの詳細については、『ゲストOSイン
ストール ガイド』を参照してください。

18 ディスクのタイプを選択し、[次へ ] をクリックします。

仮想マシンのデータは、新しい仮想ディスク、既存の仮想ディスク、マップされ
た SAN（ストレージ エリア ネットワーク）の LUN（論理ユニット番号）に格納
できます。

仮想ディスクは、ゲスト OS に単一のハード ディスクとして認識される、ファイ
ル システム上の 1つまたは複数のファイルで構成されています。これらのディ
スクは、ホスト間で移動できます。

SAN LUN をマッピングすることによって、仮想マシンがこの SANに直接アクセ
スできるようになります。これによって、ユーザーは既存の SANコマンドを使
用し、ディスクのストレージを管理できるようになります。

注意 LSI Logic 仮想マシンを作成し、BusLogic アダプタを使用する仮想ディスクを追
加する場合、仮想マシンは増設ディスクから起動します。

注意 どちらの SCSI アダプタを選択しても、仮想ディスクが IDE ディスクか、SCSI
ディスクかには影響しません。
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SAN LUN の構成については、『SAN構成ガイド』を参照してください。

新しい仮想ディスクを作成する場合は、手順 19に進みます。

既存の仮想ディスクを使用する場合は、手順 23に進みます。

マップされた SAN LUN を作成する場合は、「SAN LUN のマッピング（P.134）」
に進みます。

19 新しい仮想マシンを作成することを選択した場合、仮想ディスクのサイズを選択
し、仮想ディスクのデータストアの場所を指定し、[ 次へ ] をクリックする必要
があります。

ディスク サイズは、メガバイト（MB）またはギガバイト（GB）単位で入力しま
す。デフォルトは、4GB です。選択した VMFS ボリュームの使用可能スペースが
リスト表示されます。サイズが 1MBから 2TB（2,048GB）までの整数（MBまた
はGB単位）のディスクを構成できます。

仮想ディスクには、ゲスト OS およびインストールする予定のすべてのアプリ
ケーションに必要な容量を十分に備え、データや将来の拡張にも対応できる容量
が必要です。

後で仮想ディスクの最大容量を変更することはできませんが、[仮想マシンのプ
ロパティ ] ダイアログボックスを使用して追加の仮想ディスクをインストールす
ることはできます。

たとえば、Windows Server 2003 およびアプリケーション（Microsoft Office な
ど）を仮想マシンにインストールするには、仮想ディスクを格納するファイル 
システムに約 1GBの実際の空きスペースが必要です。
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仮想ディスクは、仮想マシンのデータストアと同じ場所に配置するか、または別
の場所のデータストアを選択することができます。[参照 ] ボタンを使用し、
データストアを配置します。[ データストアの参照 ] ダイアログボックスが表示
されます。

20 仮想ディスクの仮想デバイスノードおよびディスク モードを選択します。

21 独立ディスク モードを選択した場合、次のいずれかのオプションを選択します。

a [ 通常 ]　変更内容は、即座に恒久的にディスクに書き込まれます。

b [ 読み取り専用 ]　ディスクへの変更内容は、パワーオフしたり、スナップ
ショットまで戻ると、破棄されます。

22 [ 次へ ] をクリックし、[ 終了 ] をクリックします。
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これで新しい仮想ディスクを使用する仮想マシンの作成を終了しました。

新しい仮想マシンを使用するには、仮想ディスクをパーティションで分割して
フォーマットしてから、ゲスト OS および VMware Tools をインストールする必
要があります。オペレーティング システムのインストール プログラムで、パー
ティショニングおよびフォーマットの手順を実行できます。『ゲストOSインス
トール ガイド』を参照してください。

23 既存の仮想ディスクを使用する場合は、[ 参照 ] をクリックし、使用する仮想
ディスクに移動します。[次へ ] をクリックします。

24 仮想ディスクで使用する仮想デバイスノードを選択します。

25 独立モードを選択した場合、次のいずれかのオプションを選択します。

a [ 通常 ]　変更内容は、即座に恒久的にディスクに書き込まれます。

b [ 読み取り専用 ]　ディスクへの変更内容は、パワーオフしたり、スナップ
ショットまで戻ると、破棄されます。

26 [ 次へ ] をクリックします。

[新規仮想マシンの終了準備 ]ウィンドウが表示されます。

27 新しい仮想マシンのオプションを確認し、[ 終了 ] をクリックします。

これで既存の仮想ディスクを使用する仮想マシンの作成を終了しました。
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SAN LUN のマッピング
仮想マシンのデータを仮想ディスク ファイルに格納するのではなく、データを直接
SAN LUN 上に格納できます。これは、ストレージ デバイスの物理的特性の把握が必
要な仮想マシンでアプリケーションを実行する場合に便利です。

LUNを VMFS ボリュームにマップすると、VirtualCenter によって未フォーマットの
LUNを指すファイルが作成されます。ファイルに含まれるディスク情報をカプセル
化することによって、VirtualCenter で LUNをロックし、1台の仮想マシンのみがこ
のファイルへの書き込みを行えるようにします。

VirtualCenter では、テンプレートから仮想マシンを配布したり、仮想マシンのデータ
を LUN上に格納したりすることはできません。テンプレートから仮想マシンを配布
する場合は、仮想ディスク ファイルにデータを格納します。

SAN LUN をマップするには

1 [ ディスクの選択 ] ページで、[ マップされた SAN LUN] を選択します。

2 [ 次へ ] をクリックします。

3 未フォーマットディスクの LUNを選択します。

4 [ 次へ ] をクリックします。

注意 このファイルの拡張子は .vmdkですが、このファイルに格納されているのは、ESX 
Server システム上の LUNへのマッピングを示すディスク情報のみです。実際のデー
タは、LUNに格納されています。
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5 LUN のマップ先となるデータストアを選択します。

6 [ 次へ ] をクリックします。

7 互換モード（物理、仮想のいずれか）を選択します。

物理互換モードでは、ゲストOSがハードウェアに直接アクセスできます。
物理互換モードは、仮想マシンで SAN認識アプリケーションを使用してい
る場合に便利です。しかし、物理互換モードに構成された LUNでは、ク
ローンの作成、テンプレート化、移行にディスクのコピーが含まれる場合の
移行を実行できません。

仮想互換モードでは、仮想マシンで VMware スナップショットやその他の上
級機能を使用できます。仮想互換モードは、LUNを仮想ディスクのように
機能させ、ディスク モードなどの機能を使用できるようにします。ディス
クのクローン作成、ディスクからのテンプレート作成、（移行にコピーが含
まれる場合の）移行を行う場合、LUNの内容は仮想ディスク（.vmdk）ファ
イルにコピーされます。

次に表示される画面には、選択するモードによって異なるオプションが表示
されます。

8 [ 詳細オプションの指定 ]ページでは、仮想デバイスノードを変更できます。[次
へ ] をクリックします。

[新規仮想マシンの終了準備）] ページが表示されます。

9 新しい仮想マシンのオプションを確認し、[ 終了 ] をクリックします。
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これで LUNにマップされた仮想ディスクを使用する仮想マシンの作成を終了し
ました。

ゲストOSのインストール
新しい仮想マシンは、ハード ディスクが空の物理コンピュータのようなものです。
新しい仮想マシンを使用するには、仮想ディスクをパーティションで分割してフォー
マットしてから、ゲストOSをインストールする必要があります。オペレーティング 
システムのインストール プログラムで、パーティショニングおよびフォーマットの
手順を実行できます。

仮想マシンにゲストOSをインストールするのは、物理コンピュータにインストール
することと同じです。標準的なオペレーティング システムをインストールするには、
次の基本手順に従ってください。

1 VMware VirtualCenter を起動します。

2 インストールするゲストOSのインストール CD-ROMを挿入する、またはイン
ストール CD-ROMから ISOイメージ ファイルを作成します。仮想マシン設定エ
ディタを使用して、仮想マシンの CD-ROMドライブを ISO イメージ ファイルに
接続し、仮想マシンをパワーオンします。

ISO イメージを使用すると、CD-ROMよりも迅速に処理を行うことができます。

3 [ パワーオン ] ボタンをクリックして、仮想マシンをパワーオンします。

仮想マシンがパワーオン状態になると、インベントリ リストの仮想マシン アイ
コンの隣に緑色の右矢印が表示され、[ コマンド ] パネルに次のような画像が表
示されます。

4 オペレーティング システム ベンダーの指示に従います。

注意 場合によっては、仮想マシンの BIOS で、CD/DVDデバイスから最初に起動する
ように起動順序を変更する必要があります。仮想マシンの起動中、プロンプトが
表示されたら<F2> を押してください。
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ゲストOSのカスタマイズ方法については、「ゲストOSのカスタマイズ
（P.195）」を参照してください。

VMware Tools のインストールとアップグレード
VMware Tools は、仮想マシンのゲストOS のパフォーマンスを強化し、仮想マシン
の管理機能を向上する一連のユーティリティです。ゲストOSに VMware Tools をイン
ストールすることは、非常に重要です。ゲストOSは VMware Tools がなくても動作
しますが、重要な機能および利便性が失われます。

VMware Tools をインストールすると、以下がインストールされます。

VMware Tools サービス（Linux ゲストの場合は vmware-guestd）

SVGA ディスプレイ ドライバ、一部のオペレーティング システム用の vmxnet

ネットワーク ドライバや BusLogic SCSI ドライバ、仮想マシン間で効率的にメモ
リを割り当てるメモリ コントロール ドライバ、Consolidated Backup 用の入出力
を停止する sync ドライバ、VMware マウス ドライバなど一連の VMware デバイ
ス ドライバ

設定の変更、仮想ディスクの縮小、および仮想デバイスの接続と切断を実行でき
る VMware Tools のコントロール パネル

ゲストOS処理を自動化するスクリプト セット。これらのスクリプトは、仮想マ
シンの電源状態が変化すると実行されます。

Microsoft WindowsゲストOSでゲストOSと管理対象ホストOS間でのテキストの
コピーと貼り付けをサポートするコンポーネント。Linux ゲスト OSでは、コ
ピーと貼り付けのオプションはサポートされていません。

VMware Tools のインストールまたは再インストールを行う前に、ゲストOS を構成
します。ゲストOSを前もって構成しておくと、VMware Tools が適切なマウス構成
およびモジュール構成を決定できます。

制約
VMware Tools には、次の制約があります。

縮小ディスクはサポートされません。

Microsoft Windows NT では、サスペンド /レジュームを実行するデフォルトのス
クリプトが機能しません。

注意 VMware Tools をインストールする時点で、ゲストOSがインストールされているもの
の適切に構成されていない場合、VMware Tools を正常にインストールできません。
これが原因で、ゲストOSがクラッシュする可能性があります。
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4.2.0 より前の  X Windows のバージョンでは、マウス ドライバのインストールが失敗
します。

このセクションの内容は、以下のとおりです。

[VMware Tools] ダイアログボックス（P.139）

VMware Tools の自動アップグレード（P.142）
a

Windows、Linux、NetWare の各ゲストOS で使用できる VMware Tools のインストー
ラは、ISO イメージ ファイルとして ESX Server に組み込まれています。ゲストOS で
は、ISO イメージ ファイルが CD-ROMのように認識され、Windows Explorer では
CD-ROMとして表示されます。VMware Tools をインストールする場合、実際の
CD-ROMディスクを使用する必要はありません。また、CD-ROMイメージをダウン
ロードしたり、このイメージ ファイルの物理 CD-ROMを焼く必要もありません。

VMware VirtualCenter メニューで [ 仮想マシン ] - [VMware Tools インストール ] を選択
すると、VMware VirtualCenter によって仮想マシンの第 1仮想 CD-ROMディスク ド
ライブが ISO イメージ ファイルに一時的に接続されます。この ISO イメージ ファイ
ルには、使用するゲスト オペレーティングの VMware Tools インストーラが含まれて
います。これで、インストール プロセスを開始する準備ができました。

VMware Tools は、次の手順でインストールまたはアップグレードします。

1 VirtualCenter で、仮想マシンをパワーオンします。

2 ゲストOSが起動したら、[ 仮想マシン ] - [VMware Tools インストール ] を選択し
ます。

3 仮想マシンで、[ はい ] をクリックして InstallShield ウィザードを開始します。

ゲストOSで自動実行を有効にしている場合（Windows オペレーティング シ
ステムのデフォルト設定）、ダイアログボックスが表示されます。

自動実行が有効ではない場合、VMware Tools インストーラを実行します。 
[ 開始 ] - [ 実行 ] をクリックし、D:\setup.exe と入力します（「D:」は、第 1
仮想 CD-ROMドライブです）。

4 画面に表示される指示に従います。

Windows Server 2003 では、SVGA ドライバが自動的にインストールされま
す。ゲストOSの再起動後、このドライバが使用されます。

注意 仮想マシンに VMware Tools をインストールしていない場合、[シャットダウン ]オプ
ションまたは [ 再起動 ] オプションは使用できません。使用できるのは、[ パワー ] オ
プションのみです。ゲストOSをシャットダウンする場合は、仮想マシンをパワーオ
フする前に、仮想マシン コンソールからシャットダウンします。
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VMware Tools のインストール後、Windows 2000 およびWindows XP ゲスト
OS で新しいドライバを使用するには、ゲストOS を再起動する必要があり
ます。

[VMware Tools] ダイアログボックス
仮想マシンに VMware Tools がインストールされると、VMware Tools アイコンが仮想
マシンのシステム トレイに表示されます。

[VMware Tools のプロパティ ] ダイアログボックスの表示手順

ゲストOSから、システム トレイの [VMware Tools] アイコンをダブルクリックします。

[VMware Tools のプロパティ ] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ
ボックスには、[ オプション ] タブが表示されます。

[ オプション ] タブ
このタブでは、ゲストとサービス コンソールの時間を同期させ、タスクバーに 
[VMware Tools] を表示することができます。

ゲストとサービス コンソールの時間の同期化手順

ゲスト サービスでは、ゲストOS の日時とサービス コンソールの時間を 1分に 1回
同期させることができます。

1 VMware Tools のコントロール パネルで、[ その他 ] タブ（Linux ゲストでは [ オプ
ション ] ）を選択し、[ 仮想マシンとホストOS の時刻同期を有効にする ] を選択
します。
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それに加えて、ゲスト サービスはさまざまなシステム イベント（ディスクから
のレジュームなど）が発生した場合にゲストとサービス コンソールの日時を同
期させることもできます。次のコマンドを設定することによって、構成ファイル
のこの機能を無効にできます。

   time.synchronize.resume.disk = FALSE

2 [ 適用 ] をクリックします。

3 タスクバーに [VMware Tools] を表示するには、チェックボックスを選択し、[適
用 ] をクリックします。

4 [OK] をクリックして [VMware Tools のプロパティ ] ダイアログボックスを閉じます。

[ デバイス ] タブ
[ デバイス ] タブでは、仮想マシンで使用できるすべての取外し可能デバイス（フ
ロッピー ドライブや CD-ROMドライブなど）と、それらのデバイスの接続状態のリ
ストを表示できます。リスト表示されているデバイスを接続または接断することがで
きます。

デバイスを仮想マシンに接続するには

1 [ デバイス ] タブを選択します。

2 接続するデバイスのチェックボックスを選択します。

3 [ 適用 ] をクリックします。

4 [OK] をクリックして [VMware Tools のプロパティ ] ダイアログボックスを閉じます。
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[ スクリプト ] タブ
VMware Tools では、仮想マシンの電源状態を変更したとき（仮想マシンをパワーオン、
パワーオフ、サスペンド、またはレジュームしたとき）に実行されるスクリプトを実
行できます。

各電源状態で使用するデフォルト スクリプトは、VMware Tools に含まれています。
これらのスクリプトは、C:¥Program Files¥VMwareのゲストOS に格納されていま
す。

スクリプト イベントの実行手順

1 [ スクリプト ] タブをクリックします。

2 [ スクリプト イベント ] プルダウン メニューで電源操作を選択します。

3 このイベントに関連するスクリプトを選択します。デフォルト以外のスクリプト
を選択するには、[ カスタム スクリプト ] をクリックし、[ 参照 ] をクリックして
新しいスクリプトを選択します。

スクリプトを選択すると、このスクリプトを編集したり、実行してテストしたり
できます。

表 8-2.  VMware Tools のスクリプト

タスク デフォルト スクリプト

ゲストOS のサスペンド suspend-vm-default.bat

ゲストOS のレジューム resume-vm-default.bat

ゲストOS のシャットダウン poweroff-vm-default.bat

ゲストOS のパワーオン poweron-vm-default.bat
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4 スクリプトを編集するには、[編集 ] をクリックします。

デフォルトのエディタでスクリプトが開きます。ここで変更を行います。

5 スクリプトをテストするには、[今すぐ実行 ] をクリックします。

6 スクリプトの実行を無効にするには、[ スクリプトの使用 ] チェックボックスの
選択を解除します。

7 [ 適用 ] をクリックし、設定を保存します。

8 [OK] をクリックして [VMware Tools のプロパティ ] ダイアログボックスを閉じます。

[ バージョン情報 ] タブ
[ バージョン情報 ] タブには、ビルド番号など VMware Tools に関する情報が表示され
ます。

VMware Tools の自動アップグレード
ESX Server 3 では、仮想マシン コンソールから各仮想マシンと対話せずに、VMware 
Tools と仮想ハードウェアを複数の仮想マシンで同時にアップグレードできます。こ
の新機能を使用すると、1台または複数の仮想マシンの VMware Tools と仮想ハード
ウェアを旧リリースからアップグレードすることができます。アップグレードを実行
するユーザーは、アップグレードを実行する権限を所持している必要があります。

VMware Tools の一括アップグレードには、次の制約があります。

VirtualCenter 2 で管理されている仮想マシンのみアップグレードできます。

一括アップグレードは、Linux およびMicrosoft Windows 2000 以降のみで使用で
きます。

FreeBSD、Netware、Windows NT はサポートされていません。

仮想ディスクは、VMFS-3 ボリューム上に配置されている必要があります。

仮想マシンの電源はオフにしておきます。

一括アップグレード用のコマンド ライン ツールは、VirtualCenter 2 Server インス
トールの一部としてインストールされ、VirtualCenter Server で実行されるので、
このツールはMicrosoft Windows 上でのみ機能します。
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VMware Tools と仮想ハードウェアを複数の仮想マシンで一括アップグレード 
するには

このツールは、VirtualCenter のインストール ディレクトリにあり、次のオプション
を使用してコマンド ラインでのみ使用できます。

vmware-vmupgrade.exe -u user [-p password] [-n vmname] [-h host]  
[-m maxpowerons] [-s] [-q]

表 8-3.  コマンド ライン オプション 

オプション 内容

-u user 対象となる仮想マシンに対して適切な権限を持つユーザーを指定し
ます（VirtualMachine.Config.*、VirtualMachine.Interact.*、
VirtualMachine.Provisioning.* など）。

-p password コマンド ラインのパスワードを指定します。このオプションを省略
すると、ただちにパスワードを求めるプロンプトが表示されます。

-n vmname アップグレードする仮想マシンの名前。この名前は、仮想マシンの
表示名に相当します。複数の -n パラメータを使用して、複数の仮想
マシンを指定します。-h が指定されている場合、-n オプションは無
視されます。

-h host 特定ホストのすべての仮想マシンをアップグレードします。指定し
たホストのバージョンが ESX 3.0 以上でない場合、アップグレードは
失敗します。

-m maxpowerons 特定のホストで、指定した数の仮想マシンだけを電源オンにします。

-o port デフォルトの 902 以外のポートを設定している場合は、
VirtualCenter Server ポートを指定します。

-t maxpowerontime 仮想マシンでツールのアップグレードがスケジュールされると、そ
の仮想マシンは電源オンになり、ツール インストール プロセスで動
作できるようになります。多くの場合、プロセスが完了すると、ゲ
ストの電源は自動的にオフになります。ゲストが自身で仮想マシン
をシャットダウンできない場合は、このパラメータを使用して、 
オンにする仮想マシンに対して最大時間を設定することができます。

-s ツールをスキップし、仮想ハードウェアのみをアップグレードし 
ます。

-q 自動的に動作します。シャットダウンでは、ステータスや完了を知
らせるメッセージは表示されません。
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9

この章では、仮想マシンの追加および削除、パワーオンおよびパワーオフなど、仮想
マシンのタスクについて解説します。

この章の内容は、以下のとおりです。

仮想マシンの電源状態の変更（P.145）

仮想マシンの 追加と削除（P.154）

仮想マシンの起動とシャットダウン（P.160）

仮想マシンの電源状態の変更 
仮想マシンの電源状態とは、仮想マシンが有効かつ機能している状態かどうかを示し
ます。基本の電源状態はオン、オフ、サスペンドの 3つです。オンの状態にするに
は、マシンの電源を入れる、マシンをリセットする、またはサスペンドの状態からア
クティビティをレジュームします。オフの状態にするには、マシンの電源を切る、ま
たはすべての仮想マシン アクティビティをサスペンドします。仮想マシンのどの電
源状態の変更も、仮想マシンのゲストOSに影響します。

電源状態を変更するアクセス ポイントもいくつかあります。電源状態を変更する方
法は以下のとおりです。

仮想マシンを選択し、[インベントリ] - [仮想マシン] メニューから電源オプション
を選択します。

仮想マシンの管理 9
注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または ESX

サーバのどちらに接続しているかどうかによって異なります。指定がない限り、プロ
セス、タスク、説明はどちらの VI クライアント接続にも適用されます。
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[ コマンド ] エリアから [ パワーオン ] を選択します。

ポップアップ メニューから電源オプションを選択します。

ナビゲーション バーの[スケジュール設定タスク]ボタンで電源状態の変更を設定
します。

電源状態に関するトピックは、次のセクションで説明されています。

仮想マシンの電源状態について（P.146）

電源状態の変更（P.148）

手動による仮想マシンのオンとオフ（P.148）

サスペンドとレジューム（P.149）

電源状態のスケジュール設定 仮想マシンの変更（P.150）

仮想マシンの電源状態について
基本の電源状態のオプションは以下のとおりです。

[パワーオン]　仮想マシンの電源を入れ、ゲストOSがインストールされている場
合はゲストOSを起動します。 

[パワーオフ ]　仮想マシンの電源を切ります。 仮想マシンはゲストOSをグレース
フル シャットダウンするようになっていません。

[サスペンド]　仮想マシン アクティビティを一時停止します。 レジューム コマン
ドを実行するまで、すべてのトランザクションがフリーズします。

[ レジューム ]　仮想マシン アクティビティを続行できるようになり、サスペンド
状態を解除します。

[ リセット ]　ゲストOS をシャットダウンし、リスタートします。 この動作は、
シャットダウンするオペレーティング システムによって異なります。自動的に
シャットダウンしないオペレーティング システムには、VMware Tools をインス
トールする必要があります。

以下の電源オプションでは、基本の仮想マシン電源操作の他に追加的な機能を実行し
ます。これらの機能を実行するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールす
る必要があります。

[ ゲストをシャットダウン ]　ゲストOS を安全にシャットダウンします。

[ ゲストをスタンバイ ]　ゲストOS をサスペンドし、VMware Tools のサスペンド 
スクリプトを実行します。
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[ ゲストのリスタート ]　仮想マシンの電源を切らずにゲストOSをシャットダウン
およびリスタートします。

ツールバーの [ パワー ] ボタンは以下の機能を実行します。

[ パワーオフ ]　仮想マシンの電源を切ります。パワーオフの動作では、ゲスト
OS が正しくシャットダウンされない可能性があることを示す確認のダイアログ 
ボックスが表示されます。

[ パワーオン ]　仮想マシンが停止しているときは仮想マシンの電源を入れます。
また、サスペンドしているときは仮想マシンをレジュームし、スクリプトを実行
します。VMware Tools がインストールされ、有効になります。VMware Tools が
インストールされていない場合、仮想マシンをレジュームしますがスクリプトは
実行しません。

[ サスペンド ]　VMware Tools がインストールされていない場合、スクリプトを実
行せずに仮想マシンをサスペンドします。また、VMware Tools がインストール
されていて有効な場合、スクリプトを実行し、仮想マシンをサスペンドします。

[ リセット ]　VMware Tools がインストールされていない場合、仮想マシンをリ
セットします。VMware Tools がインストールされていて有効な場合、ゲストOS
をリスタートします。リセットの動作では、ゲストOSが正しくシャットダウン
されない可能性があることを示す確認のダイアログ ボックスが表示されます。

注意 電源状態アクションの専用フォームは、ゲストOSのシャットダウンおよびスク
リプトの実行を組み込むか否かの変更ができるようになっています。電源操作の
設定を構成するには、[ ホスト ] - [ 構成 ] - [ 仮想マシンの起動 /シャットダウン ] 
を選択します。
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電源状態の変更
仮想マシンのアクションを実行するには、仮想マシンが特定の電源状態にあることを
前提とします。仮想マシンの電源操作を実行するときは、仮想マシンの電源状態が変
更され、最初のコマンドが完了するまで他のすべてのコマンドがロックされます。

以下の図は、仮想マシンの状態、移行、状態変更のコマンドを示します。

図 9-1.  仮想マシンの電源状態の変更

手動による仮想マシンのオンとオフ
仮想マシンの電源状態を変更する前に、仮想インフラストラクチャ環境に仮想マシン
を追加しておく必要があります。「仮想マシンの 追加と削除（P.154）」を参照してく
ださい。

仮想マシンの電源状態を手動で変更するには

1 ナビゲーションバーの [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、該当する仮想マシンをクリックします。

3 以下のオプションから選択します。

ツールバーから [ 電源 ] オプションをクリックします。

中断するレジューム

パワーオン パワーオフ

削除

状態

コマンド

注意 ツールバーの [ パワーオフ ] ボタンはデフォルトで「ハード 」パワーオフを
実行するようになっています。ゲストOSのグレースフル シャットダウンを
実行するには、右クリック オプションを使うか、ゲスト内部からオペレー
ティング システムを直接シャットダウンします。また、電源ボタンの動作
は仮想マシンごとの変更が可能です。
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仮想マシンを右クリックし、電源オプションを選択します。

オプションが一時的に有効でも、グレー表示で選択できません。

電源オプションを選択した後、仮想インフラストラクチャが [最近使ったタスク ]
に移行モードを示すメッセージを表示します。

サスペンドとレジューム
サスペンドとレジュームの機能は、仮想マシンの現状を保存して、後で同じ状態で作
業に戻りたいときに便利です。

仮想マシンでレジュームを実行してから追加の作業をすると、サスペンド時の仮想マ
シンの状態に戻すことはできません。仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返
し戻るときは、スナップショットを使用します。詳細については、「スナップショッ
トの使用方法（P.227）」を参照してください。

サスペンドとレジュームの動作速度は仮想マシン起動時に変更したデータ量によって
異なります。通常、初めてサスペンドするときはそれ以降のサスペンドよりも若干時
間がかかります。

仮想マシンをサスペンドすると、.vmss拡張子が付いたファイルが作成されます。
このファイルには、仮想マシンの状態がすべて保存されています。仮想マシンをレ
ジュームすると、.vmssファイルから仮想マシンの状態が復元されます。

仮想マシンのサスペンド手順

1 仮想マシンがフルスクリーン モードで実行しているときは、<Ctrl>-<Alt> キー
を押してウインドウ モードに戻します。

2 VMware Virtual Infrastructure Client ツールバーの [ サスペンド ] をクリックしま
す。

VMware Virtual Infrastructure Client がサスペンドの動作を完了すると、
VMware Virtual Infrastructure Client を安全に終了できます。

3 [ ファイル ] - [ 終了 ] を選択します。

注意 仮想マシンのポップアップ メニューには、[パワーオフ ] と [ シャットダウ
ン ] の 2 つのオプションがあります。[ パワーオフ ] は「ハード」パワーオ
フとも呼ばれ、マシン本体の電源ケーブルを抜く動作に類似しており、常に
成功します。[シャットダウン ] とは、「ソフト」パワーオフであり、
VMware Tools を活用してゲストOSのグレースフル シャットダウンを実行
します。VMware Tools がインストールされていない場合やゲストOSがハン
グアップした場合などは、シャットダウンが成功しない可能性があります。
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サスペンドした仮想マシンをレジュームするには 

1 VMware Virtual Infrastructure Client を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択
します。

2 VMware Virtual Infrastructure Client の [ パワーオン ] ボタンをクリックするか、
ポップアップ メニューの [パワーオン ]オプションまたは [コマンド ] ウインドウ
を選択します。

電源状態のスケジュール設定 仮想マシンの変更
与えられた権限によっては、VI クライアントに仮想マシンの電源状況を変更するス
ケジュール設定タスクを作成できます。

次の手順で、電源状態を変更するスケジュール設定タスクを作成します。

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

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。

2 右クリックで [新規スケジュール設定タスク ]を選択するか、[ファイル ] - [ 新規 ] - 
[ スケジュール設定タスク ]を選択します。

[スケジュール設定タスクの選択 ] ウインドウが表示されます。

3 [ 仮想マシンの電源状態を変更 ] を選択し、[OK] をクリックします。

注意 仮想マシン起動時のアプリケーションが起動します。仮想マシンをサスペンドし
たときと同じコンテンツが表示されます。
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仮想マシンの電源状態変更ウイザードが表示され、[ エンティティ選択 ] ページ
が表示されます。

4 状態を変更する仮想マシンを選択します。

[電源操作選択 ] ページが表示されます。

5 [ 電源操作 ] オプションをクリックします。
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6 [ 次へ ] をクリックします。

7 電源状態が変更している仮想マシンを選択します。

8 [ 次へ ] をクリックします。

スケジュール タスク画面が表示されます。

9 タスクに名前を付け、説明を加えます。そしてタスクを実行するタイミングを特
定します。

カレンダーを参照するには、[今は実行しない ] をクリックしてドロップダウン
の矢印をクリックし、表示されたカレンダーから日付を選択します。赤い丸で囲



VMware, Inc. 153

9 章  仮想マシンの管理

 

まれているのは今日の日、グレー表示の丸はスケジュール設定した日付を示し 
ます。

10 [ 次へ ] をクリックします。

11 [ 終了 ] をクリックします。

仮想インフラストラクチャはスケジュール設定タスク リストに新規タスクを追
加し、予定したタイミングでタスクを完了します。タスクを実行するときに初め
て、Virtual Infrastructure Client はタスクを作成したユーザーがタスクを完了する
権限をまだ持っているかどうか確認します。権限レベルが認められない場合、
メッセージが表示され、タスクは実行されません。
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仮想マシンの 追加と削除
仮想マシンは、管理ホストを介して Virtual Infrastructure Client に追加できます。仮想
マシンは、Virtual Infrastructure Client コントロールから削除できます。また、オプ
ションで管理ホスト ストレージからも削除できます。

次のセクションでは、仮想マシンの追加と削除について説明します。

既存の仮想マシンを VirtualCenter に追加（P.154）

VirtualCenter からの仮想マシンの削除と返還（P.155）

仮想マシンの VirtualCenter への返還（P.157）

既存の仮想マシンを VirtualCenter に追加
Virtual Infrastructure Client に管理ホストを追加するときは、Virtual Infrastructure 
Client は管理ホスト上のすべての仮想マシンを検出し、Virtual Infrastructure Client イ
ンベントリに追加します。管理ホストが接続しないと、既に検出された仮想マシンは
Virtual Infrastructure Client の一部として引き続きリストに表示されます。

管理ホストが接続せず、その後再接続すると、管理ホスト上で仮想マシンに加えた変
更はすべて認識され、Virtual Infrastructure Client は仮想マシン リストをアップデート
します。例えば、[ ノード 3] を削除し、[ ノード 4 ] を追加した場合、仮想マシンの新
規リストには [ ノード 4] が追加され、[ ノード 3] はオーファンとして表示されます。
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図 9-2.  オーファンとなった仮想マシン

 VirtualCenter からの仮想マシンの削除と返還
インベントリから仮想マシンを削除すると、ホストおよび VirtualCenter からの登録
が解除されます。仮想マシン ファイルは同じストレージに残り、データストア ブラ
ウザを使って仮想マシンを再度登録することができます。

しかし、仮想マシンのディスクから削除すると、仮想マシンが完全削除に削除され 
ます。

データストアからは削除せずに VirtualCenter から仮想マシンを削除するには

1 Virtual Infrastructure Client からナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンを
クリックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、該当する仮想マシンをクリックします。

3 仮想マシンの電源が切れていることを確認します。

4 インベントリ パネルの仮想マシンを選択します。

5 [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ インベントリから削除 ] を選択します。
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6 [OK] をクリックして、Virtual Infrastructure Client からの仮想マシン削除を確認し
ます。

Virtual Infrastructure Client は、仮想マシンへの参照を削除し、仮想マシンの状態
をトラックしなくなります。

要注意 [ 編集 ] - [ 削除 ] メニュー コマンドでディスクから仮想マシンを削除
します。

注意 [ インベントリから削除 ]コマンドは、Virtual Infrastructure Client からのみ仮想マ
シンを削除します。このコマンドではデータストアから仮想マ 
シンを削除しません。
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仮想マシンの VirtualCenter への返還
Virtual Infrastructure Client Server から仮想マシンを削除済みで管理ホストのデータス
トアからは削除していない場合で、Virtual Infrastructure Client に仮想マシンを返還し
たいときは、新規仮想マシン ウィザードを使用します。

VirtualCenter に仮想マシンを返還するには

1 [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

2 [ 全般 ] タブをクリックします。

3 ホストを選択し、新規仮想マシン ウィザードを開始します。

4 [ カスタム ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 このウィザードでは、新しい仮想マシンを作成するようにして手順が進められ 
ます。

6 [ ディスクを選択する ]画面が表示されたら、[ 既存の仮想ディスクを使用する ]
ボタンをクリックし、[次へ ] をクリックします。
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7 既存の仮想ディスクを参照し、[次へ ] をクリックします。

8 データストアを参照します。

9 互換性のある仮想ディスクを配置してからそのディスクを選択し、[ 開く ] をク
リックします。

要注意 仮想マシンに仮想ディスクを接続するときは注意して行ってくださ
い。仮想マシンに誤った仮想ディスクを接続すると、予測不能の結
果をもたらします。最初に接続する仮想ディスクは、仮想マシンが
起動できるシステム ディスクである必要があります。
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10 続きのウィザードで、新しい仮想マシンを作成するようにして手順を進めます。

11 [ 終了 ] をクリックして、ウィザードを終了します。

Virtual Infrastructure Client およびデータストアから仮想マシンを削除するには

1 Virtual Infrastructure Client からナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンを
クリックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、該当する仮想マシンをクリックします。

3 仮想マシンの電源が切れていることを確認します。

4 仮想マシンのポップアップ メニューから [ ディスクから削除 ] を選択します。

5 [OK] をクリックして、Virtual Infrastructure Client およびデータストアからの仮想
マシン削除を確認します。

Virtual Infrastructure Client がデータストアから仮想マシンを完全に削除します。

注意 この動作は、選択した仮想マシンの構成ファイルおよび仮想ディスク ファイル
を含むすべてのファイルを削除します。
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仮想マシンの起動とシャットダウン
仮想マシンを自動的に起動およびシャットダウンするように設定できます。また、こ
の機能を無効にすることもできます。特定の仮想マシンに対して、システム ホスト
起動時のデフォルト タイミングを設定することや、起動順序を設定することもでき
ます。

仮想マシンの起動とシャットダウンの設定手順

1 [ インベントリ ] ボタンを選択します。

2 ホスト マシンを選択します。

3 [ 構成 ] タブをクリックします。

ホストの構成情報が表示されます。

4 [ 仮想マシンの起動 /シャットダウン ] リンクをクリックします。
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仮想マシンの起動およびシャットダウン情報が表示されます。

5 [ プロパティ ] をクリックします。

[仮想マシンの起動およびシャットダウン ] ダイアログボックスが表示されます。
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6 仮想マシンの開始と停止を自動的に行うようにするには、ダイアログボックスの
1番上にあるチェックボックスをクリックし、デフォルトの起動遅延時間とデ
フォルトのシャットダウン遅延時間を秒単位で入力します。

7 オペレーティング システムが短い遅延時間の後に開始するようにするには、デ
フォルトの起動遅延時間ボックスに遅延時間を指定します。

この設定により、VMware Tools またはスクリプトを実行する起動システムに時
間の余裕を持たせることができます。

8 VMware Tools を開始した直後にオペレーティング システムを起動したいときは、
チェックボックスをクリックします。

9 次に、システム開始時の仮想マシンの開始順序を指定します。ディスプレイの仮
想マシンを並び替えるには、[ ↑ ] 、[ ↓ ] および [ 編集 ] の各ボタンを使います。

仮想マシンは開始時とは逆の順序で停止します。

10 システム設定が完了したら、[OK] をクリックしてダイアログボックスを終了し
ます。
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この章では、仮想マシンのプロパティ エディタおよびハードウェアの追加ウィザー
ドについて解説します。これらを使用すると、既存の仮想マシンを編集し、構成する
ことができます。仮想マシンの詳細構成オプションについても解説します。これらの
アクティビティは、仮想マシンを作成し、ゲストOSをインストールしてから実行し
ます。この章で解説されているアクティビティを実行するためには、必要な許可を
持っている必要があります。

この章の内容は、以下のとおりです。

仮想マシンのプロパティ エディタ（P.163）

新しいハードウェアの追加（P.187）

仮想マシンのプロパティ エディタ
仮想マシンのプロパティ エディタを使用すると、仮想マシンの作成時に選択するほ
ぼすべての各特性を変更できます。このセクションでは、この強力なエディタの使用
方法について解説します。

既存の仮想マシン構成の編集手順

1 VI クライアントで、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] をクリックします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、編集する仮想マシンを選択します。

3 仮想マシンをパワーオフします（オプション）。

仮想マシンの大部分のプロパティは、仮想マシンがパワーオフ状態の状態で変更
しますが、プロパティ エディタは、どのような電源の状態でも開くことができ
ます。仮想マシンがパワーオフ状態ではない場合、多くのコントローﾙは読み取
り専用です。

仮想マシンの構成 10
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4 [ 仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスを表示するには、[コマンド ] パ
ネルの [ 設定の編集 ] リンクをクリックします。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが表示されます。このダイアロ
グボックスには、3つのタブ（ [ ハードウェア ] 、[ オプション ] 、[ リソース ] ）
があります。

5 タブを選択し、次のいずれかのセクションの手順を続行します。

仮想マシンのハードウェア構成の変更（P.164）

仮想マシン オプションの変更（P.175）

仮想マシン リソース設定の変更（P.181）

サウンド構成の変更（P.186）

仮想マシンのハードウェア構成の変更
このセクションでは、仮想マシンに含まれる既存の仮想ハードウェア デバイスの構
成を変更する方法を解説します。

このウィザードを使用すると、仮想マシンのハードウェアの追加、編集、削除を行う
ことができます。デバイスのステータス（編集済み、追加中など）は、リスト内の
ハードウェアの隣に丸括弧で囲まれて表示されます。次のデバイスを追加できます。
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シリアルポート

パラレルポート

フロッピードライブ

DVD/CD-ROMドライブ

イーサネット アダプタ

ハード ディスク

SCSI デバイス

次の手順で、DVD/CD-ROMのドライブ構成を変更します。

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで [DVD/CD-ROMドライブ ] をクリックします。

3 仮想マシンが使用する [ デバイスのステータス ] 、[ 接続 ] 、[ 仮想デバイスノー
ド ] を必要に応じて変更します。

4 仮想マシンの起動時に CD-ROMドライブを接続しない場合は、[起動時に接続 ] 
の選択を解除します。

5 仮想マシンのドライブをホスト コンピュータ上の物理ドライブに接続する場合
は、[物理ドライブを使用 ] ラジオ ボタンを選択します。
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クライアントの CD-ROMデバイスまたはホストの CD-ROMデバイスにアクセス
できます。DVD/CD-ROMへのアクセス タイプは、次の 2種類です。

a パススルー（Raw）モードは、リモート クライアント デバイスへのアクセ
スのみに使用できます。

b ホストのCD-ROMデバイスにアクセスする場合は、ATAPI エミュレーション
を使用します。

ローカルまたはホストの CD-ROMデバイスには、エミュレーション モード
でアクセスします。パススルー モードは、ローカル ホストの CD-ROMにア
クセスする場合は機能しません。リモート CDに書き込んだり、リモート
CDを焼いたりすることはパススルー モード アクセスの場合のみ可能です。
エミュレーション モードでは、ホストの CD-ROMデバイスからのみ
CD-ROMを読み込むことができます。

6 物理ドライブを使用する場合は、ドロップダウン リストから使用するドライブ
を選択します。

7 または、[ISO イメージを使用 ] を選択して仮想マシンのドライブを ISO イメージ 
ファイルに接続します。

8 [ISO イメージを使用 ] を選択した場合は、[ 参照 ] をクリックして ISO イメージ 
ファイルに移動します。

9 [仮想デバイスノード ] のプルダウン メニューを使用して、ドライブが仮想マシン
で使用するデバイスノードを選択します。

10 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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フロッピー ドライブ構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ デバイス ] リストで [ フロッピー ドライブ ] をクリックします。

3 [ デバイスのステータス ] で [ 起動時に接続 ] を選択し、この仮想マシンの起動時
に仮想マシンをフロッピー ドライブに接続します。

4 [ 接続 ] の [ 物理ドライブを使用 ] を選択して物理ドライブを使用し、[クライアン
ト ] または [ ホスト ] を選択してリストからドライブを選択します。

5 フロッピー イメージを使用するには、[既存のフロッピー イメージを使用 ] また
は [ 新しいフロッピー イメージを作成 ] を選択し、該当するフロッピー イメージ
を参照します。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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SCSI デバイス構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで [SCSI デバイス ] を選択します。

3 この仮想マシンの起動時に仮想マシンをサーバの SCSI デバイスに接続するには、
[起動時に接続 ] を選択します。

4 [ 接続 ] で使用する物理デバイスを選択します。

[仮想デバイス ノード ] で、仮想マシン内でこのデバイスを表示する仮想デバイ
スノードを選択します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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仮想ディスク構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで該当するハード ディスクをクリックします。

3 プルダウン メニューを使用して仮想デバイスノードを変更します。

4 スナップショットの影響を受けない独立モードの場合は、チェックボックスを選
択します。次に、[通常 ] モードまたは [ 読み取り専用 ] モードを選択して変更内
容の永続性を確認します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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メモリ構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで [ メモリ ] をクリックします。

3 仮想マシンに割り当てられているメモリの量を調整します。

サポートされているメモリの範囲は、128MB から 16384MB です。仮想マシンが
配置されているホストの物理メモリ以外のメモリも使用できます。

4 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

仮想イーサネット アダプタ（NIC）構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで該当するNIC をクリックします。

3 仮想マシンの起動時に仮想NIC を接続する場合は、[ 起動時に接続 ] を選択しま
す。

4 [ 次のネットワークに接続 ] のプルダウン メニューを使用して、仮想マシンが使
用するネットワーク ラベルを選択します。
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5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

パラレル ポート構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで該当するパラレルポートをクリックします。

3 仮想マシンの起動時にパラレルポート デバイスを自動的に接続しない場合は、 
[ 起動時に接続 ] チェックボックスの選択を解除します。

デフォルトの設定は、[起動時に接続 ] です。

4 [ 接続 ] で、物理パラレル ポートを示すラジオ ボタン、または仮想パラレルポー
トをファイルに接続するラジオ ボタンを選択します。

a [ 物理パラレルポートを使用 ] を選択した場合、プルダウン メニューから
ポートを選択します。

b [ 出力ファイルを使用 ] を選択した場合、ファイルの場所を参照します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

SCSI コントローラ構成を変更するには

SCSI コントローラ構成を変更できるのは、ESX Server ホスト上の仮想マシンの SCSI
コントローラ構成のみです。

要注意 SCSI コントローラ タイプを変更すると、仮想マシンの起動時にエラーが
発生する場合があります。
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SCSI バスを共有するかどうかも指定できます。共有タイプによっては、同一サーバ
上または別のサーバ上の同じ仮想ディスクに仮想マシンが同時にアクセスできます。

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ デバイス ] リストで該当する SCSI コントローラをクリックします。

3 リストで SCSI コントローラ タイプを選択します。

4 [SCSI バス共有 ] リストで、次の共有タイプのいずれかを選択します。

[ なし ]　他の仮想マシンと仮想ディスクを共有できません。

[ 仮想 ]　仮想ディスクは、同一サーバ上の仮想マシンと共有できます。

[ 物理 ]　仮想ディスクは、任意のサーバ上の仮想マシンと共有できます。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

要注意 SCSI コントローラ タイプを変更すると、仮想マシンの起動時にエ
ラーが発生する場合があります。
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シリアル ポート構成を変更するには

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェア ] リストで該当するシリアルポートをクリックします。

3 [ 物理シリアルポートを使用 ] を選択した場合、プルダウン メニューを使用して
このシリアル接続を使用するホスト コンピュータのポートを選択します。

4 [ 出力ファイルを使用 ] を選択した場合、仮想シリアルポートの出力の保存に使
用するホスト上のファイルの場所を参照します。

5 [ 名前付きパイプを使用 ] を選択した場合、デフォルトのパイプ名を使用する、
または [ パイプ名 ] リストに選択した別のパイプ名を入力します。

Linux ホストの ESX Server ホスト上の仮想マシンのシリアル パイプでは、
/tmp/<socket>、または選択した別のUNIX ソケット名を入力します。

次に、2台の仮想マシンを接続するか、仮想マシンをホスト上のアプリケーション
に接続するかを指定します。

6 2台の仮想マシンを接続する場合、2台の仮想マシン（ サーバ仮想マシンおよび
クライアント仮想マシン）の名前付きパイプをとしてシリアルポートを構成する
必要があります。

a サーバ仮想マシンでは、[ ニア エンド ] リストで [ サーバ ] を選択します。



基本システム管理

174 VMware, Inc. 

b クライアント仮想マシンでは、[ニア エンド ] リストで [ クライアント ] を選
択します。

c [ ファー エンド ] リストで [ 仮想マシン ] を選択します。

7 ホスト上のアプリケーションに接続する場合は、 [ ニア エンド ] リストで [ サーバ ] 
または [ クライアント ] を選択します。ニア エンドの接続を最初に開始する場合
は、通常、[サーバ ] を選択します。

a [ ファー エンド ] リストで [ アプリケーション ] を選択します。

デフォルトでは、仮想マシンを起動するとシリアルポートが接続されます。オプ
ションの [ 起動時に接続 ] チェックボックスの選択を解除することもできます。

8 [ 入出力モード ] で、このシリアルポートが割り込みモードまたはポーリング 
モードのどちらをを使用するように構成するかを指定します。

ポーリング モードは、シリアル接続によって通信するデバッグ ツールを使用す
る開発者用に設計されています。

ポーリング モードを使用すると、仮想マシンによって過度のシェアのプロセッ
サ（または CPU）時間が消費されます。これによって、ホストおよびその他の
ゲストの実行速度が遅くなります。ホスト上のアプリケーションの最適なパ
フォーマンスを維持するためには、[ ポーリングで CPUを放棄する ] チェック
ボックスを選択します。このチェックボックスを選択することによって、影響を
受けるマシンで割り込みモードが使用されるようになります。割り込みモードで
は、試行しているタスクが仮想シリアル ポートのポーリングのみの場合、プロ
セッサ（または CPU）時間が放棄されます。

9 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

仮想プロセッサまたは CPU構成を変更するには

仮想マシンが ESX Server ホストに配置されていて、対称型マルチプロセッサ（SMP）
をサポートする ESX Server 用の VMware Virtual SMP を装備している場合、仮想マシン
が 4つの仮想プロセッサまたは CPUを持つように構成できます。仮想 SMPは、
2-way または 4-way の SMP を使用できます。

要注意 すべてのゲスト OS が SMP をサポートするわけではありません。また、プ
ロセッサまたは CPUの数を変更するには、多くの場合、再インストール
が必要になります。



VMware, Inc. 175

10 章  仮想マシンの構成

 

1 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

2 [ ハードウェ ] リストで、[ 仮想プロセッサ ] または [CPU] を選択します。

3 仮想マシンの仮想プロセッサ数を選択します。

仮想マシンで複数の仮想プロセッサまたは CPUを使用する場合は、ESX Server
用の VMware Virtual SMP を装備する必要があります。ESX Server 用の VMware 
Virtual SMP を装備していない場合、仮想マシンで使用できる仮想プロセッサま
たは CPUは 1つのみです。

4 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

仮想マシン オプションの変更
[ オプション ] タブでは、[ 一般 ] 、[ 電源 ] 、[ 電源管理 ] 、[ 詳細 ] の各設定を変更で
きます。仮想マシンの設定では、さまざまな仮想マシンの電源状態で発生するアク
ションを定義できます。

一般設定の変更手順

1 [ オプション ] タブをクリックします。

2 一般オプションを表示するには、[設定 ] リストで [ 一般 ] をクリックします。

[仮想マシン名 ] フィールドに仮想マシンの名前が表示されます。

名前を変更しても、仮想マシン ファイルや関連ディレクトリの名前は変更され
ません。

3 仮想マシンの作業場所を選択します。

4 [ ゲスト OS] リストからオペレーティング システムを選択します。プルダウン メ
ニューを使用してバージョンを選択します。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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電源状態オプションの変更手順

1 [ オプション ] タブをクリックします。

2 電源オプションを表示します。

3 [ 設定 ] リストで [ 電源 ] をクリックします。

ツールバーの [ 停止 ] ボタンをクリックしたときに、仮想マシンをパワーオフす
るか、ゲスト OS をシャットダウンするかを構成できます。ツールバーの [ リ
セット ] ボタンをクリックしたときに、仮想マシンをリセットするか、ゲスト 
OS を再起動するかを構成できます。

4 [ 電源制御 ] のリストで、目的のアクションを選択します。

5 （オプション）[VMware Tools スクリプトの実行 ]で該当するオプションでは、仮
想マシンの電源状態の変更にあわせて、VMware Tools スクリプトを自動的に実
行するように構成できます。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

注意 ESX Server 仮想マシンには、仮想マシンのレジュームやサスペンドを実行するス
クリプトはありません。
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電源管理オプションの変更手順

1 [ オプション ] タブをクリックします。

2 電源管理オプションを表示します。

3 [ 設定 ] リストで [ 電源管理 ] をクリックします。

[ゲスト電源管理 ] では、ゲストOSがスタンバイに設定されたときの仮想マシン
の反応を指定できます。

4 [ ゲスト電源管理 ] で [ 仮想マシンをサスペンド ] または [ ゲストOSをスタンバ
イ ] のいずれかを選択し、仮想マシンをパワーオン状態のままにします。

5 （オプション）仮想マシンをパワーオン状態のままにした場合、チェックボック
スを選択することによって仮想マシンネットワーク上の仮想マシン トラフィッ
クのWake-On-LAN を選択することもできます。

6 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

仮想マシンの詳細設定を変更するには

1 [ オプション ] タブをクリックします。

2 詳細オプションを表示します。

3 [ 設定 ] リストで [ 詳細 ] をクリックします。
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[ 詳細 ] ペインと次のオプションが表示されます。

a デバッグ モードを有効にするには、[デバッグ インフォメーションを有効に
する ] チェックボックスを選択します。

仮想マシンは、追加のデバッグインフォメーションを収集しながら稼動する
ように設定できます。このようにして収集された情報は、弊社テクニカルサ
ポートが問題を解決するのに役に立ちます。

b アクセラレーション機能を無効にするには、[ アクセラレーション機能を無
効にする ] チェックボックスを選択します。

アクセラレーション機能は、仮想マシンの実行中でも有効および無効にでき
ます。

ごく稀に、仮想マシンでソフトウェアをインストール、実行しようとする
と、仮想マシンがハングしたような状態になることがあります。通常、この
問題はプログラムの初期実行時に発生します。多くの場合、仮想マシンでア
クセラレーション機能を一時的に無効にすることでこの問題を回避すること
ができます。
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この設定によって仮想マシンの実行速度は低下します。このため、プログラ
ム実行中の問題を回避する場合以外は、この設定は使用しないでください。
問題が発生しなくなったら、[ アクセラレーション機能を無効にする ] の選
択を解除します。アクセラレーション機能を使ってプログラムを実行できる
可能性があります。

c ログを有効にするには、[ログを有効にする ] チェックボックスを選択します。

このオプションを選択すると、ログによってデータが収集されます。

4 [ 詳細 ] をクリックして、この仮想マシンで必要な CPU機能を指定するマスクを
表示します。

このマスクおよびゲストOSマスクは、移行先ホストが移行または VMotion によ
る移行が可能かどうかを判断するために VirtualCenter によって使用されます。

VMotion の互換性および CPUマスクについては、「VMotion による移行
（P.239）」を参照してください。
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5 [ レジェンド ] ボタンをクリックし、ダイアログボックスのレジェンドを表示し
ます。

6 [ 閉じる ] ボタンをクリックしてレジェンドを終了します。

7 試験的な機能に必要な場合、またはテクニカル サポートにより指示された場合
に構成パラメータを変更または追加するには、[ 構成パラメータ ] ボタンをク
リックします。

[構成パラメータ ] ダイアログボックスが表示されます。

8 このダイアログボックスの内容をすべて確認したら、[OK] をクリックしてダイ
アログボックスを終了します。

9 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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仮想マシン リソース設定の変更
[ 仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスでは、選択した仮想マシンのホスト
のリソース割り当てを調整できます。このタブでは、CPU、メモリ、ディスク、詳細
CPUの各リソースを変更できます。

リソースの詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。 

CPU リソース
[CPU リソース ] パネルでは、仮想マシン用にプロセッサ リソースを割り当てて、予
約、制限、シェアを指定できます。メインの [ VI クライアント ] ウィンドウの [ リ
ソース プール ] タブで同じ情報の一部を編集することもできます。このウィンドウで
は、他の仮想マシンの設定を編集したときにリソース設定も編集できます。

CPU 設定の変更手順

1 [ リソース ] タブをクリックします。

2 [ 設定 ] リストで [CPU] をクリックします。

3 割り当てる CPU容量の相対基準を表すシェア値を選択します。

[シェア]　[低 ] 、[中 ] 、[高 ] 、[カスタム] の各値がサーバおよびサービス コン
ソール上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と比較されます。 シェア割
り当ての記号値を使用して、数値への変換を構成できます。

[ 予約 ]　この仮想マシンに対して保証された CPU割り当て 

[ 制限 ]　この仮想マシンの CPU割り当ての上限。 上限を指定しない場合は、 
[ 無制限 ] を選択します。

シェア値の詳細については、『リソース管理ガイド』を参照してください。 
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4 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

CPU の詳細設定
[ 詳細 CPUリソース ] パネルでは、物理プロセッサ コアおよびハイパースレッドに関
する仮想マシン プロセスのスケジュール設定など低レベルのオプションを設定でき
ます。このパネルは、仮想マシンがDRS クラスタに含まれている場合、またはホス
トにプロセッサが 1つしかなく、ハイパースレッド機能がない場合には表示されま
せん。

通常、VMware ESX Server は、ハイパースレッドが有効な場合でもプロセッサ スケ
ジュールを十分に管理します。このページの設定は、重要な仮想マシンで非常に詳細
な設定を行う場合のみ有用です。

[ハイパースレッド共有 ]オプションでは、（ホストでハイパースレッドが有効な場
合）仮想マシンが物理プロセッサ コアを共有するようにスケジュールを設定するか
どうかについて、詳細に制御できます。

[スケジュール アフィニティ ] オプションでは、ホストの物理コア全体（およびハイ
パースレッドが有効な場合はハイパースレッド）に仮想マシンの CPUを配布する方
法について詳細に制御できます。

注意 ハイパースレッド テクノロジを使用すると、単一の物理プロセッサを 2つの論理プ
ロセッサのように機能させることができます。プロセッサは、同時に 2つの異なるア
プリケーションを実行できます。ハイパースレッドはシステムのパフォーマンスを 2
倍にするわけではありませんが、アイドル リソースを有効に活用することによって
パフォーマンスを向上できます。ハイパースレッドおよび VMware 仮想インフラスト
ラクチャにおけるハイパースレッドの使用法の詳細については、『リソース管理ガイ
ド』（[ヘルプ ] - [ マニュアル ] を参照してください。
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CPU の詳細設定を変更するには

1 [ リソース ] タブをクリックします。

2 [ 設定 ] リストで [ 詳細 CPU] をクリックします。

3 プルダウンメニューから [ ハイパースレッド共有モード ] を選択します。以下の
オプションがあります。

[ 任意 ]（デフォルト）　この仮想マシンの仮想 CPU は、この仮想マシンの他
の仮想 CPUまたは他の仮想マシンと自由にコアを共有できます。 

[ なし ]　スケジュールが設定されているときは、この仮想マシンの仮想 CPU
がプロセッサ コアを排他的に使用します。 この仮想マシンがコアを使用して
いる間、コアのその他のイパースレッドは停止します。

[ 内部 ]　2つの仮想プロセッサが装備された仮想マシンでは、（ESX Server ス
ケジューラの指示を受けて）2つの仮想プロセッサで 1つの物理コアを共有
できます。しかし、この仮想マシンが他の仮想マシンとコアを共有すること
はありません。 この仮想マシンのプロセッサ数が「2」以外の場合、この設
定は [ なし ] 設定と同じです。

4 [ プロセッサで実行 ]ラジオ ボタンを選択することによって、スケジュールのア
フィニティを選択します。
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ハイパースレッドが無効な場合、個別プロセッサのチェック ボックスには物理
コアが示されます。ハイパースレッドが有効な場合は、論理コア（物理コア 1
つに対して 2つ）が示されます。すべてのチェックボックスを選択した場合、
アフィニティを適用しないのと同一の結果になります。少なくとも、仮想マシン
内の仮想 CPUと同じ数のプロセッサ アフィニティを指定する必要があります。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

メモリ リソース
[ メモリ リソース ] パネルでは、仮想マシン用にメモリ リソースを割り当てて、予
約、制限、共有を指定できます。メインの [ VI クライアント ] ウィンドウの [ リソー
ス プール ] タブで同じ情報の一部を編集することもできます。このウィンドウでは、
他の仮想マシンの設定を編集したときにリソース設定も編集できます。

メモリ設定の変更手順

1 [ リソース ] タブをクリックします。

2 [ 設定 ] リストで [ メモリ ] をクリックします。

3 [ リソース割り当て ]パネルのプルダウン メニューで、すべての仮想マシンへの
メモリ割り当てで使用する単位を選択します。

注意 仮想マシンがDRS クラスタ上にある場合、このオプションは無効になり、新し
いホストに仮想マシンを移行すると値は消去されます。このオプションの値は、
同じホスト上の同じ仮想マシン セットのパフォーマンス調整に使用されます。
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[ 低 ] 、[ 中 ] 、[ 高 ] 、[ カスタム ] の各記号値がサーバおよびサービス コンソー
ル上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と比較されます。シェア割り当ての
記号値を使用して、数値への変換を構成できます。

4 [ リソース割り当て ]パネルでは、スライダを使用して予約メモリ量やメモリ制
限を選択する、または上下矢印を使用して割り当てるMB数を入力します。

メモリ値の詳細については、mem man ページを参照してください。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

ディスク リソース
[ ディスク リソース ] パネルでは、ホスト ディスクの I/O 帯域幅をこの仮想ディスク
の仮想ハード ディスクに割り当てることができます。ディスク I/O はホスト中心の
リソースで、複数のクラスタ間でプールすることはできません。しかし、CPU およ
びメモリ リソースは、多くの場合、ディスク リソースよりも仮想マシンのパフォー
マンスを制約します。

ディスク設定の変更手順

1 [ リソース ] タブをクリックします。

2 [ 設定 ] リストで [ ディスク ] をクリックします。

このダイアログボックスでは、この仮想マシンのホスト ディスクの割り当てを
調整できます。

3 [ リソース割り当て ]パネルのリストから、仮想ハード ディスクを選択します。

4 [ シェア ] フィールドをクリックします。プルダウン メニューを使用して、仮想
マシンに割り当てるディスク帯域幅のシェア数を変更します。
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シェアは、すべての仮想マシンに対してディスク帯域幅を制御する相対単位を表
す値です。[低 ] 、[ 中 ] 、[ 高 ] 、[ カスタム ] の各値がサーバおよびサービス コン
ソール上の全仮想マシンのすべてのシェアの合計と比較されます。シェア割り当
ての記号値を使用して、数値への変換を構成できます。

5 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。

サウンド構成の変更
仮想マシンがサウンド機能を備えているかどうかは、ゲストOSによって異なりま
す。仮想マシンが ESX Server に配置され、Windows XP を使用している場合は、サ 
ウンド機能を使用できます。しかし、ゲストOSがWindows 2000 または 2003 の場
合は、サウンド機能を使用できません。

サウンド構成の変更手順

1 VirtualCenter クライアントで、ナビゲーションバーの [インベントリ ] をクリッ
クします。

2 必要に応じてインベントリを展開し、適切な仮想マシンをクリックします。

3 [ 仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスを表示するには、[全般 ] タブの  
[ プロパティの編集 ] をクリックする、または [編集 ] - [ プロパティ ] を選択します。

4 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

5 [ デバイス ] リストで [ サウンド ] をクリックします。

[デバイスのステータス ] のデフォルト設定は、[起動時に接続 ] です。

6 仮想マシンの起動時にサウンド アダプタに自動的に接続しない場合は、この
チェックボックスの選択を解除します。

7 [ デフォルトのホストサウンドアダプタを使用 ] を選択してデフォルトのホスト
サウンドアダプタを使用するか、[ ホストサウンドアダプタの指定 ] を選択して
リストから特定のアダプタを選択します。

8 [OK] をクリックして変更内容を保存します。

[仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスが閉じます。
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新しいハードウェアの追加
ハードウェアの追加ウィザードを使用すると、仮想マシンに仮想ハードウェアを追加
できます。追加する仮想ハードウェアは、仮想マシンのプロパティ ウィザードの
ハードウェア リストに表示されます。

ウィザードの開始手順

1 VirtualCenter クライアントで、ナビゲーションバーの [インベントリ ] をクリッ
クします。必要に応じてインベントリを展開し、適切な仮想マシンをクリックし
ます。

2 [ 仮想マシンのプロパティ ] ダイアログボックスを表示するには、[コマンド ] パ
ネルの [ 設定の編集 ] リンクをクリックします。

3 [ ハードウェア ] タブをクリックします。

4 [ 追加 ] をクリックしてハードウェアの追加ウィザードを開始します。

次のセクションの手順に従って、さまざまなタイプの仮想ハードウェアを仮想マ
シンに追加します。

シリアル ポートを追加するには

1 Add Hardware wizard（ハードウェアの追加ウィザード）を開始します。

2 [ シリアルポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。
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3 仮想ポートのアクセス先のメディア タイプ （ホストの物理シリアルポートを使
用、ファイルへの出力、名前付きパイプへの接続）を選択します。

4 [ 次へ ] をクリックします。

5 ホストで [ 物理シリアルポートを使用 ] を選択した場合、プルダウン リストを使
用してこのシリアル接続を使用するホスト コンピュータのポートを選択します。

6 [ 出力ファイルを使用 ]を選択した場合、仮想シリアルポートの出力を保存する
のに使用するホスト上のファイルを参照します。

7 [ 名前付きパイプへの接続 ]を選択した場合、[ パイプ名 ] フィールドにパイプ名
を入力し、プルダウン メニューを使用してパイプのニア エンドおよびファー エン
ドを選択します。

ニア エンドには、クライアントまたはサーバを選択できます。ファー エンドに
は、プロセッサまたは仮想マシンを選択できます。

デフォルトでは、仮想マシンを起動するとシリアルポートが接続されます。

8 （オプション）[起動時に接続 ] チェックボックスの選択を解除することもでき 
ます。

9 （オプション）このシリアルポートでポーリング モードではなく割り込みモード
を使用するように構成する場合は、[入出力モード ] の [ ポーリングで CPUを放
棄する ] チェックボックスの選択を解除します。

ポーリング モードは、シリアル接続によって通信するデバッグ ツールを使用す
る開発者用に設計されています。ポーリング モードを使用すると、仮想マシン
によって過度のシェアの CPU時間が消費されます。これによって、ホストおよ
びその他のゲストの実行速度が遅くなります。

10 （オプション）ホスト上のアプリケーションの最適なパフォーマンスを維持する
ためには、[ポーリングで CPUを放棄する ] チェックボックスを選択します。

このチェックボックスを選択することによって、影響を受けるマシンで割り込み
モードが使用されるようになります。割り込みモードでは、実行を試行している
タスクが仮想シリアル ポートのポーリングのみの場合、CPU時間が放棄されます。

11 [ 終了準備 ] ウィンドウで情報を確認し、[ 終了 ] をクリックします。

パラレル ポートを追加するには

1 ハードウェアの追加ウィザードを開始します。

2 [ パラレルポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

3 ホストの物理パラレルポートを選択するか、ファイルに出力します。

4 [ 次へ ] をクリックします。
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5 ホストで [ 物理パラレルポートを使用 ] を選択した場合、プルダウン リストから
ポートを選択します。[ ファイルへの出力 ] を選択した場合、ファイルの場所を
参照します。

6 仮想マシンの起動時にパラレルポート デバイスを自動的に接続しない場合は、[デ
バイスのステータス ] の [ 起動時に接続 ] チェックボックスの選択を解除します。

7 [ 次へ ] をクリックします。

8 [ 終了準備 ] ウィンドウで情報を確認し、[ 終了 ] をクリックします。

DVD/CD-ROMまたはフロッピー デバイスの追加
VI クライアントを使用すると、クライアント マシンから、CDまたはフロッピー デバ
イスへの仮想マシン アクセスが可能になります。つまり、デスクトップ マシンまた
はラップトップ マシンのドライブに挿入した CDを使って、リモート ESX Server で
稼動する仮想マシンにプログラムをインストールできます。

DVD/CD-ROMドライブの追加手順

1 ハードウェアの追加ウィザードを開始します。

2 [DVD/CD-ROMドライブ ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 物理ドライブを使用 ] または [ISO イメージを使用 ] のいずれか選択します。

a [ 物理ドライブを使用 ] を選択した場合、デバイスの場所としてクライアン
トまたはホストのいずれかを選択します。プルダウン リストから使用する
ドライブを選択します。
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[ パススルー ] を選択し、この仮想マシンにのみ接続するかどうかを示す
チェックボックスを使用する、または [ATAPI エミュレーション ] を選択し
ます。

b [ISO イメージを使用 ] を選択した場合、イメージ ファイルのパスとファイル
名を入力する、または [ 参照 ] をクリックしてファイルの場所に移動します。

4 仮想マシンの起動時に CD-ROMドライブを接続しない場合は、[起動時に接続 ] 
の選択を解除します。

5 [ 次へ ] をクリックします。

6 ドライブが仮想マシンで使用する仮想デバイスノードを指定し、[ 次へ ] をク
リックします。

7 [ 終了準備 ] ウィンドウで情報を確認し、[終了 ] をクリックします。情報を変更
する場合は、[戻る ] をクリックします。

フロッピー ドライブの追加手順

1 ハードウェアの追加ウィザードを開始します。

2 [ フロッピー ドライブ ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

3 使用するフロッピー メディアのタイプを選択します。
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ゲストがホスト上のフロッピー ドライブにアクセスできる物理フロッピー 
ドライブ

フロッピー イメージ（物理フロッピー ディスクと同一のフォーマットで
データを保存する、ホスト上のファイル）

空のフロッピー イメージを作成し、使用するための空のフロッピー イメージ

4 [ 次へ ] をクリックします。

5 [ 物理ドライブを使用 ] を選択した場合、デバイスの場所としてクライアントま
たはホストのいずれかを選択し、プルダウン リストからドライブを選択します。

a [ フロッピー イメージを使用 ] を選択した場合、フロッピー イメージを参照
します。

b [ 空のフロッピー イメージの作成 ]を選択した場合、フロッピー イメージを
参照します。

6 仮想マシンの起動時にフロッピー ドライブを仮想マシンに接続する場合は、[起
動時に接続 ] を選択します。

7 [ 次へ ] をクリックします。

8 [ 終了準備 ] ウィンドウで情報を確認し、[ 終了 ] をクリックします。
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イーサネット アダプタ（NIC）の追加手順

1 ハードウェアの追加ウィザードを開始します。

2 [ イーサネット アダプタ ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 次のネットワークに接続 ]パネルで、指定したラベルの名前付きネットワーク
またはレガシー ネットワークのいずれかを選択します。

4 仮想マシンの起動時に仮想NIC を接続する場合は、[起動時に接続 ] を選択します。

5 ウィザードを完了するには、[終了 ] をクリックします。

ハード ディスクの追加手順

1 ハードウェアの追加ウィザードを開始します。

2 [ ハード ディスク ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

3 仮想マシンのディスクのストレージ タイプを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

仮想マシンのデータは、新しい仮想ディスク、既存の仮想ディスク、マップされ
た SAN LUN に格納できます。ゲスト OS には単一のハード ディスクとして認識
される仮想ディスクは、ホスト ファイル システム上の 1つまたは複数のファイ
ルで構成されています。仮想ディスクは、同一ホスト上、またはホスト間で容易
にコピーしたり、移動したりできます。
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4 [ 新規仮想ディスクの作成 ]を選択した場合、ディスク容量を入力し、場所とし
て [ 仮想マシンと同じ場所に格納 ] または [ データストアの指定 ]のいずれかを
選択します。

5 データストアの場所を参照し、[次へ ] をクリックします。

6 既存のディスクを選択した場合、ディスク ファイルのパスを参照し、[次へ ] を
クリックします。

7 [ マップされた SAN LUN] を選択した場合、次の手順に従ってください。

a RAWディスクで使用する LUNを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

b データストアを選択し、[次へ ] をクリックします。

c 互換モードを選択します。ゲスト OS によるハードウェアへの直接アクセス
を許可する場合は、[物理 ] を選択します。仮想マシンで VMware スナップ
ショットやその他の上級機能を使用できるようにするには、[仮想 ] を選択
します。

8 [ 次へ ] をクリックします。

9 仮想デバイスノードを指定し、[次へ ] をクリックします。

10 情報を確認し、[終了 ] をクリックします。

SCSI デバイスの追加手順

1 ハードウェアの追加ウィザードを開始します。

2 [SCSI デバイス ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 接続 ] のプルダウン メニューを使用して、使用する物理デバイスを選択します。

4 この仮想マシンの起動時に仮想マシンをサーバの SCSI デバイスに接続するには、
[起動時に接続 ] を選択します。

5 [ 仮想デバイスノード ] で、仮想マシン内でこのデバイスを表示する仮想デバイ
スノードを選択します。

仮想デバイスが物理ユニットと同様の方法でセットアップされていることを示す
チェックボックスを選択することもできます。

6 [ 終了準備 ] ウィンドウで情報を確認し、[ 終了 ] をクリックします。
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11

仮想マシンを作成し、構成を終了すると、ターゲット環境内ですぐに機能できるよう
に仮想マシンのゲストOSの ID およびネットワーク設定をカスタマイズすることも
できます。

仮想マシンの設定は、仕様に保存することができます。この仕様は、後で再度呼び出
して再利用できます。設定の保存には、カスタマイズ ウィザードを使用します。カ
スタマイズ ウィザードへのアクセス方法は、2種類 （仕様を作成し、後で再利用す
るためにデータベースに保存できるカスタマイズ仕様マネージャを使用する方法と、
新しい仮想マシンのクローンを作成するときにウィザードを使用する方法）あります。

この章では、カスタマイズ仕様マネージャを使用してゲストOSをカスタマイズする
方法について解説します。

この章の内容は、以下のとおりです。

ゲストのカスタマイズ準備（P.196）

Windows ゲストOSのカスタマイズ（P.196）

カスタマイズ仕様ウィザードの使用方法（P.202）

仮想マシンのクローン作成ウィザードの使用方法（P.206）

ゲストOSのカスタマイズの終了（P.206）

ゲストOSのインストールについての詳細は、『ゲストOSインストール ガイド』を
参照してください。

ゲストOSのカスタマイズ 11

注意 クローン作成の作業では、ゲストOSのカスタマイズをオプションで実行できます。
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ゲストのカスタマイズ準備
テンプレートから新しい仮想マシンを導入する場合や、既存の仮想マシンのクローン
を作成する場合、新しいゲストOSをカスタマイズすることができます。構成オプ
ションは、ゲスト カスタマイズ ウィザードに従って設定します。

ゲストのカスタマイズを行う場合は、ゲスト カスタマイズ ウィザードを実行する前
に次の手順に従ってください。

システムが、ゲスト カスタマイズ要件を満たしていることを確認します。
Windows ゲストOSをカスタマイズする場合は、Windows ゲストOSのカスタ
マイズに必要なコンポーネントをインストールする必要があります。インストー
ル手順については、「付録 B Microsoft Sysprep ツールのインストール（P.357）」
を参照してください。

VirtualCenter Server がインストールされているWindows マシンに必須コンポー 
ネントをインストールします。

Windows ゲスト OSのカスタマイズ
カスタマイズの手順は、新規仮想マシンで使用するゲストOSによって異なります。
ゲストOSがWindows 2000、Windows XP Professional、Windows Server 2003 の場
合、テンプレートの導入や仮想マシンのクローン作成の実行時に、次の手順でカスタ
マイズを行うことができます。

Windows ゲスト OSをカスタマイズするには

ゲスト カスタマイズウィザードは、メニューやツールバー オプションからは起動で
きません。ゲスト カスタマイズウィザードは、テンプレートの配布ウィザードまた
は仮想マシンのクローン作成ウィザードから間接的に開始します。

1 ゲストのカスタマイズウィザードを起動します。

注意 ボリューム ライセンス バージョンではないWindows XP またはWindows 2003
を配置し、カスタマイズすると、新しい仮想マシンでMicrosoft オペレーティン
グ システムを再アクティブ化することが必要な場合があります。
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2 [ 登録情報 ] ページで、仮想マシンの所有者の名前と組織名を入力します。 
[ 次へ ] をクリックします。

これは、参照用の情報です。仮想マシンの動作には影響しません。[ 名前 ] 
フィールドには、個人、ユーザー、グループの名前を入力します。

3 [ コンピュータの名前 ] ページで、仮想マシンのコンピュータ名を入力します。 
[ 次へ ] をクリックします。

コンピュータ名は、ゲストOSのインスタンスに割り当てられた名前です。オペ
レーティング システムは、ネットワーク上でオペレーティング システムを識別
する方法として、この名前を使用します。Windows システムでは、コンピュー
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タ名が使用されます。他のオペレーティング システムでは、ホスト名が使用さ
れます。この名前は、テンプレートの配布ウィザードや仮想マシンのクローン作
成ウィザードで宣言した仮想マシン名とは異なります。コンピュータ名は、次の
方法で指定できます。

名前を割り当てる　名前には、英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）
を使用することができます。ピリオド（.）や空白は使用できません。また、
数字以外の文字や記号も使用する必要があります。[数値を追加して一意の
名前を割り当てる ] を選択すると、他と重複しない一意の名前を割り当てる
ことができます。

仮想マシンの名前を使用する　VirtualCenter が作成するコンピュータ名は、
ゲストOS上で稼動する仮想マシンの名前と同じです。

名前のプロンプトに応答する　仮想マシンの導入ウィザードが完了すると、
VI クライアントは、コンピュータ名のプロンプトに名前を入力します。

カスタム アプリケーションを使って名前を生成する　VI クライアントから、
VirtualCenter Server に格納されているカスタム アプリケーションを呼び出し
て、名前を生成します。この方法で名前を割り当てる場合は、テキスト 
フィールドにカスタム アプリケーションへの絶対パスを入力してください。

4 [Windows のライセンス ] ページで、新しいゲストOSのWindows ライセンス 
キーを指定します。[次へ ] をクリックします。

Windows Server オペレーティング システムのカスタマイズでは、[ 接続クライ 
アント数 ] または [ 同時使用ユーザー数 ] のいずれかを選択してください。[ 同時
使用ユーザー数 ] を選択する場合は、サーバへの同時接続の最大数を指定します。
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5 [ システム管理者のパスワード ] ページで、仮想マシンのシステム管理者のパス
ワードを入力し、確認します。[次へ ] をクリックします。

パスワードを空白にすると、VI クライアントは、システム管理者にパスワード
が不要であることを確認するメッセージを表示します。

仮想マシンの起動時に、システム管理者で自動的にログオンする場合は、[ シス
テム管理者で自動的にログオン ] を選択し、自動ログオンの試行回数を指定しま
す。この設定は、仮想マシンを何回か再起動してから、通常のユーザーが仮想マ
シンにログオンする場合に便利です。

6 [ タイムゾーン ] ページでは、仮想マシンのタイムゾーンを選択します。[次へ ] 
をクリックします。

7 [1回実行 ] ページでは、新規仮想マシンを最初に起動するときに、実行するコマン
ドを入力します。コマンドを入力したら、[追加 ] をクリックします。[削除 ] と  
[ 移動 ] を使用して、コマンドの実行順序調整してください。コマンド リストが
完成したら、[次へ ] をクリックします。

8 DHCP サーバからのネットワーク インターフェイスを VirtualCenter ですべて自
動設定するには、[ネットワーク ] ページの [ 一般的な設定 ] を選択します。[ 次
へ ] をクリックします。

注意 新しいシステム管理者パスワードを指定する場合、ソース仮想マシンまたはテン
プレートに管理者パスワードがすでに設定されていると、手順 11で [ すべての
ユーザー アカウントを削除 ] を選択する必要があります。削除しないと、古いパ
スワードは変更されません。
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9 VirtualCenter による設定をユーザー環境に合わせて調整したい場合は、[ カスタ
ム設定 ] を選択し、カスタマイズの対象となるネットワーク インターフェイス 
カード（NIC）を選択して、[ カスタマイズ ] をクリックします。

[ネットワークのプロパティ ]ダイアログ ボックスが開きます。

[ネットワークのプロパティ ] ダイアログ ボックスでは、次の手順を実行します。

a [ 全般 ] タブでは、DHCP を使って IP アドレスを自動的に取得するか、IP ア
ドレスを手動で入力します。また、DHCP を使ってDNS サーバ アドレスを
自動的に取得するか、DNS サーバ アドレスを手動で入力します。

b [DNS] タブでは、DNS 接続でのDNS サフィックスを入力します。DNS サ
フィックスを入力し、[追加 ] をクリックします。複数のDNS 接続を入力す
る場合は、[↑ ] と [ ↓ ] を使って、接続の使用順序を指定します。

c [WINS] タブでは、WINS のプライマリ アドレスとセカンダリ アドレスの IP
アドレスを入力します。

d [OK] をクリックすると、前ダイアログ ボックスに戻ります。[ ネットワーク 
ゲストのカスタマイズ ] ダイアログ ボックスで、[ 次へ ] をクリックします。

10 [ワークグループまたはドメイン ]ページでは、次の手順のいずれかを実行します。

ワークグループに参加するには、[ワークグループ ]を選択し、ワークグルー
プ名を入力してから [ 次へ ] をクリックします。

ドメインに参加するには、[Windows Server ドメイン ] を選択し、コンピュー
タをWindows ドメインに参加させ権限を持つユーザー名とパスワードを指
定します。[次へ ] をクリックします。
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11 [ オペレーティング システムのオプション ]ページでは、ゲストOSのオプション
を選択します。

[新しい SID の生成 ] 仮想マシンに新しいセキュリティ ID を生成します。

[すべてのユーザー アカウントを削除 ] システム上にあるユーザー アカウン
トをすべて削除します。 手順 5でシステム管理者パスワードを新しく指定
し、ソースとなるWindows 仮想マシンまたはテンプレートに管理者パス
ワードがすでに設定されている場合は、[ すべてのユーザー アカウントを削
除 ] オプションを選択してください。削除しないと、古いパスワードは変更
されません。

[次へ ] をクリックします。

12 （オプション）[設定を保存 ] ページで次の設定を行うと、カスタマイズしたオプ
ションが .xmlファイルに保存されます。

a [ 後で使用できるようにカスタマイズ設定を保存 ] を選択します。

b パスとファイル名を指定して、[次へ ] をクリックします。

VirtualCenter は、カスタマイズした設定パラメータを .xmlファイルに保存しま
す。このようにカスタマイズ パラメータを事前設定しておけば、テンプレート
の導入や既存の仮想マシンのクローン作成でインポートできます。カスタマイズ 
パラメータをファイルに保存すると、Windows 仮想マシンのシステム管理者の
パスワードとドメイン管理者のパスワードが .xmlファイルに暗号化されて保存
されます。カスタマイズ ファイルは、VirtualCenter Server ごとに作成され、暗号
化を実行するために VirtualCenter の各バージョンで異なります。したがって、
VirtualCenter Server が異なると、カスタマイズ ファイルを再生成する必要があり
ます。同じ VirtualCenter Server 上でバージョンをアップグレードした場合には、
暗号化は保持されます。したがって、VirtualCenter をアップグレードしても、同
じカスタマイズ ファイルを使用できます。

13 [ 終了 ] をクリックします。

VirtualCenter は、ゲストOSのカスタマイズウィザードを終了し、テンプレート
の導入ウィザードまたは仮想マシンのクローン作成ウィザードに戻ります。

14 [ 終了 ]をクリックすると、テンプレートを仮想マシンが配布されるか、クローン
作成が実行されます。
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カスタマイズ仕様ウィザードの使用方法
次の手順を実行すると、後でゲストOSのカスタマイズを行う場合に使用可能なカス
タマイズ仕様をセットアップできます。

ゲスト カスタマイズ ウィザードの開始手順

1 [ 編集 ] - [ カスタマイズ仕様 ] を選択します。

[ カスタマイズ仕様マネージャ ] ウィンドウが表示されます。仕様プロパティの
表示、仕様の作成、編集、コピー、削除、インポート、エクスポートを実行でき
ます。画面を更新するには、[更新 ] ボタンを使用します。

2 新しい仕様を作成するには、[新規 ] アイコンをクリックします。

ゲスト カスタマイズ ウィザードが表示されます。

3 プルダウン メニューからターゲット仮想マシンのオペレーテング システムを選
択します。

4 カスタムの Sysprep 回答ファイルを使用する場合は、チェックボックスを選択し
ます。

5 新しいカスタマイズ仕様の名前、オプションの説明を入力します。[ 次へ ] をク
リックします。

6 所有者の名前と組織を入力して、このコピーのゲスト オペレーテング システム
を登録します。[次へ ] をクリックします。

[コンピュータ名 ]ページが表示されます。このページでは、コンピュータ名を
指定してネットワーク上にあるこの仮想マシンを特定します。
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7 コンピュータ名を指定するには、次のいずれかのラジオ ボタンを選択します。

[ 特定の名前を使用する ]

このオプションでは、テキスト フィールドに名前を入力する必要がありま
す。特定のコンピュータ名の次に数値を追加して一意の名前にする場合は、
このチェックボックスを選択します。

[ 仮想マシン名を使用する ]

[ 配布ウィザードでユーザーに名前の入力を求めるプロンプトを表示する ]

[ VIrtualCenter Server で構成されたカスタム アプリケーションを使用して、
名前を生成する ]

このオプションでは、引数を指定します。

8 [ 次へ ] をクリックします。

オペレーティング システムの [ ライセンス ] ページが表示されます。

9 仮想マシンでライセンス情報が求められる場合は、[ ライセンス ] ページに製品
ID を入力します。

一部の仮想マシンでは、ライセンス情報は不要です。この場合、これらのフィー
ルドは空白にしておきます。

10 サーバのゲストOSをカスタマイズしている場合は、[ サーバのライセンス情報
を含める ] チェックボックスを選択します。

11 オペレーティング システムがシートごとまたはサーバごとかを選択し、サーバ 
ライセンス モード用に最大接続数を入力します。[次へ ] をクリックします。

12 [ システム管理者パスワード ]パネルでパスワードを入力し、システム管理者ア
カウントのパスワードを確認します。

パスワードを入力しないと、警告のダイアログボックスが表示されます。

13 システム管理者として自動的にログオンする場合はこのチェックボックスを選択
し、ログオン回数を選択します。

14 [ 次へ ] をクリックします。

15 プルダウン メニューでタイム ゾーンを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

16 [1 回実行 ] ページで、ユーザーが初めてログオンしたときに実行されるコマンド
を指定します。コマンドの追加、削除、上下への移動には、ナビゲーション ボ
タンを使用します。

17 [ 次へ ] をクリックします。
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18 各ネットワーク インターフェイスのソフトウェア設定をカスタマイズする場合、
ネットワーク インターフェイス設定を指定します。通常設定用のラジオ ボタン
を選択してすべてのネットワーク インターフェイスでDHCP を有効にする、ま
たはカスタム設定用のラジオ ボタンを選択して各ネットワーク インターフェイ
スを手動で構成します。

19 [ 次へ ] をクリックします。

20 [ ワークグループ ] ページまたは [ ドメイン ] ページで、仮想マシンのネットワー
クへの参加方法を選択します。ワークグループ用のラジオ ボタンを選択して
ワークグループ名を入力する、またはWindows サーバ ドメイン用のラジオ ボ 
タンを選択してドメインを入力します。

ドメインを入力する場合、コンピュータを特定ドメインに追加する許可を持つ
ユーザー アカウントのユーザー名およびパスワードを入力する必要があります。

21 [ 次へ ] をクリックします。

22 新しいセキュリティ ID を生成する場合は、[オペレーティング システム オプ
ション ] ページで [ 新規セキュリティ ID（SID）の生成 ] を選択します。または、
すべてのユーザー アカウントを削除してシステム管理者を含むすべてのユー
ザー アカウントを削除できます。

システム管理者パスワードを変更中で、テンプレート仮想マシンのシステム管理
者パスワードが空白ではない場合は、2番目のオプションを選択します。

23 [ 次へ ] をクリックします。

24 入力した情報を確認し、[終了 ] をクリックします。

[カスタマイズ仕様マネージャ ] ページに仕様が表示され、ゲストOSのカスタマ
イズに使用できます。

保存されたカスタマイズ ファイルは暗号化されているので、VirtualCenter Server
ごとおよび VirtualCenter のバージョンごとに一意です。カスタマイズ ファイル
は、VirtualCenter Server ごとに再作成する必要があります。暗号化は、アップグ
レード バージョンごとに同一の VirtualCenter Server に保存されます。つまり、
VirtualCenter をアップグレードするたびに同一のファイルを使用できます。しか
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し、VirtualCenter をアンインストールしてからもう 1度インストールすると、こ
れまでのインストールで使用したパスワードを復号化できなくなります。

25 仕様のプロパティを表示するには、[ プロパティ ] アイコンをクリックします。

[カスタマイズ仕様のプロパティ ] ダイアログボックスが表示されます。

26 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

27 [ 編集 ] アイコンをクリックしてゲスト カスタマイズ ウィザードを再表示し、仕
様の情報を変更します。

28 [ コピー ] アイコンをクリックして、「<spec name> のコピー」というラベルが
付けられた仕様のコピーを作成します。このコピーは仕様マネージャに表示され
ます。

29 仕様を削除するには、仕様を選択してから [ 削除 ] アイコンをクリックします。

仕様マネージャから仕様が削除されます。

30 既存の仕様を仕様マネージャにインポートするには、[ インポート ] アイコンを
クリックし、[参照 ] ダイアログボックスで仕様を選択します。

31 仕様をエクスポートするには、[ エクスポート ] アイコンをクリックし、[名前を
付けて保存 ] の場所を選択します。

32 仕様マネージャの最大化や最小化を行ったり、仕様マネージャを閉じたりするに
は、[最大化 ]、[ 最小化 ]、[ 閉じる ] の各ボタンを使用します。
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仮想マシンのクローン作成ウィザードの使用方法
配布ウィザードの最後に、ゲスト カスタマイズ ウィザードにアクセスする機会がも
う 1度あります。この時点では、保存した仕様を読み込むことができます。ローカ
ル ディスクまたはサーバのどちらから仕様を取得するかを選択できます。保存した
仕様を読み込まないことを選択した場合、ウィザードはフィールドが空白のまま開き
ます。

新しい仮想マシンのセットアップを行う場合は、次の手順に従います。仮想マシンの
セットアップを行う次の手順では、前のセクションでセットアップした仕様を使用し
ます。

カスタマイズ ウィザードの使用方法の詳細については、「Windows ゲストOS のカス
タマイズ（P.196）」を参照してください。

仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、保存したカスタマイズ仕様を 
読み込む手順

1 [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ クローン作成 ] を選択します。

仮想マシンのクローン作成ウィザードが表示されます。

2 [ ゲスト カスタマイズ オプションの選択 ] ページが表示されるまでウィザードを
移動します。このページでは、カスタマイズ ウィザードを使用してカスタマイ
ズしたり、仕様マネージャのリストから選択した既存のカスタマイズ仕様を使用
してカスタマイズしたりできます。

ゲストOSのカスタマイズの終了
最後のカスタマイズ手順は、新しい仮想マシンを初めて起動したときに発生します。
このプロセスの一部として、仮想マシンが何回も再起動する場合があります。カスタ
マイズは、ゲストOSの起動、ファイナライズ スクリプトの実行、ログオン ページ
の表示が行われるまで終了しません。

新しい仮想マシンの起動中にカスタマイズ エラーが発生した場合、ゲストのシステ
ム ログ メカニズムを使用してこのエラーがレポートされます。Linux では、このエ
ラーが /var/log/vmware/customization.logにログされます。Windows では、
アプリケーションのイベント ログに書き込まれます。

ゲストOSのカスタマイズをファイナライズするために必要な手順については、次の
セクションを参照してください。

Linux ゲストOSのカスタマイズのファイナライズ（P.207）

Windows ゲストOSのカスタマイズのファイナライズ（P.207）
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Linux ゲストOSのカスタマイズのファイナライズ
カスタマイズされた Linux 仮想マシンは、再起動の必要がありません。初めて起動し
てログオン ページが表示されると、すぐに使用できます。構成エラーが発生した場
合、ゲストOSの起動中に仮想マシンのコンソールにエラーが表示されます。

Windows ゲストOSのカスタマイズのファイナライズ
カスタマイズした仮想マシンを初めてパワーオンすると、カスタマイズおよび構成プ
ロセスをファイナライズする一連のスクリプトがゲストOSによって実行されます。
ゲストOSのタイプによっては、このプロセスでさらに再起動が必要な場合がありま
す。この場合、再起動はスクリプトによって自動的に実行されます。

仮想マシンの作成やクローン作成後に初めてパワーオンされたり起動されたりする
と、ターゲット仮想マシンで 1回だけ実行されるスクリプトがカスタマイズ プロセ
スによってインストールされます。カスタマイズ プロセスは、これらのスクリプト
が最後の構成処理をゲストOSで実行することによって終了します。

カスタマイズしたWindows 仮想マシンを初めてパワーオンすると、仮想マシンは自
動的に 2回再起動され、構成プロセスがファイナライズされます。この仮想マシン
は、2回目の再起動後にログオン ページが表示されると操作可能になります。ホスト
の速度と負荷によっては、このプロセスに数分かかる場合があります。最後の構成プ
ロセスでエラーが発生した場合、イベントはゲストOSのイベント データベースにロ
グされます。これらのエラーを表示するには、Windows の [ スタート ] メニューで  
[ スタート ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ イベント ビューア ] を選択します。

構成のファイナライズ プロセスで要求された情報のいずれかが正しくない場合、新
しい仮想マシンが起動するとゲストOSが停止し、ユーザーが正しい情報を入力する
まで待機します。正しくない情報の例は次のとおりです。

コンピュータが一意ではない （コンピュータ名は、仮想マシンが配布された
ネットワーク上で一意）。

製品キーが正しくない。

ドメインへの参加が指定されたユーザーが存在しない。

ネットワークのDHCP サーバが正常に機能していない。

システムが情報を待機中かどうかを確認するには

仮想マシンのコンソールを開き、システムが情報を待機しているかどうかを確認し 
ます。
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この章ではテンプレートの作成と、仮想マシンのクローン作成について説明します。

この章の内容は以下のとおりです。

テンプレートとは（P.209）

テンプレートの作成（P.210）

テンプレートの編集（P.214）

テンプレートからの仮想マシンの配布（P.215）

テンプレートの削除（P.218）

テンプレートの復元（P.219）

仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクの設定（P.224）

テンプレートとは
テンプレートは、新しい仮想マシンを作成しプロビジョニングするマスター コピー
として使用できる仮想マシンのゴールデン イメージです。このイメージは主に、
ハードウェア コンポーネントに対して仮想コンポーネントを提供する、特定のオペ
レーティングシステムや構成などです。テンプレートには通常、インストールされた
ゲストのオペレーティングシステムやアプリケーションのセットが含まれます。

テンプレートと仮想マシンのドメイン内のどのレベルにおいても、テンプレートと仮
想マシンは共存します。仮想マシンとテンプレートのコレクションを任意のフォルダ
内に整理し、仮想マシンとテンプレートの両方に様々な許可を適用することができま
す。仮想マシンは、仮想マシンファイルの全コピーや新規オブジェクトの作成を必要
とせずに、テンプレートに変換できます。

テンプレートおよびクローン
の操作 12
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仮想マシンとしてテンプレートを配布することによって、テンプレートを使用して新
しい仮想マシンを作成できます。終了すると、配布された仮想マシンがテンプレート
の作成時にユーザーが選択したフォルダに追加されます。

テンプレートを表示するには、データセンターを選択し、[仮想マシン ] タブを選択
します。このタブには、データセンターのすべての仮想マシンおよびテンプレートを
表示できます。仮想マシンおよびテンプレートは、異なるアイコンで表示されます。

テンプレートの作成
テンプレートの作成方法には次の 3つがあります。

所定の既存仮想マシンを使用します。このプロセスでは元の仮想マシンを変換し
ます。

テンプレートに仮想マシンのクローンを作成します。

既存テンプレートのクローンを作成します。

仮想マシンから所定のテンプレートを作成するには

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

仮想マシン アイコン テンプレート アイコン
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インベントリ パネルと情報パネルに、管理対象のデータセンター、ホスト、リ
ソースプール、仮想マシンに関する情報が表示されます。インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 必要に応じてインベントリを展開し、仮想マシンを選択します。

4 仮想マシンをパワーオフします。

5 コマンドエリアまたはポップアップ メニューから [ テンプレートに変換 ] をク
リックします。

VirtualCenter はテンプレートとして仮想マシンをマークし、最新のタスクパネル
を表示します。

テンプレートに仮想マシンのクローンを作成するには

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーション バーで [ インベントリ ] をクリックし、インベントリ パネルを表
示します。

3 クローンを作成する仮想マシンの電源がオンになっている場合は、その仮想マ 
シンを右クリックし、[パワーオフ ] をクリックします。

4 仮想マシンを右クリックし、[ テンプレートにクローンを作成する ] をクリック
します。
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[ 仮想マシンのクローンをテンプレートに作成する ] ウィザードが表示されます。

5 新しいテンプレートの名前と説明を入力し、[次へ ] をクリックします。

テンプレートを説明する、意味のある名前を入力してください。たとえば、オペ
レーティングシステム、アプリケーション、バージョン、用途などを説明に入れ
ます。名前は 80字までで、英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用
することができます。また、データセンターのテンプレートや仮想マシン上で、
他に同じものがないようにしてください。

6 ターゲット場所のページに行きます。[次へ ] をクリックします。

7 [ 終了 ] をクリックします。

VirtualCenter によってタスク インベントリ パネルが参照用に表示され、情報パ
ネルのリストにクローン作成したテンプレートが追加されます。

既存のテンプレートのクローン作成

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーションバーの [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

3 テンプレートを含むデータセンターを選択します。

データセンターに関連する仮想マシンとテンプレートがデータセンター パネル
に表示されます。

4 テンプレートを右クリックして [ クローン作成 ] を選択します。
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[ テンプレートのクローン作成 ] ウィザードが表示されます。

5 新しいテンプレートの名前と説明を入力し、[次へ ] をクリックします。

機能的な名前と説明を入力します。たとえば、オペレーティングシステム、アプ
リケーション、バージョン、用途などを説明に入れます。名前は 80字までで、
英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用することができます。また、
データセンターのテンプレートや仮想マシン上で、他に同じものがないようにし
てください。

6 ホストまたはクラスタを選択し、[次へ ] をクリックします。

7 テンプレートのデータストアを選択します。[次へ ] をクリックします。
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8 標準仮想マシンのフォーマットに仮想ディスクを残すか、仮想ディスクにコンパ
クト化してストレージを最小化するかをラジオボタンで選択し、[次へ ] をク
リックします。[次へ ] をクリックします。

9 [ 完了準備 ] ウィンドウで新しい仮想マシンの情報を見直してから、[ 終了 ] をク
リックします。

クローン作成が完了するまで新しいテンプレートは使用できません。
VirtualCenter は [ 仮想マシン ] タブのリストにクローン作成したテンプレートを
追加します。

テンプレートの編集
たとえばアプリケーションのアップグレードなど、テンプレートの編集が必要な場合
がありますが、テンプレートとしては編集することができません。仮想マシンにテン
プレートを変換してから編集し、編集した仮想マシンをテンプレートに変換してくだ
さい。

テンプレートの編集手順

1 テンプレートのプロパティを編集する場合、テンプレートを仮想マシンに変換し
ます。

2 仮想マシンを編集します。

3 仮想マシンをテンプレートに変換します。
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以下の手順でテンプレートの名前を直接変更できます。

テンプレート名を変更する

1 VirtualCenter クライアントから、[ インベントリ ] ボタンをクリックします。

2 テンプレートを含むデータセンターを選択します。

3 [ 仮想マシン ] タブを選択します。

4 テンプレートをクリックします。もう 1度テンプレートをクリックします。

5 これで、仮想マシンの名前は編集可能フィールドになります。

6 名前を変更し、フィールドの外でクリックします。

 テンプレートからの仮想マシンの配布
以下の手順によって、既存のテンプレートから仮想マシンが配布されます。

テンプレートから仮想マシンを配布するには

1 VI クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

インベントリ パネルと情報パネルに、管理対象のデータセンター、ホスト、リ
ソースプール、仮想マシンに関する情報が表示されます。インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 テンプレートが格納されているデータセンターを選択し、[仮想マシン ] タブを
クリックします。

データセンターに関連する仮想マシンとテンプレートがデータセンター パネル
に表示されます。

4 テンプレートを右クリックし、[ このテンプレートから仮想マシンをデプロイ ]
を選択します。
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[ テンプレートの配布 ]ウィザードが表示されます。

5 新しい仮想マシンの名前を入力し、場所を選択して [ 次へ ] をクリックします。

名前は 80 字以内で、英数字、アンダーライン（_）、ハイフン（-）を使用するこ
とができます。また、データセンターのテンプレートや仮想マシン上で、他に同
じものがないようにしてください。

6 [ ホスト / クラスタ ] ページで、テンプレートの保存先となるホストを選択し、 
[ 次へ ] をクリックします。

7 仮想マシンを実行するリソースプール（適用可能な場合）を選択し、[ 次へ ] を
クリックします。

リソースプールはホストまたはクラスタ内のリソースの階層管理を可能にしま
す。仮想マシンと子プールは親プールのリソースを共有します。

8 仮想マシンのデータストアを選択し、[次へ ] をクリックします。

仮想マシンのファイルをストアするデータセンターを選択することになります。
仮想マシンとすべての仮想ディスクファイルが同じ場所に常駐できるように、十
分な容量のあるデータセンターを選択してください。

[詳細 ] ボタンで、別々の場所に各ファイルを格納できます。データセンターの
選択のページに戻るには、[ ベーシック ] ボタンをクリックします。

9 [ ゲストのカスタマイズ オプションの選択 ]ページで、次のアクションのうちい
ずれかを実行します。

ゲストOSをカスタマイズしない場合は、[ カスタマイズしない ] を選択し、 
[ 次へ ] をクリックします。
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ゲストOSをカスタマイズする場合は、他の選択肢を適宜クリックします。
ゲストOSをカスタマイズするには、[ ゲスト カスタマイズ ] ウィザードま
たは既存のカスタマイズ仕様を使用します。詳細については、「ゲストOS
のカスタマイズ（P.195）」を参照してください。

ゲストがカスタマイズできない場合、このウィザードのページにエラー メッ
セージが表示されます。

10 すぐに仮想マシンをパワーオンしたい場合、[完了準備 ] ウィンドウで新しい仮
想マシンの情報を確認して、[仮想マシンを作成後にパワーオンする ] チェック
ボックスを選択し、[終了 ] をクリックします。

[終了 ] をクリックすると、タスクが終了するまで仮想マシンを使用したり、編
集したりできなくなります。これには数分間かかります。仮想マシンがデータス
トアに追加されます。

テンプレートを仮想マシンに変換するには

1 VirtualCenter クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーションバーの [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

インベントリ パネルと情報パネルに、管理対象のデータセンター、ホスト、リ
ソースプール、仮想マシンに関する情報が表示されます。インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 テンプレートを含むデータセンターを選択します。

データセンターに関連する仮想マシンとテンプレートがデータセンター パネル
に表示されます。

4 [ 仮想マシン ] タブをクリックします。
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5 ポップアップ メニューから [ 仮想マシンへの変換 ] を選択します。

テンプレートが仮想マシンに変換されます。

テンプレートの削除
以下の手順によって、テンプレートの登録が解除され、削除されます。 

既存のテンプレートを削除するには

1 [ インベントリ ] ボタンをクリックします。

2 該当するテンプレートを選択します。

3 テンプレートを右クリックし、[ インベントリから削除 ] を選択します。

4 VirtualCenter のデータベースからテンプレートを削除することを確認します。
[OK] をクリックします。
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VirtualCenter インベントリからデータストア以外のテンプレート ファイルがす
べて削除されます。

ディスクからテンプレートを削除する

1 VirtualCenter クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリックし、テンプレートが格
納されているホストを選択します。

3 テンプレートが格納されているデータストアを右クリックし、[ データストアの
参照 ] を選択します。

4 データストア フォルダを参照して .vmtx ファイルを探します。

5 .vmtx ファイルを右クリックし、[ ディスクから削除 ] を選択します。

ディスクからテンプレートが削除され、元に戻すことはできなくなります。

テンプレートの復元
テンプレートはホストに関連付けられています。テンプレートを削除および追加した
後でこのテンプレートを復元または登録する唯一の方法は、データストア ブラウザ
を使用してテンプレートを配置する方法です。次にインベントリ ウィザードを使用
して .vmtx ファイルに名前を付けて登録し、VirtualCenter にテンプレートを戻します。

テンプレートを復元するには、次の手順に従ってください。

1 VirtualCenter クライアントを起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリックし、テンプレートが格
納されているホストを選択します。

3 テンプレートが格納されているデータストアを右クリックし、[ データストアの
参照 ] を選択します。

4 データストア フォルダを参照して .vmtx ファイルを探します。

要注意 テンプレートをホストから削除すると、テンプレートを元に戻すことはで
きません。
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5 .vmtx ファイルを右クリックし、[ インベントリに追加 ] を選択します。

インベントリへの追加ウィザードが表示されます。

6 テンプレートのマシン名を入力し、場所を選択して、[次へ ] をクリックします。

テンプレートを格納するホストまたはクラスタを選択し、[次へ ] を選択します。

7 選択したオプションを確認し、[終了 ] をクリックします。
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8 テンプレートがホストに登録され、このホストの [ 仮想マシン ] タブに表示され
ます。

 既存の仮想マシンのクローン作成
クローンとは、仮想マシンのコピーにカスタマイズを加えたものです。クローンを作
成する場合、VirtualCenter には仮想マシンのゲストOS をカスタマイズするオプショ
ンが用意されています。新しいクローンは、元の仮想マシンのデータセンター内の任
意のホストに配置できます。

仮想マシンのクローン作成手順

1 VirtualCenter を起動し、VirtualCenter Server にログオンします。

2 インベントリ パネルのナビゲーション バーで [ インベントリ ] ボタンをクリック
します。

インベントリ パネルおよび情報パネルには、データストア、リソース プール、
ホスト、および仮想マシンに関する情報が表示されます。インベントリ ツール
バーが表示されます。

3 必要に応じてインベントリを展開し、ソース仮想マシンをクリックします。

4 仮想マシンをパワーオフします。

5 [ 仮想マシンのクローン作成 ]ウィザードを開始するには、[ コマンド ] エリアの 
[ 新規仮想マシンのクローン作成 ] リンクをクリックする、またはポップアップ 
メニューから [ クローン作成 ] を選択します。
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[ 仮想マシンのクローン作成 ]ウィザードが表示されます。

6 仮想マシン名を入力し、場所を選択して、[次へ ] をクリックします。

7 クローンを実行するホストまたはクラスタを選択し、[次へ ] を選択します。
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8 クラスタを選択した場合、クラスタに含まれる特定のホストを選択し、[ 次へ ]
をクリックする必要があります。

9 クローンを実行するリソース プールを選択し、[次へ ] を選択します。

10 仮想マシン ファイルを保存するデータストアの場所を選択し、[次へ ] をクリッ
クします。
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11 他のオプションを設定するために [ 詳細 ] ボタンをクリックし、[ 次へ ] を選択し
ます。

[ ゲスト カスタマイズ オプションの選択 ] ページが表示されます。ゲストOSの
カスタマイズに、ウィザードを使用するか、既存のカスタマイズ仕様を使用する
かを選択できます。カスタマイズを行わないという選択肢もあります。

詳細に関しては、「ゲストOSのカスタマイズ（P.195）」を参照してください。

12 該当するラジオ ボタンをクリックし、[次へ ] をクリックします。

13 選択したオプションを確認し、[終了 ] をクリックします。

[新規仮想マシンの終了準備 ]ページでは、新規仮想マシンの作成後にこの仮想
マシンをパワーオン状態にするチェックボックスを選択できます。[ 終了 ] をク
リックすると、タスクが終了するまで仮想マシンを使用したり、編集したりでき
なくなります。タスクに仮想ディスクの作成が含まれる場合、タスクが終了する
まで数分間かかる場合があります。

 仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスク
の設定

以下の手順によって、仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクが作
成されます。

仮想マシンのクローンを作成するスケジュール設定タスクの設定手順

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

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。
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2 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ スケジュール設定タスク ]を選択する、または [新規 ] ボ
タンをクリックします。

[スケジュール設定タスクの選択 ] ダイアログボックスが表示されます。

3 プルダウン メニューを使用して [ 仮想マシンのクローン作成 ] を選択し、[OK] を
クリックします。

[仮想マシンのクローン作成 ]ウィザードが表示されます。

4 クローンを作成する仮想マシンを選択し、[次へ ] をクリックします。

5 ウィザードに従い、仮想マシンのクローンを作成した前述のタスクと同様の手順
を実行します。[ ゲストのカスタマイズ ] ページの次には [ タスクのスケジュール
設定 ] ページが表示されます。

6 テキストボックスに、名前とタスクの説明を入力します。

7 タスクの頻度を示すラジオボタンを選択します。

8 [ 今すぐ ] または [ 後で ] を選択します。[ 後で ] を選択する場合は、仮想マシン
が配布される日時を入力し、[次へ ] をクリックします。

カレンダーを表示するには、[後で ] をクリックし、ドロップダウン矢印をク
リックして、表示されるカレンダーから日付を選択します。赤い丸は今日の日付
を示します。グレー表示される丸はスケジュール設定日です。
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9 [ 新しい仮想マシンの終了準備 ] ページで情報を確認し、[ 終了 ] をクリックし 
ます。

オプションで、新しい仮想マシンの作成後にこの仮想マシンをパワーオンにする
チェックボックスを選択することもできます。

VirtualCenter によって新しいタスクがスケジュール設定タスクのリストに追加さ
れ、指定した時刻にタスクが完了されます。タスクの実行時刻になると、まず
VirtualCenter によって、タスクを作成したユーザーがタスクを完了する許可をま
だ保持しているかどうかが確認されます。許可レベルが不十分な場合は、
VirtualCenter によってログにメッセージが送信され、タスクは実行されません。
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VMware VirtualCenter スナップショットは仮想マシンの状態を保存するので、同じ状
態に繰り返し戻ることができます。スナップショットは、ESX Server 3 の新機能です。

この章の内容は、以下のとおりです。

スナップショット（P.227）

スナップショット マネージャの使用方法（P.232）

スナップショットのリストア（P.233）

スナップショット 
スナップショット設定時に、スナップショットは以下のものを含む仮想マシンの全状
態を収集します。スナップショットには、次のような内容が含まれています。

メモリ状態　仮想マシンのメモリ コンテンツ

設定状態　仮想マシンの設定

ディスク状態　すべての仮想マシンの仮想ディスクの状態

スナップショットは個々の仮想マシンで操作されます。仮想マシンのチームでは、ス
ナップショットを作成すると、アクティブな仮想マシンの状態のみが保存されます。

スナップショットに戻った時に、これらの項目がすべてスナップショット設定時の状
態に戻ります。仮想マシンの起動時に、仮想マシンをサスペンド状態、パワーオン状
態、パワーオフ状態のいずれかにするには、その状態でスナップショットを設定する
必要があります。

スナップショットの使用方法 13
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スナップショットは、繰り返し同じ状態の仮想マシンに戻る必要があるが、複数の仮
想マシンを作成したくないという場合に便利です。線形処理では、バックアップを作
成し、ポジションを復元します。プロセス ツリーで仮想マシンを枝分かれさせる前
にベースラインを保存することもできます。

アップデート パッケージをインストールする等の線形処理や反復処理、また、異な
るバージョンのプログラムをインストールする等の分岐処理では、スナップショット
は復元ポイントとして使用されます。スナップショットを設定すると、インストール
はすべて同一のベースラインから開始します。

複数のスナップショットは同じ仮想マシンで複数のスナップショットを作成する機能
です。複数の仮想マシンのスナップショット（例えば、全チームメンバー）を設定す
るには、各チームメンバーのスナップショットを分離して設定する必要があります。

複数のスナップショットは、仮想マシンの新しい保存方法というだけではありません。
複数のスナップショットで、いろいろな種類のワーク プロセスに対応できる多くの
ポジションを保存することができます。

スナップショットの設定には 32のレベルがあり、スナップショットをコミットまた
は削除するのにかかる時間はレベルが高くなるほど増加します。所要時間は（コミッ
トまたは削除される）データ量と仮想マシンの RAMサイズに直接比例します。

スナップショット間の関係
スナップショット間の関係は親子の関係のようなものです。

線形処理　各スナップショットには親スナップショットと子スナップショットが 
1 つずつ存在します。ただし、最後のスナップショットは親スナップショットの
みです。

プロセス ツリー　各スナップショットは親スナップショットを 1つ存在します
が、子スナップショットが複数の場合もあります。スナップショットの多くは子
スナップショットが存在しません。

親スナップショットにも子スナップショットにも戻ることができます。

注意 Raw ディスク、RDM物理ディスク、独立ディスクの状態はスナップショットを設定
しても保存されません。
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スナップショットと仮想マシンの他のアクティビティ
スナップショットを設定する場合、仮想マシン内で行われている他のアクティビティ
とスナップショットに戻ることで起こりうる影響を考慮する必要があります。一般的
には、仮想マシン内のどのアプリケーションも他のコンピュータと通信していない時
にスナップショットを設定するのが最良とされています。仮想マシンが他のコン
ピュータと通信している時、特に実稼働環境にある場合、問題が起こる可能性が高く
なります。

仮想マシンがネットワーク上のサーバからファイルをダウンロードしている時にス
ナップショットを設定する状況を想定してください。スナップショットを設定した後
も、サーバにその進行状況を通信しながら仮想マシンはファイルのダウンロードを続
けます。その結果、そのスナップショットに戻った場合、仮想マシンとサーバ間の通
信は混乱しファイルの転送は失敗します。あるいは、仮想マシン内のアプリケーション
が別のマシンのデータベースにトランザクションを送っている時にスナップショット
を設定する状況を想定してください。特にトランザクションが始まっているがコミッ
トされていない時にそのスナップショットに戻ると、データベースの混乱が生じます。

スナップショットの作成
スナップショットの設定は同期オペレーションです。この間、スナップショットと
データの一貫性を保つために、仮想マシンのユーザー オペレーションはすべてブ
ロックされます。スナップショットの展開に要する時間はデータ量とサーバの負荷に
よって異なります。平均的に、小さいスナップショットの作成には 30秒から 40 秒
の時間がかかります。

仮想マシンがパワーオン、オフ、またはサスペンドの間にスナップショットを設定す
ることができます。仮想マシンを中断している場合、中断しているオペレーションが
終了してからスナップショットを設定してください。

仮想マシンが異なるディスク モードで複数のディスクを持つ場合、スナップショッ
トを設定する前に仮想マシンをパワーオフしてください。例えば、独立したディスク
が必要になる特別な目的を持つ構成の場合、スナップショットを設定する前に仮想マ
シンをパワーオフにしてください。

スナップショットは、次の手順で設定します。

1 [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ スナップショット ] - [ スナップショットの設定 ]

[ この仮想マシンのスナップショットを設定 ] をクリックするか、仮想マシンを
右クリックして [ スナップショット ] - [ スナップショットの設定 ] を選択してく
ださい。
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[ 仮想マシンのスナップショット設定 ] ウィンドウが表示されます。

2 スナップショットの名前を入力します。

3 スナップショットの説明を入力します（オプション）。

説明は、よく似た名前のスナップショットを区別するのに役立ちます。説明はス
ナップショット マネージャに表示されます。

4 [OK] をクリックします。

進行状況を表すポップアップ メニュー ボックスが表示されます。スナップ
ショットの設定が成功すると、VirtualCenter の下部の [ 最近のタスク ] フィール
ドに記載されます。

5 このマシンのタスクとイベントを表示するにはターゲットの仮想マシンをクリッ
クするか、仮想マシンが選択されている間に [ タスクとイベント ] タブをクリッ
クします。
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ディスク モードの変更により、スナップショットから仮想マシン
を除外
ディスクモードの変更を試みる前に、仮想マシンをパワーオフにし、既存のスナップ
ショットをすべて削除する必要があります。スナップショットを削除するとスナップ
ショット ディスク上の既存のデータは親ディスクにコミットされます。

スナップショットからディスクを排除するには

1 [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ 設定の編集 ] を選択してください。

2 [ハードウェア ] タブをクリックし、排除するハード ディスクを選択してください。

3 [ モード ] で、[ 独立 ] を選択してください。独立ディスクはスナップショットの
影響を受けません。

独立ディスクには次のデータ保全オプションがあります。

[ 通常 ]　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれます。 
スナップショットまで戻っても、通常モードの独立ディスクに行った変更は
全てそのまま残されます。

[ 読み取り専用 ]　ディスクへの変更は、仮想マシンをパワーオフするか、ス
ナップショットまで戻した時に破棄されます。
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4 [OK] をクリックします。

スナップショット マネージャの使用方法
スナップショット マネージャを使用して、アクティブ仮想マシンのすべてのスナッ
プショットを直接操作することができます。

このセクションでは、次の項目について説明します。スナップショット ツリー、詳
細領域、コマンド ボタン、ナビゲーション領域、[現在点 ] アイコン

図 13-1.  スナップショット マネージャ

スナップショット ツリー　仮想マシンのすべてのスナップショットを表示します。

[ 現在点 ] アイコン　仮想マシンの現在の稼動状態を表します。スナップショット 
マネージャが開くと、[現在点 ] アイコンが常に選択された状態で表示されます。

[現在点 ] アイコンはスナップショットを表すものではなく、親スナップショッ
トの後の仮想マシンの状態を示すものです。スナップショットは常に仮想マシン
の状態の静的記録です。[現在点 ] の状態は操作可能で変化します。パワーオフ
またはサスペンドした仮想マシンのスナップショットを作成しても、[ 現在点 ] 
の状態はスナップショットと一致しません。

[現在点 ] へ進んだり、選択することはできません。[現在点 ] はいつも、現在の
アクティブな状態を表します。

コマンド ボタン　スナップショット マネージャの左ペインには、[移動 ] 、[削除 ] 、
[ すべて削除 ] の 3 つのコマンド ボタンがあります。
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詳細　選択したスナップショットの 名前、説明が表示されます。スナップ
ショットを選択していない場合は、これらのフィールドは空欄です。

ナビゲーション領域　ダイアログボックスからのナビゲーションに使用するボ
タンがあります。

[ 閉じる ]　スナップショット マネージャを閉じます。

[ ヘルプ ]　ヘルプ システムを開きます。

スナップショット マネージャの使用手順

1 [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ スナップショット ] - [ スナップショット マネー
ジャ ] を選択します。

2 スナップショットを選択してクリックします。

3 スナップショットに進むには、[移動 ] ボタンをクリックし、仮想マシンを選択
したスナップショットに復元します。

[移動 ] コマンドでスナップショットの状態を復元できます。

4 確認ダイアログボックスの [ はい ] をクリックします。

5 スナップショットを削除するには、[削除 ] ボタンをクリックし、VirtualCenter
の使用からスナップショットを永久に削除します。

6 確認ダイアログボックスの [ はい ] をクリックします。

7 すべてのスナップショットを削除するには、[ すべて削除 ] ボタンをクリックし、
VirtualCenter の使用からすべてのスナップショットを永久に削除します。

8 確認ダイアログボックスの [ はい ] をクリックします。

9 スナップショット マネージャを終了するには、[閉じる ] をクリックします。

スナップショットのリストア
VMware VirtualCenter では、元の仮想マシンに戻る方法を以下で説明します。

[インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ スナップショット ] メニューには、[ スナップ
ショットまで戻る ] コマンドがあります。

スナップショット マネージャには [ 移動 ] ボタンがあります。

注意 [ 削除 ] により、スナップショットのデータは親スナップショットにコミットさ
れ、選択したスナップショットが削除されます。[ すべて削除 ] は [ 現在点 ] の現
在の状態の直前のスナップショットをすべてベース ディスクにコミットし、仮
想マシンの既存のスナップショットをすべて排除します。
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親スナップショット
[ スナップショットまで戻る ] と [ 移動 ] コマンドを見分けるには、親スナップショッ
トが何を意味するのか、理解する必要があります。

親スナップショットは仮想マシンの現在の状態を保存した、最新のバージョンです。 
スナップショットを設定後に保存された状態が、現在の仮想マシンの親スナップ
ショットとなります。前のスナップショットに戻る、または移動した場合、そのス
ナップショットが現在の親スナップショットとなります。

親スナップショットは、スナップショット マネージャの [ 現在点 ] アイコンのすぐ上
に常に表示されるスナップショットです。

図 13-2.  親スナップショット

親スナップショット

注意 一番新しく設定したスナップショットが親スナップショットになるとは限りません。
例えば、今日スナップショットを設定した後で、昨日設定したスナップショットに移
動すると、今日設定したスナップショットは現状の仮想マシンの親スナップショット
ではなくなります。昨日設定したスナップショットが親スナップショットになります。
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[ スナップショットまで戻る ] コマンド
[ スナップショットまで戻る ] は基本的に、[ 現在点 ] の親スナップショットへの
ショートカットです。このコマンドは仮想マシンの現状の親スナップショットをすぐ
に起動します。

現在のディスクとメモリ状態が廃棄され、このスナップショットを作成した時の状態
に復元されます。仮想マシンがパワーオフ状態の時に親スナップショットを作成した
場合、[スナップショット ] - [ スナップショットまで戻る ] を選択するとパワーオン状
態の仮想マシンがこの親スナップショット状態（パワーオフ状態）に切り替わります。

図 13-3.  スナップショットまで戻る

スナップショットの 
設定

スナップショットのない仮想マシン

スナップショットの 
設定

snapshot_a に
移動

新しいスナップショット（snapshot_a）
は、現在点の親。

現在点のスナップショットの親は、
仮想マシンの 
親スナップショット。

snapshot_a 状態からスナップショットを設定
すると、snapshot_a は
新しいスナップショット（snapshot_a）の
親となり、
snapshot_b は現在点の親スナップショット
になる。
この時点でスナップショットを設定すると、
新しいスナップショットは、
snapshot_b が基準となる。

仮想マシンを戻すと、仮想マシンは、仮想マシンの親スナップショット
（現在の現在点の親）に戻る。

snapshot_a に移動すると、
snapshot_a が現在点の
親になる。
この時点でスナップショットを設定すると、
新しいスナップショットは、
snapshot_a が基準となる。
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親スナップショットまで戻る方法は以下の 3つです。

[インベントリ] - [仮想マシン] - [スナップショット] - [スナップショットまで戻る] 
を選択します。

ツールバーにある、[スナップショットまで戻る ] ボタンをクリックします。

仮想マシンを右クリックし、[スナップショット] - [スナップショットまで戻る] を
選択します。
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14

この章では、1台のホストから別のホストに仮想マシンを移行（移動）するプロセス
について説明します。 

この章の内容は、以下のとおりです。

概要（P.237）

移行（P.239）

VMotion による移行（P.239）

移行ウィザード（P.245）

移行を開始するユーザーは、両方のマシンで VMotion による移行を実行できる許可
を持っている必要があります。

許可については、「ユーザー、グループ、 パーミッション、および ロールの管理
（P.253）」を参照してください。

概要
本リリースでは、移行 API により、ESX Server ホスト上の仮想マシンを、サスペンド
状態で移行できます。パワーオフした仮想マシンの移行を移行と呼びます。パワー 
オンした仮想マシンの移行を VMotion による移行と呼びます。VMotion による移行
は、互換性の高いシステム間での使用を目的とした機能で、ダウンタイムなしに仮想
マシンを移行することができますが、VMotion のライセンスと特定の構成が必要とな
ります。

仮想マシンの移行 14

注意 仮想マシンをコピーすると、新しい仮想マシンが作成されますが、このような方法は
移行ではありません。
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VirtualCenter 2 には、2つの移行オプションがあります。

移行   パワーオフ状態またはサスペンド状態の仮想マシンを移動します（構成
ファイルは移動しますが、ディスクは移動しません）。 オプションで、移行中に
構成ファイルおよびディスク ファイルを再配置することも可能です。

VMotion による移行　パワーオン状態で仮想マシンを移動します。

仮想マシンは、同一データセンター内のホスト間で移動することができます。異なる
データセンター間で仮想マシンを移動することはできません。

次の表は、32 ビットおよび 64 ビットのゲスト仮想マシンで VMotion が提供する機
能です。

注意 サスペンド状態の仮想マシンの移行は、ESX Server 3.0 のみでサポートされてい
ます。ESX Server 2.x を使用して作成された仮想マシンは、パワーオフしてから移
行する必要があります。

注意 仮想マシンは、共有ストレージ上に配置する必要はありません。

注意 仮想マシンは、SAN、iSCSI、NAS など、任意の形式の共有ストレージから使用で
きる必要があります。

表 14-1.  VMotion のサポート

 32 ビット ゲスト仮想マシン 64ビット ゲスト仮想マシン 

VMotion 
（パワーオン）

VMotion 互換 32 ビット CPU および
64 ビット CPU（Intel から Intel ま
たは AMDから AMD）では、完全
にサポート。

VMotion 互換 64 ビット CPU（Intel
から Intel または AMDから AMD）
では、完全にサポート。

コールド状態
での移行 
（パワーオフ）

サポート対象 32 ビット CPU および
64 ビット CPUではフルサポート、
互換性のない CPU（Intel から AMD
など）のパワーオンが可能。

VMotion 互換 64 ビット CPU（Intel
から AMDも可）では、完全にサ
ポート。

注意 VMotion は、クラスタ作成用に rawディスクを使った仮想マシンの移行には使用でき
ません。
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移行
移行プロセスを開始する前に、移行する仮想マシンをパワーオフするか、サスペンド
状態にしておく必要があります。移行とともに、関連するディスクを 1台のホスト
から別のホストに移動するオプションもあります。移行は、以下の手順で実行され 
ます。

1 仮想マシンのディスクに加えて、NVRAMファイル（BIOS 設定）を含む構成ファ
イル、ログファイル、サスペンドされた仮想マシン用のサスペンド ファイルが、
ソース ホストから宛先ホストの対応するストレージ領域に移動されます。

2 仮想マシンが新規ホストに関連付けられ（登録され）ます。

3 移行の完了後、ソース ホストから古い仮想マシンが削除されます。

移行中にエラーが発生した場合、仮想マシンは元の状態および場所に戻されます。

仮想マシンを手動で移動するか、移行を実行するスケジュール タスクを設定するこ
とができます。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスク、イベントお
よび アラームの管理（P.297）」を参照してください。

VMotion による移行
VMotion は、VMotion による移行全体を通して、作業プロセスを継続させることがで
きます。データ ストレージが SAN上の同じ場所に保持されたまま、仮想マシンの全
状態だけでなく、必要な場合は構成ファイルも新規ホストに移動されます。関連する
仮想ディスクは、2台のホストが共有する SANストレージ上の同じ場所に保持され
ます。構成ファイルが代替ホストに移行されたあとは、新規ホスト上で仮想マシンが
稼動します。

状態情報には、カレント メモリの内容と、仮想マシンを定義、識別するすべての情
報が含まれます。メモリの内容には、トランザクション データのほか、オペレー
ティング システムやアプリケーションがメモリ上に保持するすべてのデータが含ま
れます。状態として保存される定義情報および識別情報には、BIOS、デバイス、
CPU、イーサネット カードのMACアドレス、チップ セットの状態、レジスタなど、
仮想マシンのハードウェア構成要素にマップされるすべての情報が含まれます。

VMotion による移行は、以下の 3段階で実行されます。

1 VMotion による移行が要求されると、VirtualCenter は既存の仮想マシンがカレン
ト ホストで安定した状態であることを確認します。

2 仮想マシンの状態情報（メモリ、レジスタ、ネットワーク接続）がターゲット 
ホストにコピーされます。

3 新規ホスト上で仮想マシンがアクティビティをレジュームします。

移行中にエラーが発生した場合、仮想マシンは元の状態および場所に戻されます。
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VMotion の要件
VMotion 用に構成するためには、クラスタ内の各ホストが以下の要件を満たしている
必要があります。

共有ストレージ
管理対象ホストが共有ストレージを使用していることが必要です。共有ストレージ
は、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）上にあるのが一般的ですが、iSCSI や
NAS などの共有ストレージを使っても実装できます。SANの詳細については、ヴイ
エムウェアの『SAN 構成ガイド』を参照してください。その他の共有ストレージに
ついては、『サーバ構成ガイド』を参照してください。

共有 VMFS ボリュームまたは NAS ストレージ
構成により、すべての管理ホストで共有 VMFボリュームを使用、またはNAS スト
レージ上に配置します。共有 VMFS ボリュームを使用する場合は、次のことを留意し
てください。

ソース ホストとターゲット ホストの両方からアクセスできるVMFSボリューム上
に、全仮想マシンのディスクを設置します。

VMFS ボリュームが、仮想マシンのすべての仮想ディスクを保存するのに十分な
サイズであることを確認します。

CPU の互換性
ソース ホストと宛先ホストのプロセッサに互換性があることを確認します。

VMotion は、実行中の仮想マシンのアーキテクチャ状態を、基盤となる VMware ESX 
Server システム間で転送します。つまり、VMotion の互換性とは、ソース ホストの
プロセッサがサスペンドされた状況と命令を使用して、ターゲット ホストのプロ
セッサが実行をレジュームできなければならないことを意味します。プロセッサのク
ロック速度、キャッシュ サイズ、プロセッサ コアの数は異なっていても、VMotion
による移行に必要な互換性を保つためには、同じクラスのベンダ（Intel または
AMD）製で、同じプロセッサ ファミリ（P3 コア、P4 コア、または Intel コア）でな
ければなりません。

プロセッサ ベンダは、Intel Xeon や AMD Opteron などのプロセッサ ファミリを定義
しています。

同じファミリ内の異なるプロセッサ バージョンは、プロセッサのモデル、ステッピン
グ レベル、拡張機能を比較することで区別できます。

ほとんどの場合、同じファミリ内の異なるプロセッサ バージョンは類似してお
り、互換性は十分に維持されます。
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場合によっては、プロセッサ ベンダが、同じプロセッサ ファミリ内で大幅な
アーキテクチャ変更（SSE3 命令、SSE4 命令、Nx/XD CPU セキュリティ機能な
ど）を実行することがあります。デフォルト設定では、VMware は、VMotion に
よる移行後に仮想マシンの安定性を保証するために、SSE3、SSE4、Nx/XD のミ
スマッチを非互換として認識します。

サーバ ハードウェアの CPU の仕様書には、VMotion の互換性に影響を与える SSE3、
SSE4、Nx/XD の機能が、CPUに搭載されているかどうかが記載されています。サー
バや CPUの仕様が不明な場合は、VMware の起動可能な CPU認識ユーティリティ
（ESX Server でダウンロード可能）を使ってサーバを起動すると、SSE3、SSE4、
NX/XD の機能が CPUに搭載されているか確認できます。

Nx/XD について
AMDの No eXecute（NX）と Intel の eXecute Disable（XD）テクノロジは、同じセ
キュリティ機能を目的としたものであり、悪質なソフトウェア攻撃やバッファ 
オーバーフロー攻撃への対策として、メモリ ページをデータとしてマークします。

以下のオペレーティング システムは、NXおよび XDをサポートしています。

Windows Server 2003（SP1）、Windows* XP（SP2）、Windows Vista、RHEL4、
RHEL 3（Update 3）、SUSE 10、SUSE Linux 9.2、Solaris 10、Linux kernels 2.6.6 以降
（またはパッチを含む 2.4 カーネル）

ESX Server 3.0 では、NXおよび XDテクノロジはそれを使用できるすべてのゲスト
OS用にデフォルトで公開されています（デフォルトでは、セキュリティの互換
性の一部をトレード オフします）。NXがミスマッチの場合、これまで ESX Server 
2.x で対応していたホストを ESX Server 3.0 にアップグレードすると、互換性がな
くなる可能性があります。しかし、VMotion CPU 互換性マトリックスで指定さ
れている VM単位の CPU互換性を使用して、互換性を復元することができます。

SSE3 について
VMware は、Intel P4 プロセッサ ファミリと AMD Opteron プロセッサ ファミリの
中で、SSE3 命令をサポートするプロセッサと SSE3 命令をサポートしないプロ
セッサを区別しています。このアプリケーション レベル命令は、仮想化レイヤ
をバイパスするため、VMotion による移行でミスマッチが発生すると、アプリ
ケーションが不安定になるからです。

注意 ヴイエムウェアは、CPUベンダやハードウェア ベンダとのパートナーシップを通し
て、広範なプロセッサ全体で VMotion の互換性を維持できるよう努力しています。
詳細情報については、VMware ナレッジ ベースを確認してください。
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SSE4 に関する考慮事項
VMwareは、Intel P4プロセッサ ファミリと Intel Coreプロセッサ ファミリの中で、
SSE43 命令をサポートするプロセッサと SSE4 命令をサポートしないプロセッサ
との間を規制します。このアプリケーション レベル命令は、仮想化レイヤをバ
イパスするため、VMotion による移行でミスマッチが発生すると、アプリケー
ションが不安定になるからです。

ネットワークの要件
1 VMotion では、移行作業を高速化する目的で、ギガビット イーサネット ネット
ワークが必要になります。

仮想マシンのメモリ状態を確保するために、専用ネットワークが推奨され 
ます。

VMotion では、VMotion に対応したすべての管理対象ホスト間に、プライ
ベートなギガビット イーサネット移行ネットワークを必要とします。管理
対象ホスト上で VMotion を有効にしたら、管理対象ホストに固有のネット
ワーク ID オブジェクトを設定し、これをプライベートな移行ネットワーク
に接続してください。

デモ用には、クロス接続GigE カードを搭載したホスト 2台を使用できます。

2 仮想マシンは、ソースと宛先の ESX Server ホスト上で、同じサブネットにアクセ
スできる必要があります。

3 各仮想NIC のネットワーク ラベルを次のような ESX Server 構成で作成します。

ネットワーク ラベルは、データセンターに対してグローバルです。

VMotion は、ネットワーク ラベルに基づいて、該当する仮想NIC に仮想マ 
シンを自動的にマッピングします。

ESX Server 2.x ホストでは、ネットワーク ラベルは、Webベースの VMware 管
理インターフェイスを使って設定できます。 

ネットワークの最小要件
2 つの NIC、VMotion 専用 GigE NIC を 1 つ以上確保します。

高いセキュリティを確保するには、GigE NIC を VMotion 専用にし、VLANを使って
仮想マシンと管理トラフィックをもう 1つの NIC に分割します。

注意 ヴイエムウェアは、プロセッサ ベンダやハードウェア ベンダとのパートナーシップ
を通して、広範なプロセッサ全体で VMotion の互換性を維持できるよう努力してい
ます。詳細情報については、VMware ナレッジ ベースを確認してください。
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高い可用性を確保するには、両方のNIC を結合し、VLANS を使ってトラフィック
を 3つ以上のネットワークに分散します（仮想マシン用に 1つ以上、サービス 
コンソール用に 1つ、VMotion 用に 1つ）。

ネットワークでのベストプラクティス
サービス コンソール専用のNIC が 1 つ（10/100 または GigE）

VMotion 専用 NIC が 1 つ（GigE）

仮想マシン用NIC が 1つ以上（10/100 または GigE）

VMotion の互換性
VMotion の互換性を維持するには、ソース ホストと移行先ホストの両方が特定の基
準を充足している必要があります。移行先ホストとして機能し得るのは、ホストおよ
び完全に自動化されたDRS クラスタです。自動化されていないクラスタも、移行先
ホストとして選択できます。

ホストを選択すると、選択したホストまたはクラスタとこの仮想マシン構成との互換
性情報が移行ウィザード下部の [ 互換性 ] パネルに表示されます。

仮想マシンに互換性がある場合は、パネルは空白のままです。仮想マシンがホストま
たはクラスタの構成済みネットワークまたはデータストアと互換性がない場合は、互
換性ウィンドウによって警告とエラーの両方が表示されます。

警告メッセージが表示されても移行が無効になるわけではありません。多くの場
合、移行は承認され、警告されても移行を続行できます。

警告メッセージ互換性パネル
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選択した宛先ホストの中でエラーがゼロの宛先ホストが存在しない場合、エラー
によって移行が無効になる可能性があります。この場合、[次へ ] ボタンが無効
になります。

クラスタの場合、互換性の問題の確認時にネットワーク構成およびデータストア構成
が考慮されます ホストの場合は、個別のホストの構成が確認に使用されます。考え
られる原因として、１台または両方のホストで VMotion が有効になっていない可能
性があります。

特定のホスト機能が互換性に影響するかどうかは、ESX Server がそれらの機能を仮想
マシンに公開するか、隠すかによって異なります。

仮想マシンに公開された機能が一致しない場合、互換性はありません。

仮想マシンに公開されない機能は、一致しなくても互換性はあります。

CPU の互換マスク
VirtualCenter は、2つのホストに実装されている CPU機能を比較し、VMotion での
移行が可能かどうかを判断します。CPU互換マスクという VirtualCenter 2.0 の新機能
を使えば、仮想マシンごとに CPU機能をカスタマイズできるので、VMotion での移
行で要求される CPUの互換性を確保できます。

VMware は、VMotion での移行後、仮想マシンの安定稼動を確保できるように、
CPU互換マスクのデフォルト値を設定しています。デフォルト マスクは、ほとん
ど変更されません。変更されるのは、新しいホスト機能が搭載され、ESX Server

エラー メッセージ

注意 仮想マシンのCPU互換性マスクの編集は、ESX Server 3.0 のみでサポートされています。
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のバージョンがアップデートされて仮想マシンにこの機能を公開するまたは隠す
場合のみです。

CPUの互換性やゲストOS機能（NX、XDなど）を複数の中から選択できる場合に
は、仮想マシンの [ 詳細設定 ] オプションにチェックボックス オプションが表示
されるので、各仮想マシンを構成できます。仮想マシンの仮想ホストの詳細変更
機能は開発者が使用できます。

また、さらに高度な目的で編集が必要になる場合もあります（VMware の指示に
よる場合や、CPUやオペレーティング システムの開発者が仮想 CPUの特性を制
御する必要がある場合など）。VMware には、仮想マシンで使用する CPU互換マ
スクを手動で編集する機能もあります。マニュアルを参照しないで CPU互換マ
スクを編集したり、テストを実施しないで編集すると、構成がサポート対象にな
る危険があるのでお勧めしません。

移行ウィザード
[ 移行ウィザード ] を使用すれば、1台のホストから別のホストに仮想マシンを移行
するプロセスを手順に従って実行できます。ソース ホストと宛先ホストの両方で、
VMotion を有効にしておく必要があります。宛先がクラスタの場合、有効な宛先ホス
トが少なくとも 1台必要なので、クラスタ内の少なくとも 1台のホストで VMotion
を有効にしておかなければなりません。できれば、特にDRS クラスタの場合は、ク
ラスタ内のすべてのホストで VMotion を有効にしておいてください。

メニューに表示されるオプションは、移行か VMotion による移行のどちらを実行す
るかによって多少異なります。

パワーオフ状態またはサスペンド状態の仮想マシンを移行するには

1 VirtualCenter のクライアントから、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタン
をクリックします。

2 ポップアップ メニューから [ 移行 ] を選択します。

[ 仮想マシンの移行ウィザード ] が開始されます。

Nx/xD セキュリティ機能または
最高範囲の Vmotion 互換性を
選択します。

将来の CPU機能のために、マ
スクをビット レベルで編集し
ます。
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3 仮想マシンの移行に関する宛先ホストまたはクラスタを選択します。

互換性の問題がある場合は [ 互換性 ] パネルに表示されます。問題を修正する
か、別のホストまたはクラスタを選択してください。

移行先には、ホストとDRS クラスタを選択でき、任意のレベルで自動実行でき
ます。クラスタでDRS が有効になっていない場合は、クラスタではなく、クラ
スタ内のホストを選択してください。

ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動する場合、スタンドアロン ホスト
またはスタンドアロン ホストに割り当てられているプールをターゲットとして
選択すると、[移行先のホストまたはクラスタの選択 ] ウィンドウは表示されま
せん。ターゲットとしてクラスタまたはクラスタのプールをドラッグ アンド ド
ロップした場合、[移行先のホストまたはクラスタの選択 ] ウィンドウが表示さ
れます。

4 [ 次へ ] をクリックします。

5 仮想マシンを移行する宛先のリソース プールを選択し、[次へ ] をクリックします。

注意 仮想マシンのスナップショットが配置されているホストから仮想マシンを移動す
ると、それらのスナップショットにはアクセスできなくなります。

注意 [ リソース プールの選択 ] ペインで互換性がチェックされ、警告やエラーが表示
されます。
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仮想マシンをリソース プールにドロップすると、[リソース プールの選択 ] ペー
ジは表示されません。

6 宛先のデータストアを選択します。

新規の宛先からアクセス可能なデータストアがリスト表示されます。

7 仮想マシン構成ファイルと仮想ディスクを現在の場所に保持するためのラジオボ
タン、または仮想マシン構成ファイルと仮想ディスクを移動するためのラジオボ
タンを選択します。

VirtualCenter が、仮想ディスクを含む仮想マシンを新規ホストに移動します。 
[ イベント ] タブには、イベント メッセージが表示されます。[ 全般 ] タブには、
移行全体を通してステータスと状態を示すデータが表示されます。

8 [ 次へ ] をクリックします。

9 サマリを確認し、[完了 ] をクリックします。

注意 再配置できるのは、パワーオフした仮想マシンとサスペンドした仮想マシンのみ
です。VMotion によって移行される仮想マシンを再配置することはできません。
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パワーオンした仮想マシンの移行手順

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリック
します。必要に応じてインベントリを拡張し、必要な仮想マシンをクリックし 
ます。

2 ソース ホストとターゲット ホストの両方が VMotion を有効にしており、同じ共
有データストアを使用していることを確認してください。

3 各ホストを選択します。

4 [ 全般 ] タブを選択します。

5 [VMotion を有効にする ] フィールドと [ データストア ] セクションを確認します。

[VMotion を有効にする ] フィールドが [ はい ] に設定され、両ホストのデータス
トアが同じ名前になっていなければなりません。

VMotion による移行では、パワーオンした仮想マシンとホスト間で移行を行うた
めに、ホストで VMotion が有効になっている必要があります。これにより、そ

注意 作業を開始する前に、仮想マシンに接続された周辺装置を取り外してください。仮想
マシンがソース ホストの周辺デバイスを使用している場合、宛先ホストからは、そ
のデバイスにアクセスできません。このような非互換性は、VMotion の使用を妨げる
要因となります。たとえば、仮想マシンがソース ホストの CD-ROMドライブから読
み取りを行っている場合、宛先ホストからそのドライブにアクセスすることはできま
せん。
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のホストのネットワーク構成オプションを使用して VMotion のインターフェイ
スが構成され、使用可能になります。

6 インベントリ パネルを表示し、適切なデータセンターを選択します。

7 ナビゲーション バーの [ インベントリ ] オプションをクリックします。必要に応
じてインベントリを拡張し、必要な仮想マシンをクリックします。

8 [ 仮想マシンの移行ウィザード ] を開始します。

[インベントリ ] パネルで、必要な仮想マシンを選択します。次のいずれかを行
います。

ポップアップ メニューから [ 移行 ] オプションを選択します。

情報パネルの [全般 ] タブから、[新規ホストに移行 ] ボタンをクリックします。

仮想マシンをターゲットのスタンドアロン ホストまたはリソース プールに
ドラッグします。

VMotion による移行ウィザードが開始されます。

任意のホストまたはクラスタのリソース プールに仮想マシンをドロップするこ
ともできます。この場合、ウィザードの [ リソース プールの選択 ] ページはス
キップされます。

仮想マシンを同じホストまたはクラスタ上のリソース プールにドロップした場
合、移行ウィザードは起動されません。代わりに、仮想マシンは新規のリソース 
プールに割り当て直され、新規プールへのアドミッション制御が保留されます。

9 [ 次へ ] をクリックします。

10 仮想マシンの宛先ホストまたはクラスタを選択します。

ターゲットとしては、ホストや完全自動のDRS クラスタが考えられます。自動
化されていないクラスタも、ターゲットとして選択できます。その場合、自動化
されていないクラスタ内のホストを選択するよう求めるメッセージが表示され 
ます。

注意 複数の仮想マシンを選択し、ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動した
場合は、仮想マシンがすべて同じ電源状態でなければなりません。そうでなけれ
ば、エラー メッセージが表示され、ウィザードが停止します。

注意 ドラッグ アンド ドロップでウィザードを起動した場合は、ドロップ ターゲット
が自動化されていないクラスタである場合を除いて、[宛先ホストまたはクラス
タの選択 ] ウィンドウはスキップされます。
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ホストを選択したら、ウィザードの下部にある [ 互換性 ] セクションに、選択し
たホストまたはクラスタの互換性に関する情報が仮想マシンの構成と共に表示さ
れます。仮想マシンに互換性がある場合は、パネルは空白のままです。仮想マシ
ンがホストまたはクラスタの構成済みネットワークまたはデータストアと互換性
がない場合は、警告メッセージが表示されます。考えられる原因として、１台ま
たは両方のホストで VMotion が有効になっていない可能性があります。

11 リソース プールを選択し、[次へ ] をクリックします。

仮想マシンをリソース プールにドロップすると、[リソース プールの選択 ] ペー
ジは表示されません。

12 移行の優先度レベルを選択します。

13 ソース ホストとターゲット ホストの両方で、移行を実行するのに十分な CPUリ
ソースが確保されるように、移行の優先度を設定します。

14 適切なボタンをクリックし、[次へ ] をクリックします。

すべてのオプションを選択したら、選択内容のサマリを確認できる [準備完了 ]
ページが表示されます。

15 ページを確認し、[完了 ] ボタンをクリックします。

[完了 ] ボタンをクリックしたら、仮想マシンの移行プロセスを開始するタスク
が作成されます。 仮想マシンの移行プロセスが進行している間は、機能の使用が
制限されます。

オプションを変更する場合は、[戻る ] ボタンをクリックしてウィザードの画面
を順に戻るか、左にあるリンクをクリックして特定のページに戻ります。リンク
をクリックした場合は、それに続くリンクが初めて見るページ エントリに戻る
ので、[次へ ] ボタンをクリックしてウィザード画面を順に進める必要があります。
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この章では、ユーザー、グループ、パーミッション、およびロールについて説明しま
す。VirtualCenter および ESX Server ホストは、ユーザーのアクセス レベルを、その
ユーザーに割り当てられたパーミッションに基づいて決定します。ユーザー名、パス
ワード、およびパーミッションの組み合わせは、VirtualCenter および ESX Server ホス
トがユーザーのアクセスを認証し、アクティビティの実行を許可するメカニズムで
す。VirtualCenter および ESX Server ホストは、許可されたユーザー、および各ユー
ザーに割り当てられたパーミッションのリストを保持しています。

権限は、アクションの実行やプロパティの読み取りに必要な個人の基本的な権利を定
義します。ESX Server と VirtualCenter は、一連の権限（ロール）を使用して、特定の
VMware インフラストラクチャ オブジェクトにアクセスできる個々のユーザーまたは
グループを管理します。ESX Server と VirtualCenter は、一連の定義済みロールを用意
します。ユーザーが新しいロールを作成することも可能です。

ESX Server で割り当てられる権限およびロールは、VirtualCenter Server で割り当てら
れる権限およびロールとは異なります。ユーザーに ESX Server で割り当てれた権限と
ロールをがあり、この ESX Server を VirtualCenter Server のインベントリに追加する
と、VirtualCenter Server を介して割り当てられた権限とロールのみが認識されます。
この後で ESX Server を VirtualCenter Server のインベントリから削除すると、以前に
設定した ESX Server の権限とロールが使用されます。

使用可能な権限をすべて記載したリストについては、「付録 A 定義済み許可（P.333）」
を参照してください。

この章の内容は、以下のとおりです。

要素へのアクセス（P.254）

アクセス ルール（P.254）

ユーザー（P.258）

ユーザー、グループ、 
パーミッション、および 
ロールの管理 15
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グループ（P.260）

パーミッション（P.260）

ロール（P.261）

アクセス パーミッション（P.269）

要素へのアクセス
VMware インフラストラクチャのオブジェクトとアクティビティには、以下の要素を
組み合わせてアクセスします。

ログオン情報    ユーザー名とパスワード

グループ　個々のユーザーをグループ化する方法

ユーザーをグループ化すると、ユーザー管理が容易になります。グループを作成
したら、そのグループにロールを割り当てることができ、このロールがグループ
内の全ユーザーに継承されます。

ロール　定義された権限の集合

ロールは、特定の VMware インフラストラクチャオブジェクトへの個々のユー
ザー、またはグループのアクセスを制御する、一連の定義された権限です。ESX 
Server および VirtualCenter Server は、一連のデフォルト ロールを用意します。
ユーザーが新しいロールを作成することも可能です。

権限　オブジェクトのクラスの一連の操作またはメソッドに対する特定の権利 

パーミッション　インフラストラクチャのインベントリに割り当てられたロール
とユーザー名、またはロールとグループ名の組み合わせ

ロールとユーザー名、またはグループ名はペアで使用します。このペアは、
VMware インフラストラクチャオブジェクトに割り当てられます。通常、この
ロールとユーザー名のペアは、インベントリ階層内の子に伝搬されます。このペ
アは、パーミッションと呼ばれます。

アクセス ルール
次のリストは、ユーザーおよびグループのパーミッションを構成する場合に考慮が必
要な一般的なルールを示しています。

変更を反映させるために、ログオフしたり、ログオンしたりする必要はありません。
すべての変更は、すぐに反映されます。

注意 [ 管理 ] ビューで、[ 管理 ] - [ ロール ] メニュー項目を有効にする必要があります。
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階層の継承
伝搬は、パーミッション ルールごとに設定されます。全体に適用されるわけではあ
りません。サブオブジェクトに定義されたパーミッションは、親オブジェクトから伝
搬されたパーミッションを常に上書きします。

パーミッションには、階層内で以下の 3つの要素があります。

管理エンティティ　定義されたパーミッションを保持できます。

仮想マシン

フォルダ

データセンター

クラスタ

ホスト

リソース プール

テンプレート

管理対象関連エンティティ　定義されたパーミッションを持つことはできません
が、関連するオブジェクトからアクセスを継承できます。このエンティティの例
は次のとおりです。

ネットワーク

データストア

グローバル エンティティ　常にルート ノードからパーミッションを取得します。
このエンティティの例は次のとおりです。

カスタム フィールド

ライセンス

統計間隔

ロール

セッション

複数パーミッション設定
オブジェクトは複数のパーミッションを保持できますが、各ユーザーまたはグループ
では 1つしか保持できません。

パーミッションを適用すると、その階層より下のパーミッションを上書きします。同
一のエンティティでパーミッションが設定された場合、次のような状況が発生する可
能性があります。
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ユーザーが異なるパーミッションを持つ複数グループのメンバーの場合　グルー
プがパーミッションを持つ各オブジェクトに対して、ユーザーに直接パーミッ
ションが付与されたように同一のパーミッションが適用される。

同一オブジェクトに対して複数のグループ パーミッションが定義され、ユー
ザーが 2つ以上のグループに属している場合

そのオブジェクトに関するユーザーのパーミッションが明示的に定義されて
いない場合、ユーザーにはそのオブジェクトに関してグループに割り当てら
れた権限の共用体が割り当てられます。

そのオブジェクトに関するユーザーのパーミッションが明示的に定義されて
いる場合、このパーミッションがすべてのグループ パーミッションを上書
します。

例 1：ユーザーのパーミッションの拡張

ロール 1は、仮想マシンをパワーオンできる。

ロール 2は、仮想マシンのスナップショットを設定できる。

グループ Aは、仮想マシンで役割 1を付与される。

グループ Bは、仮想マシンで役割 2を付与される。

ユーザー 1が特定のパーミッションを割り当てられていない場合、次のよ
うになります。

グループ A、Bの両方に属するユーザー 1がログオンする。

ユーザー 1は、仮想マシンのパワーオンおよびスナップショットの作成
の両方を実行できる。

例 2：ユーザーのパーミッションの制限

ロール 1は、仮想マシンをパワーオンできる。

ロール 2は、仮想マシンのスナップショットを設定できる。

グループ Aは、仮想マシンの親フォルダで役割 1を付与される。

グループ Bは、仮想マシンで役割 2を付与される。

ユーザー 1の読み取り専用許可は、仮想マシンで削除されます。

ユーザー 1は、スナップショットを設定できるが、パワーオンはでき 
ない。
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複数オブジェクトでの設定が必要なタスク
パーミッションを設定する場合、すべてのオブジェクト タイプでそれぞれの特定ア
クションに関する適切な権限が設定されていることを確認します。一部の操作では、
伝搬されるオブジェクトのアクセス パーミッションに加えて、ルート フォルダでの
アクセス パーミッションが必要です。親フォルダおよび関連オブジェクトでのアク
セス パーミッションまたはパフォーマンス パーミッションが必要な操作もあります。

事前定義ロールおよび関連権限のリストは、「付録 A 定義済み許可（P.333）」を参照
してください。これらの事前定義ロールを使用して、選択したタスクの実行に必要な
ロールとオブジェクトのペアを決定します。

例 3：仮想マシンの追加

ロール 3は、仮想マシンを追加できる

ロール 4は、読み取り専用

グループ Cは、ホスト 1でロール 3を付与されている

グループ Cは、親フォルダ、またはホスト 1が関連付けられているデータス
トアやネットワークのデータセンターでロール 4を付与されている

これらのオブジェクトは、親フォルダまたはデータセンターからパーミッション
を継承します。両方のパーミッションを設定すると、グループ Cのユーザーは、
仮想マシンをホストに追加できるようになります。

例 4：リソースの削除

リソース プール管理者、仮想マシン ユーザー、読み取り専用のデフォルト 
ロールを使用する

ユーザー1に、リソース プール Aのリソース プール管理者ロールを付与する

ユーザー1に、リソース プール A内のすべての仮想マシンの仮想マシン ユー
ザー ロールを付与する

ユーザー1に、リソース プール Aに関連付けられているデータストアとネッ
トワークを含むデータセンターまたはフォルダの読み取り専用ロールを付与
する

リソース プールは複数のインベントリ オブジェクトに影響するので、効果的に
タスクを実行するには、選択したオブジェクトにさまざまな権限を割り当てる必
要があります（この場合は、リソース プール内のリソースをこのリソース プー
ル内の仮想マシンに委任する必要があります）。
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ユーザー
ユーザーは、ESX Server ホストまたは VirtualCenter へのログオンを許可された個人で
す。ESX Server のユーザーは、2つのカテゴリに分けられます。VirtualCenter を介し
て ESX Server ホストにアクセスできるユーザー、VI クライアント、VI Web Access、
サード パーティ クライアント、またはコマンド シェルから直接ホストにログするこ
とにより ESX Server ホストにアクセスできるユーザーです。これら 2つのカテゴリ
は、ユーザーを異なるソースから解凍します。

VirtualCenter ユーザー　VirtualCenter の使用を許可されるユーザーは、
VirtualCenter が参照するWindows ドメイン リストに含まれるユーザー、また
は、VirtualCenter ホストのローカルWindows ユーザーです。

手動でユーザーを作成、移動、変更するために、VirtualCenter を使用することは
できません。ユーザー リストを処理したり、ユーザー パスワードを変更する必
要がある場合は、Windows ドメインの管理に通常使用しているツールを使う必
要があります。

Windows ドメインに対して行った変更は、すべて VirtualCenter に反映されま
す。VirtualCenter でユーザーを直接管理することはできないので、ユーザー イン
ターフェイスは、レビュー可能なユーザー リストを表示しません。これらの変
更は、パーミッションを設定するためにユーザーを選択するときにのみ表示され
ます。

直接アクセス ユーザー　ESX Server ホストの直接操作を許可されるユーザーは、
ESX Server のインストール時にデフォルトで内部ユーザー リストに追加された
ユーザー、またはインストール後にシステム管理者によってリストに追加された
ユーザーです。

ルートとしてホストにログ オンすると、これらのユーザーに対し、パスワード、
グループの指定、パーミッションの変更などの各種管理アクティビティを実行で
きます。ユーザーの追加と削除も可能です。

ESX Server ホストと VirtualCenter が保持しているリストに共通のユーザー（たとえ
ば、devuser というユーザー）が表示されても、これらのユーザーは同じ名前を持っ
た異なるユーザーとして扱う必要があります。VirtualCenter における、パーミッ 
ション、パスワードなど devuser の属性と、ESX Server ホストにおける devuser の属
性は異なります。VirtualCenter に devuser としてログ オンすると、データ ストアの
ファイルを表示または削除するパーミッションを与えられる場合があります。ESX 
Server ホストにdevuser としてログ オンした場合には、付与されない場合があります。

VMware インフラストラクチャ環境のユーザーおよびグループは、次の 2通りの方法
で作成されます。

VI Client が VirtualCenter Server に接続されている場合は、Windows ドメインの標
準的な手法、あるいは Active Directory を使用してユーザーおよびグループを定
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義します。VirtualCenter Server にアクセスするユーザーおよびグループを、VI 
Client を使用して作成することはありません。

VI ClientがESX Serverに接続されている場合は、[ユーザーとグループ]タブでユー
ザーおよびグループを定義します。

ESX Server との接続中に定義されたユーザーとグループは、その ESX Server にのみ適
用されます。その ESX Server が VirtualCenter Server に登録されていたとしても、こ
れらのユーザーは、VirtualCenter Server との接続に使用可能なユーザーのリストには
含まれません。

各 ESX Server には、以下の 2種類のデフォルト ユーザーが存在します。

ルート ユーザーは、完全な管理権限を所持しています。管理者は、このログオン
とそれに関連付けられたパスワードを使用して、VI Client 経由で ESX Server にロ
グオンします。ルート ユーザーは、ログオンした特定の ESX Server ホストにお
いて、パーミッションの操作、グループおよびユーザーの作成、イベントの処理
など、全範囲の制御アクティビティを実行できます。

vpxuser ユーザーは、ESX Server ホストでのルート権限を持つ VirtualCenter エン
ティティで、VirtualCenter によるこのホストのアクティビティ管理を可能にしま
す。vpxuser は、ESX Server ホストと VirtualCenter を接続する際に作成されま
す。ホストが VirtualCenter を介して管理されていない限り、ESX Server ホスト上
に vpxuser は存在しません。

VirtualCenter Server で使用するユーザーおよびグループの作成については、Microsoft
のドキュメントを参照してください。

ESX Server で使用するユーザーおよびグループの作成については、『サーバ構成ガイ
ド』の「セキュリティ」を参照してください。

警告 ルート ユーザーを変更する前に、ルート ユーザーと ESX Server について
『サーバ構成ガイド』の「認証とユーザー管理」の章を参照してください。 
誤った変更を行うと、アクセスに関する深刻な問題が発生する可能性があ
ります。

要注意 vpxuser とそのパーミッションは変更しないで下さい。変更すると、
VirtualCenter から ESX Server ホストを操作する際、問題が生じる場合があ
ります。
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グループ
グループを作成することにより、複数のユーザー属性を効率的に管理できます。グ
ループとは、ルールとパーミッションの共通セットを通じて、管理したい一組のユー
ザーを指します。グループにパーミッションを割り当てると、グループ内の全ユー
ザーにそのパーミッションが継承されます。グループの使用により、パーミッション 
モードの構築に要する時間を大幅に短縮できます。

VirtualCenter と ESX Server ホストのグループ リストは、ユーザー リストと同じソー
スから引き出されます。VirtualCenter を介して操作している場合、グループ リスト
はWindows ドメインから呼び出されます。ESX Server ホストに直接ログオンしてい
る場合、グループ リストはそのホストで保持しているテーブルから呼び出されます。

VirtualCenter Server は、権限が定義されたロールとユーザーまたはグループを各オブ
ジェクトに割り当てることで、各インベントリ オブジェクトへのアクセスを許可し
ます。ロールとは、定義された一連のアクセス権です。

個々のパーミッションは、ユーザーとロールのペアを作成し、このペアをインベント
リ オブジェクトに割り当てられることによって、VirtualCenter Server または ESX 
Server を介して割り当てられます。

VirtualCenter Server のユーザーとグループは、Windows ドメインまたは Active 
Directory データベースを使用して作成されます。

ESX Serverに直接接続されている場合は、[ユーザーとグループ ]タブでESX Server
用のユーザーとグループが作成されます。VirtualCenter Server では、ESX Server
用に ESX Server で作成されたユーザーとグループを表示できません。『サーバ構
成ガイド』を参照してください。

パーミッション
ESX Server と VirtualCenter では、パーミッションは、ユーザーと、仮想マシン、ESX 
Server ホストなど、オブジェクトについてそのユーザーに割り当てられたロールで構
成される、アクセス ロールとして定義されます。パーミッションは、ESX Server ホス
トで、あるいは、ユーザーが VirtualCenter から操作を実行している場合は、オブ
ジェクトを管理するすべての VirtualCenter で、特定のアクティビティを実行したり、
特定のオブジェクトを管理する権利をユーザーに付与します。たとえば、ESX Server
ホストのメモリを構成するには、ホスト構成パーミッションが必要です。

大半の VirtualCenter および ESX Server ユーザーは、ホストに関連付けられたオブ
ジェクトを制限付きで操作することができます。ただし、ESX Server は、データスト
ア、ホスト、仮想マシン、リソース プールなどのあらゆる仮想オブジェクトに関す
る完全なアクセス権とパーミッションを、ルート ユーザーと vpxuser に与えます。

ルートとして、ESX Server ホストのパーミッションを個々のユーザーまたはグ
ループに付与できます。これらのユーザーおよびグループは、ESX Server のユー
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ザー リストおよびグループ リストに 2種類の方法で追加されます。これらの
ユーザーおよびグループは、ESX Server のインストール時にデフォルトで追加で
きます。または、インストール後に手動でホストに追加できます。

VirtualCenter が参照するWindows ドメイン リストに含まれるユーザーまたはグ
ループには、VirtualCenter を介してパーミッションを付与できます。

ESX Server ホスト上で直接パーミッションを設定する方法は、VirtualCenter でパー
ミッションを設定する場合と同じです。ESX Server と VirtualCenter では、同じ権限リ
ストが使用されます。

付録 Aの表には、アクセス パーミッションが記載されています。

ロール
VirtualCenter と ESX Server は、オブジェクトのパーミッションを割り当てられたユー
ザーにのみ、そのオブジェクトへのアクセスを許可します。オブジェクトのパーミッ
ションをユーザーまたはグループに割り当てる場合は、ユーザーまたはグループを
ロールと組み合わせ行います。ロールは、定義済みの一連の権限です。

VirtualCenter および ESX Server ホストには、次のデフォルト ロールが用意されてい
ます。

システム ロール　システム ロールは永続的なロールで、このロールに関連付け
られている権限は変更できません。 

サンプル ロール　サンプル ロールは、ガイドラインおよび候補として便宜上用
意されています。このロールは、変更したり、削除したりできます。

ユーザーが完全に新しいロールを作成することも可能です。 表 15-1 は、ユーザーと組
み合わせてオブジェクトに割り当てることができるデフォルト ロールのリストです。

注意 VirtualCenter は、パーミッションを割り当てる際、任意の選択されたWindows
ドメイン ユーザーまたはグループを登録します。デフォルトでは、VirtualCenter 
Server の Windows 管理者グループのメンバーであるすべてのユーザーは、管理
者ロールが割り当てられた任意のユーザーと同じアクセス権を許可します。管理
者グループのメンバーであるユーザーは、個人としてログオンでき、完全なアク
セスを所持しています。
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表 15-1.  デフォルト ロール 
ロール ロール タイプ ユーザー機能の説明

非アクセス  
ユーザー

システム 割り当てられたオブジェクトの表示または変更は不可 
オブジェクトに割り当てられた VI クライアントタブ
には、何も表示されない 
システム管理者グループのユーザー以外のすべての
ユーザーのデフォルト ロール 

読み取り専用 
ユーザー 

システム オブジェクトの状態と詳細を表示 
VI クライアントで、コンソール タブ以外のすべてのタ
ブを表示。メニューとツールバーを使用したアクション
は実行不可

管理者 システム 全オブジェクトに関するすべての権限 
VMware インフラストラクチャ環境におけるすべての
VirtualCenter ユーザーとすべての仮想オブジェクトに
関するアクセス権および権限の追加、削除、設定
システム管理者グループのすべてのメンバーのデフォ
ルト ロール 

仮想マシン  
ユーザー

サンプル 仮想マシンにおけるアクションのみ実行 
仮想マシンと直接対話するが、仮想マシン構成は変更
しない。次の権限が含まれる
スケジュール設定タスク権限グループのすべての
権限
グローバル アイテムおよび仮想マシンの各権限グ
ループ用に選択された権限
フォルダ、データセンター、データストア、ネッ
トワーク、ホスト、リソース、アラーム、セッ
ション、パフォーマンス、パーミッションの各権
限グループに関する権限は対象外

仮想マシン パワー 
ユーザー

サンプル 仮想マシンおよびリソース オブジェクトでアクション
を実行 
大部分の仮想マシン構成設定、スナップショットの設
定、タスクのスケジュール設定と対話し、変更する 
次の権限が含まれる
スケジュール設定タスク権限グループのすべての
権限
グローバル アイテム、データストア、仮想マシン
の各権限グループ用に選択された権限
フォルダ、データセンター、ネットワーク、ホス
ト、リソース、アラーム、セッション、パフォー
マンス、パーミッションの各権限グループに関す
る権限は対象外
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すべてのロールのユーザーは、デフォルトでタスクのスケジュール設定することがで
きます。ユーザーがスケジュールを設定できるタスクは、タスクの作成時にパーミッ
ションを持っているタスクのみです。ユーザーのニーズに合わせて権限のセットを作
成するには、VI クライアントのロール編集機能を使用します。VirtualCenter に接続さ
れた VI クライアントを使用して ESX Server ホストを管理している場合は、
VirtualCenter から追加のロールを選択できます。ESX Server ホストで直接作成した
ロールには、VirtualCenter からはアクセスできません。これらのロールは、VI クライ
アントから直接ホストにログオンした場合にのみ使用できます。

ロールを使用して複数のアクティビティを実行することができます。

リソース プール 
管理者

サンプル データストア、ホスト、仮想マシン、リソース、ア
ラームでのアクションの実行 
リソースを委任し、リソース プールのインベントリ 
オブジェクトに割り当てる 次の権限が含まれる
フォルダ、仮想マシン、スケジュール設定タスク
の各権限グループに関するすべての権限 
グローバル アイテム、データストア、リソース、
パーミッションの各権限グループ用に選択された
権限 
データセンター、ネットワーク、ホスト、セッ
ション、パフォーマンスの各権限グループに関す
る権限は対象外

データセンター 
管理者

サンプル グローバル アイテム、フォルダ、データセンター、
データストア、ホスト、仮想マシン、リソース、ア
ラームでアクションを実行 
データセンターを設定するが、仮想マシンとの対話は
限定的。次の権限が含まれる
フォルダ、データセンター、データストア、ネッ
トワーク、リソース、アラーム、スケジュール設
定タスクの各権限グループに関するすべての権限 
グローバル アイテム、ホスト、仮想マシン権限の
各権限グループ用に選択された権限 
セッション、パフォーマンス、パーミッションの
各権限グループに関する権限は対象外

仮想マシン管理者 サンプル グローバル アイテム、フォルダ、データセンター、
データストア、ホスト、仮想マシン、リソース、ア
ラーム、セッションでアクションを実行 
次の権限が含まれる
パーミッション以外のすべての権限グループのす
べての権限 

表 15-1.  デフォルト ロール （続き）
ロール ロール タイプ ユーザー機能の説明
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ロールで使用できるアクティビティ オプションは、以下のセクションで説明します。

ロールの作成（P.264）

ロールのクローン作成（P.265）

ロールの編集（P.266）

ロールの削除（P.267）

ロール名の変更（P.269）

ロールの作成
一部のデフォルト ロールは事前設定されており、変更はできません。組み合わせの
異なるアクセス権限が必要な場合は、必要に応じて別のロールを作成するか、用意さ
れているサンプル ロールを編集します。

ロールを作成するには

1 VirtualCenter Server または ESX Server のいずれかに接続されている VI クライアン
トにシステム管理者権限を持つユーザーとしてログオンします。

2 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ 管理 ] ボタンをクリックします。
[ロール ] タブをクリックします。

注意 対象ユーザーがログオンしていても、パーミッションやロールを変更するとすぐに反
映されます。
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3 [ ロール ] タブの情報パネルを右クリックします。[ 追加 ] を選択します。

[ ロールの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 新しいロールの名前を入力します。

5 新しいロールに設定する権限を選択し、該当する項目をクリックします。必要に
応じてプラス記号（[+]）をクリックし、リストを展開します。[OK] をクリック
してプロセスを終了します。

ロールのクローン作成
既存のロールは、コピー、名称変更、ならびに後の編集が可能です。コピーを作成す
る場合、新しいロールは同じユーザーまたはグループおよびオブジェクトに自動的に
は割り当てられません。

ロールのクローンを作成するには

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ 管理 ] ボタンをクリックします。
[ロール ] タブをクリックします。

2 複製するロールを選択するには、[ ロール ] リストのオブジェクトをクリックし
ます。
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3 選択したロールのクローンを作成するには、[ 管理 ] - [ ロール ] - [ クローン作成 ] 
を選択します。

ロールの複製が、「<rolename>のコピー」という名前でロールのリストに追加
されます。

ロールの編集
ロールを編集する場合、そのロールに対して選択した権限のいずれかまたはすべてを
変更するオプションがあります。処理が完了すると、編集済みのロールに割り当てら
れたユーザーまたはグループに新しい権限が適用されます。

パーミッション ロールを編集するには

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ 管理 ] ボタンをクリックします。
[ロール ] タブをクリックします。

2 編集するロールを選択するには、[ ロール ] リストのオブジェクトをクリックし
ます。

3 [ 管理 ] - [ ロール ] - [ ロールの編集 ] を選択します。

4 新しいロールに割り当てる権限を選択します。必要に応じてプラス記号（[+]）
をクリックし、リストを展開します。
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5 [OK] をクリックしてプロセスを終了します。

ロールの削除
ロールを削除する際、そのロールがユーザーまたはグループに割り当てられていない
場合、その定義は使用可能なロールのリストから削除されます。ユーザーまたはグ
ループに割り当てられたロールを削除する場合は、すべての割り当てを削除するか、
別のロールへの割り当てと置き換えるかを選択できます。

要注意 すべての割り当てを削除する、または割り当てを置き換える前に、ユー
ザーが受ける影響を把握していることを確認してください。
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既存のロールを削除するには

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ 管理 ] ボタンをクリックします。
[ロール ] タブをクリックします。

2 削除するロールを選択するには、ロールのリストでオブジェクトをクリックし 
ます。

<CTRL> または <Shift> キーを使用すると、複数のロールを選択できます。

3 [ 管理 ] - [ ロール ] - [ 削除 ] を選択します。

4 選択したロールを削除することを確認し、[OK] をクリックします。

ロールはリストから削除され、ユーザーまたはグループへの割り当てには使用で
きなくなります。

このロールがユーザーまたはグループに割り当てられると、警告メッセージが表
示されます。

5 ラジオ ボタン オプションのうちいずれかを選択し、[OK] をクリックします。

以下のオプションがあります。

ロールの割り当てを削除　サーバ上にある設定済みのユーザーまたはグルー
プとロールのペアを削除します。ユーザーまたはグループにその他のパー
ミッションが割り当てられていない場合、すべての権限を失うことになり 
ます。

ユーザーを再割り当て　設定済みの任意のユーザーまたはグループとロール
を、選択した新しいロールに再度割り当てます。
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ロール名の変更
大部分のその他の VMware インフラストラクチャオブジェクトと同様に、ロール名
は変更できます。

既存のロールを名称変更するには

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ 管理 ] ボタンをクリックします。
[ロール ] タブをクリックします。

2 名称変更するロールを選択するには、ロールのリストでオブジェクトをクリック
します。

3 [ 管理 ] - [ ロール ] - [ 名称変更 ] を選択します。

4 新しい名前を入力します。[戻る ]を押すか、別のオブジェクトをクリックします。

アクセス パーミッション
VMware インフラストラクチャ階層内の各オブジェクトについて、VirtualCenter の各
ユーザーおよびグループのパーミッションを決定します。

ESX Server からユーザーを削除する場合は、手順とその影響について『サーバ構成ガ
イド』の「セキュリティ」の章を参照してください。

VirtualCenter ドメインからユーザーを削除すると、これらのユーザーは VMware イン
フラストラクチャ内のすべてのオブジェクトのパーミッションを失い、再度ログオン
できなくなります。現在ログオンしているユーザーがドメインから削除された場合、
このユーザーは次の確認期間（デフォルトでは 24時間ごと）まで VMware インフラ
ストラクチャのパーミッションを保持できます。個人のパーミッション、または別の
グループの一部として認められたパーミッションに影響はありません。

ドメインでユーザーの名前を変更すると、既存のユーザー名は VMware インフラス
トラクチャシステムで無効になります。これはグループについても同様ですが、その
場合、VirtualCenter Server の再起動後、グループにのみ適用されます。

アクセス パーミッションの割り当て
追加のロールを定義した後、ユーザーおよびグループを作成したら、関連するインベ
ントリ オブジェクトに対して関連するパーミッションを持つロールをこのユーザー
およびグループに割り当てる必要があります。

注意 複数のユーザーが、異なる VMware インフラストラクチャクライアントから同時に
VirtualCenter Server にアクセスできます。VMware インフラストラクチャでは、複数
のユーザーが同じログインとパスワードを使用してアクセスし、VMware インフラス
トラクチャ環境でアクションを実行することを明示的には制限していません。
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VirtualCenter Server で使用するユーザーおよびグループの作成については、Microsoft
のドキュメントを参照してください。

ESX Server で使用するユーザーおよびグループの作成については、『サーバ構成ガイ
ド』の「セキュリティ」を参照してください。

ユーザーまたはグループにパーミッションを割り当てるには

1 管理者権限を持つユーザーとして VI クライアントにログオンします。

2 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリック
します。必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをクリックし
ます。

パーミッションを割り当てできるオブジェクトは次のとおりです。

VirtualCenter　フォルダ、データセンター、クラスタ、リソース プール、
ホスト、仮想マシン

ESX Server　リソース プール、ホスト、仮想マシン

3 適切なオブジェクトを選択したら、[ パーミッション ] タブをクリックします。

4 [ インベントリ ] メニュー - [ 新規 ] - [ パーミッションの追加 ] を選択します。
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5 [ 割り当て済みロール ]プルダウン メニューからロールを選択します。

このメニューには、そのホストに割り当てられているすべてのロールが表示され
ます。ロールが表示されると、ロール タイトルの下部のセクションに、その
ロールに付与された権限が参照用として一覧表示されます。

6 [ 子オブジェクトへ伝達 ]チェックボックスを選択します（オプション）。

このチェックボックスが選択されると、選択したインベントリ オブジェクトの
すべての子オブジェクトにもこのロールが適用されます。多くの場合、この
チェックボックスの選択は妥当な措置です。

7 [ユーザーまたはグループの選択 ]ダイアログボックスを開きます。[追加 ] ボタン
をクリックします。

ユーザーおよびグループを選択するリストの調整については、「大規模ドメイン
の検索リストの調整（P.272）」を参照してください。

8 このロールを割り当てるユーザーまたはグループを次の手順で指定します。

a [ ドメイン ] プルダウン メニューから、ユーザーまたはグループが属してい
るドメインを選択します。

b [ 検索 ] ボックスに名前を入力するか、[名前 ] リストから名前を選択します。

c  [ 追加 ] をクリックします。
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[ ユーザー ] リストまたは [ グループ ] リストのいずれかに名前が追加され 
ます。

d ユーザーまたはグループをさらに追加するには、手順 cの手順を繰り返し 
ます。

e 終了したら [OK] をクリックします。

ユーザー名またはグループ名が分かっている場合は、[名前 ] フィールドに名前
を手動で入力できます。

9 ユーザーおよびグループが適切なパーミッションに割り当てられていることを確
認し、[OK] をクリックします。

10 タスクを終了するには、[OK] をクリックします。

サーバーがオブジェクトのパーミッション リストにパーミッションを追加します。

パーミッション リストは、オブジェクトに割り当てられたロールを持つすべて
のユーザーおよびグループと、VirtualCenter 階層内でそのロールが割り当てられ
ている位置を示します。

大規模ドメインの検索リストの調整
ドメインに数千件のユーザーまたはグループが含まれている場合は、[ ユーザーまた
はグループの選択 ] ダイアログボックスで使用する検索設定を調整します。

ユーザーおよびグループの検索パラメータを調整するには

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントで、[管理 ] - [ VIrtualCenter
管理サーバ構成 ] を選択します。

VirtualCenter 構成ウィザードが表示されます。

注意 この手順は、VirtualCenter のユーザー リストのみに該当します。ESX Server のユー
ザー リストでは、同様の方法で検索を実行できません。
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2 ウィザードが表示されたら、[ アクティブ ディレクトリ ] リスト項目をクリック
します。

3 必要に応じて次の値を変更します。

[ アクティブ ディレクトリのタイムアウト ]　VirtualCenter が、選択したドメ
インで検索を実行できる最大時間を秒単位で指定します。大規模なドメイン
の検索は、非常に時間がかかる可能性があります。

[ クエリ制限を有効にする ] および [ユーザーグループ ]　VirtualCenter が、選
択したドメインから [ ユーザーまたはグループの選択 ] ダイアログに表示す
るユーザーおよびグループの最大数を指定します。 最大数を指定しない場合
は、チェックボックスの選択を解除してください。

[確認を有効にする] および[確認期間]　パーミッションのチェック間隔を分
単位で指定します。VirtualCenter は、VirtualCenter にとって既知の全ユー
ザーおよびグループがWindows に、現在存在することを確認します。

たとえば、Smith というユーザーがパーミッションを割り当てられており、
ドメインでそのユーザー名が Smith2 に変更された場合、VirtualCenter は
Smith が存在しないと見なし、そのユーザーのためにパーミッションを削除
します。
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同様に、Smith というユーザーが削除された場合、すべてのパーミッション
は不要になります。新しい Smith というユーザーがドメインに追加される
までは、この状態が続きます。このオプションを使用して以前の Smith と
いうユーザーをシステムから削除していなければ、新しい Smith という
ユーザーは、以前の Smith というユーザーが割り当てられたパーミッション
をすべて受け取ります。

この確認機能を無効にするには、チェックボックスの選択を解除してくだ 
さい。

4 [ 終了 ] のリスト項目をクリックします。[ 終了 ] をクリックします。

アクセス パーミッションの変更
インベントリ オブジェクトにユーザーまたはグループとロールのペアを設定すると、
ユーザーまたはグループに組み合わせたロールおよび [ 伝達 ] チェックボックス以外
は変更できなくなります。パーミッション設定を削除することもできます （詳細に
ついては、「アクセス パーミッションの削除（P.275）」を参照）。

ユーザーまたはグループのパーミッション ロールを変更するには

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリック
します。必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをクリックし
ます。

2 オブジェクトを選択し、[パーミッション ] タブをクリックします。

3 変更するユーザーまたはグループとロールのペアを選択するには、該当する行項
目をクリックします。

4 [ インベントリ メニュー ] - [ パーミッション ] - [ プロパティ ] を選択します。

5 ユーザーまたはグループの該当するロールは、プルダウン メニューから選択し
ます。[OK] をクリックします。

注意 パーミッションは、サーバが起動すると、常に有効になります。サーバが無
効な場合でも、同様です。
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6 割り当てたインベントリ オブジェクトの子に権限を伝搬するには、[伝達 ]
チェックボックスをクリックします。

アクセス パーミッションの削除
ユーザーまたはグループのパーミッションを削除しても、そのユーザーまたはグルー
プは使用可能リストからは削除されません。また、ロールも使用可能アイテムのリス
トから削除されません。ユーザーまたはグループとロールのペアが、選択したイン 
ベントリ オブジェクトから削除されます。

ユーザーまたはグループのパーミッション ロールを削除するには

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーの [ インベントリ ] ボタンをクリック
します。必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをクリックし
ます。

2 オブジェクトを選択し、[パーミッション ] タブをクリックします。

3 削除するユーザーまたはグループとロールのペアを選択するには、該当する行項
目をクリックします。

4 [ インベントリ メニュー ] - [ パーミッション ] - [ 削除 ] を選択します。

VMware インフラストラクチャ サーバがパーミッションの設定を削除します。

注意 パーミッションの削除に関する追加の警告メッセージはありません。



基本システム管理

276 VMware, Inc. 



VMware, Inc. 277 

16

この章では、VI クライアントに表示されるデータのパフォーマンス監視方法につい
て説明します。また、VI クライアント マップ機能の使用方法についても説明します。
この章の内容は、以下のとおりです。

VMware インフラストラクチャ環境の監視（P.277）

パフォーマンス チャート（P.278）

マップ（P.284）

VMware インフラストラクチャ環境の監視
ホストを VirtualCenter に追加し、仮想マシンを作成してパワーオン状態にしたら、
環境をカスタマイズおよび監視する必要があります。このセクションでは、いくつか
の使用可能なオプションを参照します。

仮想インフラストラクチャ環境を監視する

1 [ データセンター ] を選択します。

タブのラインの下の [ タスク ] または [ イベント ] のいずれかのボタンをクリッ
クできます。次に、個々のタスクまたはイベントを選択して、ウィンドウ下部の
[詳細 ] ペインで追加情報を参照できます。

2 イベントだけを表示するには、ナビゲーションバーで [ イベント ] をクリックし
ます。

イベントを選択すると、アラームまたは情報メッセージが表示されます。[イベン
トのエクスポート ] をクリックすると、これらをファイルにエクスポートできま
す。詳細については、VI クライアントのオンラインへルプを参照してください。

VMware インフラストラクチャ
環境の監視 16
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仮想インフラストラクチャ環境を拡張または再構成する準備ができたら、ホスト
および仮想マシンまたはホストおよびストレージデバイスのマップ、あるいはそ
の他の情報を参照すると便利です。

3 詳細を参照するアイテムを選択して、[ マップ ] タブをクリックします。

VI クライアントにより、マップが表示されます。必要に応じてこれをカスタマ
イズできます。

パフォーマンス チャート
このセクションでは、Virtual Infrastructure Client データのパフォーマンス監視機能に
ついて説明します。

[ パフォーマンス ] タブは、インベントリパネルから [クラスタ ]、[ リソースプール ]、
[ ホスト ]、または [ 仮想マシン ] を選択すると使用できます。[ パフォーマンス ] タブ
には、選択したオブイジェクトのリソースパフォーマンスがグラフおよびリスト形式
で表示されます。パフォーマンスビューには、選択したインベントリオブジェクトに
固有なリソースのグラフが表示されます。

VI クライアントに直接接続されている ESX Server システムでは、一部の統計情報が  
[ パフォーマンス ] タブに表示されません。完全なチャート機能を使用するには、
VirtualCenter Server を介して ESX Server を管理してください。

値の尺度リストについては、「パフォーマンス チャートの測定（P.361）」を参照して
ください。

この章では、以下のトピックについて説明します。

パフォーマンス チャートリソース（P.278）

パフォーマンス チャートの表示（P.279）

パフォーマンス チャートリソース
パフォーマンス チャートで監視および報告されるリソースを以下に示します。

CPU　選択したインベントリ オブジェクトのCPU使用状況をMHzで示します。ク
ラスタ、リソースプール、ホストおよび仮想マシンで使用できます。

メモリ　選択したインベントリ オブジェクトに与えられているメモリ量を示し
ます。クラスタ、リソースプール、ホストおよび仮想マシンで使用できます。

注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または ESX 
Server に接続されているかで異なります。特に説明がない限り、プロセス、タスク、
または説明は、両方のタイプの VI クライアントに適用されます。
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ディスク　選択インベントリ オブジェクトの集約ストレージ パフォーマンス統
計情報を示します。ホストおよび仮想マシンで使用できます。

ネットワーク　選択したインベントリ オブジェクトの集約ネットワーク パ
フォーマンス統計情報を示します。ホストおよび仮想マシンで使用できます。

システム　ホストおよび仮想マシンで使用できます。

DRS　DRS クラスタがあるクラスタおよびホストで使用できます。

パフォーマンス チャートの表示
すべてのパフォーマンス チャートには、そのチャートに含まれるリソースおよび測
定をリストする表があります。

図 16-1.  [ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - [ パフォーマンス ] タブ

パフォーマンス グラフのオプションの選択
いくつかのアイテムは、パフォーマンス チャートに追加できます。リソース、期間、
測定されるリソース要素、およびチャートを Excel ファイルとしてエクスポートする
かどうかを指定できます。

ホストで監視される各リソースの測定オプションについては、付録 Cのパフォーマン
ス グラフの測定表を参照してください。
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パフォーマンス チャートに表示されるリソースを選択する

リソースオプションは、CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、システム、および
リソースグループ CPUです。

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。[パ
フォーマンス ] タブをクリックします。

2 リソース オプション プルダウン メニューから選択します。

パフォーマンス チャートの期間オプションは、[リアルタイム ]、[ 過去の時間 ]、[ 過
去の日数 ]、[ 週 ]、[ 月 ]、[ 年 ]、[ カスタム ] です。使用できるオプションは、測定
する数値により異なります。オプションは設定可能です。詳細に関しては、「統計情
報の収集間隔を変更する（P.283）」を参照してください。

パフォーマンス チャートの期間を指定する

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。[パ
フォーマンス ] タブをクリックします。

2 タイム オプション プルダウン メニューから選択します。

パフォーマンス チャートデータの .xls ファイルをエクスポートする

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。[パ
フォーマンス ] タブをクリックします。

2 [ チャートのエクスポート ]リンクをクリックします。

[パフォーマンスのエクスポート ] ダイアログ ボックスが表示されます。

複数のカテゴリを選択する場合、チャートは、同じファイルの異なるスプレッド
シートに追加されます。

3 必要なオプションを選択します。エクスポートするチャートをクリックします。
ファイル名および保存場所を指定します。エクスポートするファイルのサイズを
指定します。
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4 選択するチャート オプションにサブオプションがある場合、[詳細 ] ボタンをク
リックして、表示されるリストから選択します。[OK] をクリックします。

5 エクスポートを完了するには、[OK] をクリックします。

チャート オプションには、線グラフまたは積み重ね表示グラフ、グループで検出さ
れたリソース オブジェクト、および選択したリソースに固有な測定が含まれます。

パフォーマンス チャートの表示に測定要素を指定する

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。[パ
フォーマンス ] タブをクリックします。

2 [ パフォーマンス カウンタの変更 ]リンクをクリックします。

[パフォーマンス チャートのカスタマイズ ]が表示されます。

3 必要に応じて表示するアイテムをクリックします。[適用 ] をクリックして、変
更を表示します。[OK] をクリックして、変更を有効にします。

積み重ねグラフ
積み重ね表示グラフは、統計情報を表示する別の方法です。積み重ね表示グラフ オ
プションを選択する場合、以下の点に注意してください。

測定リストから選択できるアイテムは 1つだけです。積み重ね表示グラフは、オ
ブジェクト セットに対して複数の測定のチャートを表示できません。
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仮想マシンごとの積み重ね表示グラフは、ホストでのみ使用できます。これらの
グラフでは、オブジェクトのリストには、ホスト、およびそのホストに現在存在
するすべての仮想マシンが含まれます。

仮想マシン積み重ね表示グラフでは、適用されないメトリクスもあります。適用
されない測定は、選択可能な測定のリストに含まれません。

積み重ね表示グラフを表示する

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。[パ
フォーマンス ] タブをクリックします。

2 [ パフォーマンス カウンタの変更 ]リンクをクリックします。

3 [ 線グラフ ]、[ 積み重ね表示グラフ ]、[ 積み重ね表示グラフの表示（VMごと）]
のいずれかのオプションをクリックします。

4 [ 適用 ] をクリックして、結果を表示します。

5 [OK] をクリックして、結果を有効にします。

統計情報の収集間隔の設定
パフォーマンス情報の追跡および収集に使用される時間要素は、構成することができ
ます。
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統計情報の収集間隔を変更する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、[管理 ] - 
[VMwareVirtual Infrastructure Client の設定 ] を選択します。

2 [ 統計情報 ] リンクをクリックします。

3 新規収集間隔を削除または作成します。

4 [OK] をクリックします。

新規統計情報サンプリング帰還を作成する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、[管理 ] - [VMware 
Virtua 仮想インフラストラクチャの設定 ] を選択します。

2 [ 統計情報 ] リンクをクリックします。

3 [ VIrtualCenter の構成 ] パネルの [ 統計情報 ] リンクから、[ 追加 ] をクリックし 
ます。

[ 収集間隔の追加 ]ダイアログボックスが表示されます。
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新規収集間隔では、以下のことが要求されます。

新規サンプリング期間が、前回の期間の倍数である

新規サンプリングの長さが、前回よりも長い

新規サンプリングの名前が一意である

4 情報を収集する頻度を指定して、収集頻度を入力します。単位を選択します。

5 古いデータが新規データに置き換えられる前に統計情報が収集される時間の長さ
でデータの量を指定して、収集サイズを入力します。単位を選択します。

6 新規サンプリング期間を完了するには、[OK] をクリックします。

統計情報の収集レベルの変更
レベル 1　基本メトリクスです。CPU、メモリ、ディスク、ネットワークの平均
使用量、システム アップタイムおよびハートビート、DRS メトリクスを含みま
す。 デバイスの統計情報は、レベル 1には含まれません。

レベル 2　CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク カウンタのすべてのメトリク
ス、システム アップタイムやハートビート、DRS メトリクス、デバイス統計情
報が含まれます。

レベル 3　すべてのカウンタ グループのすべてのメトリクスです。 最大および最
小ロールアップタイプは含まれません。

レベル 4　VirtualCenter でサポートされるすべてのメトリクスです。

マップ
VI クライアントの [ マップ ] 機能を使用すると、VirtualCenter で使用できる仮想およ
び物理リソースの関係を視覚的に理解できます。VirtualCenter 内でアイテムのマップ
は、（インベントリマップ）ホスト、仮想マシン、ネットワーク、およびデータ スト
アの [ マップ ] タブを介して、または（グローバル マップ）ナビゲーション バーの 
[ マップ ] ボタンを介して [ インベントリ ] で使用できます。

マップ タイプには以下の 3種類があります。

グローバル

インベントリ

VMotion リソース マップ



VMware, Inc. 285

16 章 VMware インフラストラクチャ環境の監視

 

グローバル マップ
グローバル マップは、大きなツールバーのボタンからアクセスできます。グローバ
ル マップは、VirtualCenter 環境全体のすべての物理および仮想要素間の関係を詳細
に表示できます。インベントリの横にあるボックスを選択または選択解除すること
で、密度が一番高いクラスタまたはホスト、最も重要なネットワーク、使用中（また
は未使用）のストレージ デバイスを確認できます。

物理、仮想、およびカスタム マップ タイプは、インベントリ マップとグローバル 
マップの両方にあります。これらは、グローバル マップの VirtualCenter 規模の情報
を制限して、フィルタします。

インベントリ マップ
インベントリ マップは、インベントリビューからアクセスできます。インベントリ
マップには、選択されているアイテムに関連するホスト、仮想マシン、ネットワー
ク、およびストレージ関係が表示されます。インベントリ マップを使用すると、ア
イテム間での影響や接続を簡単に理解できます。これらのマップは、フォルダ、デー
タセンター、クラスタ、リソースプールおよびホストに表示されます。

物理、仮想、およびカスタム マップ タイプは、インベントリ マップとグローバル 
マップの両方にあります。これらは、インベントリ マップのアイテム固有の情報を
制限して、フィルタします。

[マップ ] タブは、ナビゲーション バーのインベントリ パネルからフォルダ、データ
センター、クラスタ、リソース プール、ホスト、または仮想マシンを選択した場合
に使用できます。

VMotion リソース マップ
VMotion リソース マップは、インベントリで選択された仮想マシンのタブにのみ表
示されます。これらのマップは、仮想マシンに関連付けられたリソース（ホスト、
データ ストアおよびネットワーク）を視覚的に表示するだけでなく、仮想マシンの
クラスタまたはデータ センターのどのホストが、仮想マシンの移行先のホストにで
きるかを表示します。VMotion マップは、VMotion が可能かどうかを決めるわけでは
ありませんが、大きな負荷がかかっているホスト、ターゲット仮想マシンが接続され
ているリソースと同じリソースにすべて接続されるかどうか、およびターゲット仮想
マシンの CPUとソフトウェアに互換性のあるホストについての情報を提供します。

注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または ESX 
Server に接続されているかで異なります。[マップ ] は、VI クライアントが
VirtualCenter Server に接続されている場合のみ使用できます。
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マップでは、次の 4つの条件に当てはまるホストを VMotion の移行の候補とみなし
ます。

データストア互換性　ホストは、仮想マシンと同じすべてのデータストアに接続
されている必要があります。

ネットワーク互換性　ホストは、仮想マシンと同じすべてのネットワークに接続
されている必要があります。

ソフトウェア互換性　ホストは、仮想マシンのソフトウェアとの互換性が必要で
す。

CPU 互換性　ホストは、仮想マシンの CPUとの互換性が必要です。

これら 4つの 1つでも満たされていない場合、条件を満たしていないことを示す赤
い Xマークがホストに付けられます。条件不一致の原因がネットワークまたはデー
タストアの互換性である場合、そのホストと仮想マシンのネットワークおよびデータ
ストアを接続するエッジがないことが分かります。条件不一致の原因が CPUまたは
ソフトウェアの互換性である場合、そのホストにポインタを合わせると、ツールチッ
プに情報が表示されます。

ホストが 4つのすべての条件を満たしている場合、緑の円マークが付けられます。
この円マークは、ホストの現在の負荷に基づいた密度により変化します。負荷がか
かっているホストは青白くなり、負荷の少ないホストは緑になります。

負荷 /CPU/ ソフトウェア情報をマップに取り込むには数秒かかることがあります。
マップの情報取り込みプロセスの状態は、マップの左下隅に表示されます。情報が取
り込まれると、マップがアップデートされます。情報がアップデートされると、
VMotion の候補の可能性がある（緑で表示された）ホストが、候補の可能性がなくな
る（赤で表示される）ことがあります。

情報取り込みに時間がかかる場合、処理をキャンセルすることもできます。

VMotion マップは、仮想マシンおよびターゲットマシン間で vmotion が可能かどう
かを決定するわけではありませんが、vmotion が可能かどうか、また可能でない場
合、管理者はその状況をどのように改善する必要があるかに関する情報を提供します。
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マップ要素とアイコン
すべてのマップには、インベントリ アイテムに応じて、また [ インベントリ ] タブま
たはナビゲーション バーボタンを介してマップにアクセスしているかにより、選択
できる要素があります。VMware インフラストラクチャ マップの要素については、以
下の表で説明します。

表 16-1.  マップ要素およびアイコン 

属性 内容

ホスト アイコン。

VMotion 移行に準拠しているホスト。

VMotion 移行に準拠していないホスト。

仮想マシン アイコン。

ネットワーク アイコン。

データストア アイコン。

概要セクション フル スケール マップのサムネイル図。

マップ関係 
セクション

選択したインベントリ オブジェクトで複数のマップタイプが使用で
きる場合に表示されるセクション。表示するリソース タイプの選択
を提供します。

[ 更新 ] リンク 要素の追加または削除は破壊的な可能性があるため、マップは自動
更新しません。マップをインベントリの現在の状態に合わせて再編
成して、マップ ビューを情報マップ パネルに中央に置くには、[ 更
新 ] リンクをクリックします。

インベントリ パネル インベントリ ナビゲーション バーを介して選択した場合、選択した
アイテムで、マップ フォーカスを示すためにハイライト表示された
ままです。
マップ ナビゲーション バーを介して選択した場合、インベントリの
すべてのアイテムがチェック ボックスとともにリストされます。
マップに含めないインベントリ アイテムを選択または選択解除でき
ます。
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マップの表示
マップ パネルにはマップの 2つのビューがあります。大きい方のビューはパネルで、
小さい方は固定ウィンドウです。

グローバル マップを表示する

ナビゲーション バーで [ マップ ] ボタンをクリックします。

インベントリ マップを表示する

ナビゲーション バーで [ インベントリ ] をクリックして、[インベントリホストおよ
びクラスタ ] または [ 仮想マシンおよびテンプレート ] オプションを選択します。
フォルダ、データセンター、クラスタ、リソースプール、またはホスト インベント
リ オブジェクトを選択します。[マップ ] タブをクリックします。

VMotion マップを表示する

ナビゲーション バーで [ インベントリ ] をクリックして、[インベントリホストおよ
びクラスタ ] または [ 仮想マシンおよびテンプレート ] オプションを選択します。仮
想マシンを選択します。[マップ ] タブをクリックします。

マップの編集
マップの編集オプションを以下に示します。

インベントリ オブジェクトを含めるまたは除外する

方向、ホスト中心、または仮想マシン中心を切り替える

ズームインまたはアウト

表示されるマップの領域を切り替える

[ マップ関係 ] を使用してマップのコンテンツを表示または非表示にする

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。[マッ
プ ] タブをクリックします。

デフォルトでは、すべてのインベントリ アイテムが選択されます。
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2 [ マップ関係 ] プルダウン メニューからアイテムを選択します。 マウス ボタンを
放すと、変更が適用され、マップが新規構成に切り替わります。

[マップ関係 ]パネルには、2つのプリセット マップと変数オプションがあります。

ホスト リソース　ホスト中心の物理関係を表示します。

仮想マシンのリソース　仮想マシン中心の関係を表示します。

カスタム マップ　ホストおよび仮想マシン中心以外の関係を任意に組み合
わせることができます。[ カスタム マップ ] オプションには、すべての関係
が選択されたプリセットがあります。

3 ホスト オプションまたは VMオプション下で使用できるチェック ボックスをク
リックします。

マップ リストは、[ カスタム マップ ] に変わります。[ 関係の適用 ] をクリックし
て、マップ表示をアップデートします。
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インベントリ チェックボックスを使用して、グローバル マップのコンテンツを表示
または非表示にする

1 VI クライアントから、ナビゲーション バーで [ マップ ] ボタンをクリックします。

2 インベントリ アイテムを選択または選択解除して、マップに含めるアイテムを
示します。

デフォルトでは、選択または選択解除すると、その下のアイテムが選択または選
択解除されます。 マップが削除されるか、オブジェクトが自動的に追加されます。
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アイテムをクリックすると、マップに表示されるか、マップから非表示になり 
ます。

3 マップを更新して、アイテムの新規リストを編成します。[ 更新 ] リンクをク
リックします。

マップ ビューをズームインまたはアウトする

[ 概要 ] パネルでクリックおよびドラッグします。

マップにズームインまたはマップからズームアウトすると、マップを画面に合わせて
表示できるかどうかが検知されます。マップが画面より大きい場合、[ 概要 ] パネル
内でのウィンドウの表示サイズを操作して、ズーム レベルを変更できます。[概要 ]
パネル内の サブセット ボックスには、マップ全体のどの部分を表示できるかが示さ
れます。このサブセット ボックスを変更すると、ズーム レベルが変更されます。
ズームインは特定のポイントのみに実行できますが、ズームアウトは、マップが全体
的にウィンドウに収まる限り実行できます。 

[ 概要 ] マップには、エリア インジケータ ボックスが表示されます。大きなマップに
は、インジケータ ボックスに含まれる領域だけが表示されます。大きいマップのイ
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メージは、情報に合わせて縮小または拡張します。これは、ネットワーク環境が大き
いほどより顕著です。

マップは、情報パネルの背景に表示されます。マップには、特定のスケールがあり、
フルマップがウィンドウ サイズに適合しないことがあります。[概要 ] および [ マッ
プ関係 ] パネルは、情報パネルの右上から移動しません。
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情報パネル内でマップを移動する

マップは以下の 2種類の方法で移動できます。

情報パネルのボディをクリックおよびドラッグします。

デフォルトのポインタが矢印から手に変わります。マップは、マウス ドラッグ
に対応した方向に移動します。スクロール バーは、マップが情報パネル フレー
ムを超えると表示されます。

または、[概要 ] マップをクリックします。大きなマップの場合、その中央がク
リックした場所に移動します。

マップの印刷
現在表示可能なマップを任意の通常のプリンタに印刷できます。

マップを印刷する

印刷する方法は以下の 2種類あります。

マップの任意のタイプが存在する画面から、[ファイル] - [エクスポート] - [マップ
の印刷 ] を選択します。

[グローバル マップ ] ツールバーから、[ 印刷 ] ボタンをクリックします。
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印刷設定を変更または印刷プレビューを参照する

マップの任意のタイプが存在するウィンドウから、[ ファイル ] - [ エクスポート ] -  
[ 印刷プレビュー ] を選択します。

マップのエクスポート
マップは .jpg ファイルとして保存またはエクスポートできます。

パフォーマンス チャートのグラフィック イメージをエクスポートする

1 VI クライアントから、該当するインベントリ オブジェクトを選択します。

2 ナビゲーション バーで [ グローバル マップ ] をクリックして、[ マップ ] タスク
バーの [ マップのエクスポート ] ボタンをクリックします。

[イメージに名前を付けて保存 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3 必要なオプションを選択します。エクスポートするフォーマットをクリックしま
す。ファイル名および保存場所を指定します。エクスポートするファイルのサイ
ズを選択します。

4 エクスポートを完了します。[OK] をクリックします。
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マップ間の移動
[ マップ ] ボタン表示からマップのホストまたは仮想マシン アイコンをダブルクリッ
クします。VI クライアントがインベントリのそのアイコンに移動します。必要に応
じて、その要素のマップタブが表示されます。以下の例では、[ マップ ] ボタン表示
から、仮想マシンがダブルクリックされています。ビューは仮想マシンの [ マップ ] 
タブ情報に変わります。

マップにおけるオブジェクト メニューの表示
[ マップ ] は、インベントリ オブジェクトポップアップ メニューをサポートします。
ホスト、仮想マシン、ネットワークおよびデータストアの機能は、任意の [マップ ]
ウィンドウから実行できます。

インベントリ オブジェクトメニューを表示する

[ マップ ] パネルの任意のアイコンを右クリックします。
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対応するポップアップ メニューが表示されます。
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この章では、タスク、イベントおよびアラームについて説明します。この章の内容
は、以下のとおりです。

タスクの管理（P.297）

イベントの管理（P.310）

アラームの管理（P.315）

 タスクの管理
このセクションでは、VirtualCenter のタスクを表示およびスケジュール設定する方法
について説明します。 タスクは、計画されたアクティビティです。これらのアクティ
ビティは、スケジュール設定または手動で開始されます。タスクは、タスクに関連す
る問題を示すイベントメッセージを生成します。タスクには以下の2種類があります。

スケジュール設定されていないタスク。ホストの追加などの操作を実行した結果
行われ、時間がかかる場合もあります。

スケジュール設定されたタスク。別の時間にトリガされるようユーザーが設定し
ます。

タスク、イベントおよび 
アラームの管理 17

注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または
ESX Server に接続されているかで異なります。特に説明がない限り、プロセス、
タスクまたは説明は、両方のタイプの VI クライアント接続に適用されます。VI
クライアントが ESX Server に接続されている場合、[タスク ] オプションは使用
できませんが、[ VI クライアント ] ウィンドウの下部に最近のタスクを示すウィ
ンドウが表示されます。
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このセクションの内容は以下のとおりです。

タスクについて（P.298）

タスクの表示と実行（P.299）

スケジュール設定タスクの管理（P.301）

スケジュール設定タスクのスケジュール変更（P.307）

スケジュール設定タスクの削除（P.307）

タスクのキャンセル（P.308）

タスクについて
スケジュール設定タスク オプションを使用すると、選択した VirtualCenter アクティ
ビティが指定の時間に実行されるよう構成できます。 タイミングオプションには、 
[ すぐに ]、[ 後で ]、または [ 繰り返し ]、があります。スケジュール設定タスクは、
手動で起動したアクティビティに加えて実行されます。

使用できるタスクオプションを表示する、新規タスクウィザードを介して、スケ
ジュール設定タスクを作成します。オプションを選択すると、ウィザードは、スケ
ジュール設定するタスクのタイプに関連するページを表示します。新規タスクウィ
ザードは、タスクのタイミングを設定すると終了します。タスクのスケジュール設定
をすることができます。

手動で起動したアクティビティとスケジュール設定したアクティビティの方向が対立
する場合、VirtualCenter は最初のアクティビティを実行します。仮想マシンが、手動
またはスケジュール設定した任意のアクティビティを実行する正しい状態にない場
合、VirtualCenter はログにメッセージを送信し、タスクを実行しません。

スケジュール設定タスクを作成する場合、VirtualCenter は、関連するデータ セン
ター、ホストおよび仮想マシンでアクションを実行する正しい許可があるか確認しま
す。タスクが作成されると、そのタスクは、タスクを実行する許可がなくても実行さ
れます。

オブジェクトが VirtualCenter から削除されると、すべての関連するタスクも削除さ
れます。

イベントは、タスクの開始および完了時にイベント ログに記録されます。タスク中
に発生したどんなエラーもイベント ログに記録されます。

要注意 複数のタスクを同時に同じオブジェクトで実行するようにスケジュール設
定しないでください。結果は予測できません。
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 タスクの表示と実行
特定のインベントリ オブジェクトに関連するタスクのリスト、または VirtualCenter
インベントリ全体に割り当てられたタスクの完全なリストを表示するオプションがあ
ります。タスクには、仮想マシンの電源オンまたはオフ、仮想マシンのクローン作
成、または仮想マシンのリソール プールへの追加などが含まれます。

タスクは、ESX Server が VirtualCenter Server に登録および接続されていない限り、
ESX Server ホストで追跡またはスケジュール設定されません。

最近のタスクを表示するには

ESX Server または VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、[ VI ク
ライアント ] ウィンドウの左下にある [ タスク ] トグル ボタンをクリックします。

タスクを ESX Server で実行するには

1 ESX Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション バーで [ イン
ベントリ ] ボタンをクリックします。必要に応じてインベントリを拡張して、ア
クションが実行されるオブジェクトをクリックします。

2 メインメニューまたはオブジェクトに関連するポップアップメニューからアク
ティビティを選択します。

たとえば、仮想マシンを選択し、右クリックして [ パワー オン ] オプションを選
択します。

ESX Server でタスクのリストをスケジュール設定または表示するには

ホストを VirtualCenter インベントリに追加します。

詳細については、ホストの追加（P.105）」を参照してください。

VirtualCenter Server でタスクのスケジュールを設定するには、「スケジュール設定タ
スクの管理（P.301）」を参照してください。
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VirtualCenter Server で完了したタスクのリストを表示するには

1 VI クライアントから、[ インベントリ ] をクリックし、ルート フォルダーをク
リックします。

2 [ タスクとイベント ]タブをクリックします。[ タスクとイベント ] パネルの [ タ
スク ] ボタンをクリックします。

3 パネルでタスクをクリックします。

詳細情報が、[タスクの詳細 ] ペインに表示されます。

タスクのリストをソートするには

1 VI クライアントから、インベントリ パネルを表示し、該当するオブジェクトを
選択して、[タスクとイベント ] パネルを表示します。

2 コラムタイトルをクリックします。クリックすると、ソートの昇順と降順が切り
替わります。

タスクのリストをフィルタするには

1 VI Client から、必要に応じてインベントリを展開し、適切なオブジェクトをク
リックします。

2 [ タスクとイベント ]タブをクリックします。[ タスクとイベント ] パネルの [ タ
スク ] ボタンをクリックします。

3 必要に応じて、[表示 ] - [ フィルタ ] を選択します。
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4 リスト矢印をクリックして、フィルタ検索に含めるコラムをクリックします。

5 キーワードをボックスに入力して、[戻る ] を押します。

タスクのリストには、入力したキーワードを含むアイテムのみが表示されます。
以下の例では、[名前 ] と [ 開始者 ] の両方のコラムに、フィルタ キーワードの
「パワーオン」が含まれるアイテムが表示されています。

スケジュール設定タスクの管理
指定時間に実行するタスクをスケジュール設定できます。各スケジュール タスク オ
プションは、そのタスクに対応するウィザードを実行し、ウィザードの最後にスケ
ジュール時間オプションを追加します。新規タスク ウィザードでスケジュール設定
できるタスクは以下のとおりです。個々のタスク ウィザードの完了については、記
載されている項目を参照してください。

仮想マシンの電源状態を変更する（「仮想マシンの電源状態の変更（P.145）」を
参照）

仮想マシン テンプレートを作成する（「テンプレートの作成（P.210）」を参照）

VMotion で仮想マシンを移動する（「VMotion による移行（P.239）」を参照）

仮想マシンを作成する（「新しい仮想マシンウィザードの使用方法（P.118）」を
参照）
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仮想マシンのスナップショットを作成する（「スナップショット（P.227）」を参
照）

仮想マシンをカスタマイズする（「ゲストのカスタマイズ準備（P.196）」を参照）

ホストを追加する（「ホストの追加（P.105）」を参照）

スケジュール設定タスクを作成する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション
バーで [ スケジュール設定タスク ] オプションをクリックします。

スケジュール設定タスクのカレントなリストが表示されます。

2 ツールバーの [ 新規 ] をクリックするか、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ スケジュール設
定タスク ] を選択します。

3 プルダウン メニューをクリックして、該当するオプションを選択します。 
[ 次へ ] をクリックします。

4 タスク固有の情報を完了します。

[新規タスク ] ウィザードに、選択オブジェクトから始まるタスクを実行すると
きに参照するページに対応する、一連のページが表示されます。 

各タスク固有の情報は、各オプションに適切なセクションまたはマニュアルを参
照してください。ほとんどのスケジュール設定プロセスにおいて、手動で実行す
るタスクと異なる点は、タスクが適用される仮想マシン、ホストまたはデータ 
センターを指定し、タスクを実行する時間を指定する必要があるということだけ
です。

注意 VMware インフラストラクチャ API を使用して、任意の操作をスケジュール設定
タスクとして設定できます。ただし、VI クライアントを介したスケジュール設定
タスクの一部に含めることができるのは、すべての操作のサブセットだけです。
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5 タスクのタイミングを指定します。

デフォルトの頻度、およびスケジュール設定時間は [ 今すぐ ] です。このタスク
は、タスク作成終了時に開始します。

6 一回だけ発生するようにスケジュールを設定するには、[頻度 ] を [ 一回 ] に設定
します。[ 開始時間 ] を [ 後で ] に設定します。時刻を [時間 ] フィールドに入力
します。

カレンダーを表示するには、[日付 ] 矢印をクリックします。

注意 タスクごとに設定できるタイミング スケジュールは 1つだけです。頻度を複数
設定するには、追加タスクを設定します。

注意 スケジュール設定タスクが発生するタイミングは、タスクを設定するローカル VI
クライアントではなく、VirtualCenter Server に相対的です。
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7 左右の矢印をクリックして、別の月を表示します。月をクリックして、リストか
ら選択します。年度をクリックして、上下の矢印をクリックします。

カレンダーの日付をクリックすると、新しい日付が適用され、カレンダーが閉じ
ます。

8 起動後にタスクを実行するには、[起動後 ] をクリックして、遅延期間を入力し
ます。

注意 時間の設定は、VI クライアントではなく VirtualCenter Server に相対的です。
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9 タスクを毎時間実行するには、[毎時間 ] をクリックします。各時間からの開始
時間および間隔を入力します（たとえば、8時間おきに 15 分経過後）。

10 タスクを毎日実行するには、[毎日 ] をクリックします。開始時間および間隔を
入力します。

たとえば、タスクを 4日おきに 2:30 pmに実行するには、「4日おきに 14:30」と
入力します。

11 タスクを毎週実行するには、[毎週 ] をクリックします。開始時間、曜日、間隔
を入力します。
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たとえば、火曜と木曜、8:00 am、隔週です。曜日は複数選択できます。

12 タスクを毎月実行するには、[毎月 ] をクリックします。開始時間、日付、間隔
を入力します。

たとえば、第 2木曜、3ヶ月おきの 11:00 と入力します。

29 日以降の日付を選択すると、月によって日数が 28、29、30、31 日あるため、
警告メッセージが表示されます。

13 月の最後の曜日は、その曜日が発生する最終週を選択します。 月の最後の月曜日
を選択し、その月が日曜日で終わる場合、最後の月曜日は、月末日の 6日前に
なります。
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14 ウィザードを完了するには、[終了 ] をクリックします。

VirtualCenter により、タスクが [スケジュール設定タスク ]タブのリストに追加
されます。

 スケジュール設定タスクのスケジュール変更
スケジュール設定タスクが作成されると、タスクの詳細はもとよりそのタイミングま
たは頻度も変更できます。

スケジュール設定タスクのスケジュールを変更する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション 
バーで [ タスク ] オプションをクリックします。

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。

2 リストから該当するタスクを選択するには、ツール バーの [ プロパティ ] をク
リックします。

タスクに対応する<task> の変更ウィザードが表示されます。

3 [ 次へ ] ボタンを使用してウィザードをクリックして、必要に応じて変更します。

 スケジュール設定タスクの削除
スケジュール設定タスクを削除すると、タスクの今後の発生がすべて削除されます。
直前までのすべてのタスクの実行に関連する履歴は、VirtualCenter データ ベースに
残ります。

注意 スケジュール設定タスクの計算と実行は、タイム ゾーンと VirtualCenter Server
で設定された時間に基づいています。 VI クライアントと VirtualCenter Server が異
なるタイム ゾーン内にある場合、タスクのスケジュールは VirtualCenter Server
と VI クライアントのタイム ゾーンの差分だけ補正されます。 
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スケジュール設定されているタスクを削除する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション
バーで [ スケジュール設定タスク ] オプションをクリックします。

スケジュール設定タスクのリストが表示されます。

2 リストから該当するタスクを選択します。[ インベントリ ] - [ スケジュール設定
タスク ] - [ 削除 ] を選択します。

VirtualCenter は、スケジュール設定タスク リストからタスクを削除します。

3 タスクの削除を確認するには、[OK] をクリックします。

タスクが、タスクのリストから削除されます。

タスクのキャンセル
処理中のタスクのみをキャンセルできます。処理中にキャンセルできるのは、選択さ
れた（スケジュール設定、あるいは手動で開始された）タスクだけです。処理中にタ
スクをキャンセルするには、タスクが発生しているホストに割り当てられた適切な許
可が必要です。

タスクのキャンセルは、タスクの削除とは異なります。タスクをキャンセルすると、
手動による起動かスケジュール設定による起動かに関係なく、現在発生しているタス
クが停止します。タスクを削除すると、スケジュール設定タスクの今後の発生が削除
されます。

起動後にキャンセルできるタスクは以下のとおりです。

ホストへの接続

仮想マシンのクローン作成

仮想マシンの移行

テンプレートの配布

注意 タスクの削除は、タスクのキャンセルとは異なります。タスクをキャンセルすると、
手動による起動かスケジュール設定による起動かに関係なく、現在発生しているタス
クが停止します。タスクを削除すると、スケジュール設定タスクの今後の発生が削除
されます。

注意 関連する 1つまたは両方のホストが ESX Server バージョン 2.0.1 の場合、キャンセル
操作は許可されません。
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仮想マシンからのテンプレートの作成

テンプレートのクローン作成

現在処理中のタスクをキャンセルするには

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、[最近のタスク ] パ
ネルを表示します。

2 インベントリ パネル右下隅の [ トグル表示 ] をクリックします。

3 リストから該当するタスクを選択します。

4 タスクを右クリックして、[ キャンセル ] を選択します。

VirtualCenter は、タスクの進行を停止し、オブジェクトを以前の状態に戻し、タ
スクは「Canceled」と表示します。
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イベントの管理
イベントは、VirtualCenter Server または ESX Server に関係がある任意のアクションで
す。 各イベントは、イベントメッセージをトリガします。すべてのイベント メッセー
ジは、VirtualCenter Server のデータベースに保存されます。 イベントメッセージは以
下の 2つの場所から表示されます。

ナビゲーションバーの [ イベント ] オプション。VirtualCenter Server で発生したす
べてのイベントを表示します。 

[インベントリ] ボタンの任意のオブジェクトの[イベント]タブ。これらの[イベン
ト ] タブのリストは、選択したデータセンター、ホストまたは仮想マシンで発生
したイベントのみを表示します。 

最新のイベントは、スクロール リストの最後に表示されます。メッセージは、情報、
エラーまたは警告のタイプで識別されます。メッセージもまた、カラー コード化さ
れます。短縮されたイベント メッセージが、パネルの説明部に表示されます。選択
したイベント メッセージの詳細バージョンは、パネルの [ イベントの詳細 ] 部に表示
されます。通常、[イベントの詳細 ] エントリは、イベントが発生したホストや仮想
マシンを示し、発生したアクションを説明します。イベントのオブジェクトは、オブ
ジェクトの個々のイベント ページへのリンクです。

このセクションの内容は以下のとおりです。

すべてのイベント メッセージの表示（P.310）

選択したイベント メッセージの表示（P.312）

イベント メッセージのソートおよびフィルタ（P.313）

イベント メッセージのエクスポート（P.314）

すべてのイベント メッセージの表示
[ イベント ] タブは、[ インベントリ ] パネルからリソースプール、ホストまたは仮想
マシン オブジェクトを選択すると使用できます。このイベントの表示は、VI クライ
アントが ESX Server に接続されているときに利用できます。

注意 VirtualCenter Server に接続されている場合、[ イベント ] は [ タスク ] タブと結合され
ています。
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図 17-1.  ESX Server に接続されている VI クライアント - [ インベントリ ] - [ 仮想マ 
シン ] - [ イベント ] タブ

イベント詳細を表示するには

[ インベントリ ] パネルから、[ イベント ] タブをクリックします。イベントをクリッ
クします。

[イベントの詳細 ]フィールドに、イベントの追加情報が表示されます。

イベント　Virtual Infrastructure Client のアクティビティを通知するメッセージで
す。 イベント メッセージは、製品で事前に定義されています。

ログ　選択したイベント メッセージについて保存されている参照情報です。ロ
グは、製品で事前に定義されています。選択したログが生成されるかどうかを設
定できます。

注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または
ESX Server に接続されているかで異なります。特に説明がない限り、プロセス、
タスクまたは説明は、両方のタイプの接続に適用されます。
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選択したイベント メッセージの表示
インベントリ パネルの各オブジェクトは、情報パネルに [ イベント ] タブがありま
す。表示される各イベントは、すべてのサーバ イベントのオブジェクト固有のサブ
セットです。 

オブジェクトのイベント メッセージおよびイベント詳細を表示する

1 VirtualCenter Server または ESX Server に接続されている VI クライアントから、
ナビゲーション バーで [ インベントリ ] ボタンをクリックします。必要な場合、
インベントリを拡張してください。

2 インベントリ パネルで、必要に応じて、フォルダ、クラスタ、リソース プール、
ホストまたは仮想マシンを選択します。

ホストを選択する場合、そのホストのすべての仮想マシンのイベント メッセー
ジがイベント ログに含まれます。

3 [ イベント ] タブをクリックします。

4 イベントをクリックします。

オブジェクトに関連するリンクのすべてのフル テキスト メッセージが、[ イベン
ト詳細 ] ボックスに表示されます。

5 [ イベント詳細 ] ボックスで青くハイライト表示されたいずれかの項目をクリッ
クします。

ビューが変わり、選択したリンク オブジェクトが表示されます。
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イベント メッセージのソートおよびフィルタ 
コラム ラベルのヘッダをクリックして、リストのすべてのアイテムをソートします。
コラム ヘッダの三角形は、ソート順序が昇順か降順かを示します。

リストをソートする 

コラムの見出しをクリックし、このコラムへのエントリでリストを再ソートします。
現在の選択は変更されません。

昇順または降順を変更するには 

コラム見出しをクリックして、昇順と降順を切り替えます。

リスト項目を選択するには 

単一の項目をクリックします。[ イベント ] パネルの複数のアイテムを選択するには、
<Shift> を押しながらクリックまたは <Ctrl> を押しながらクリックします。 

選択したコラムだけを表示するには 

任意のコラム見出しをクリックし、リストから表示するデータ フィールドを選択し
ます。 

選択したアイテムを検索およびリストするには

1 [ ビュー ] - [ フィルタ ] を選択して、フィルタ オプションを表示します。

2 テキストをデータ フィールドに入力します。データ フィールドを空にするため、
[クリア ] をクリックします。
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検索用語に一致する複数のコラムのエントリが表示されます。例えば、検索用語
「ライセンス」が [ 説明 ] および [ タスク ] コラム エントリの両方で検索されます。

 イベント メッセージのエクスポート
イベント ログ ファイルのすべてまたは一部をエクスポートするオプションがあります。

イベント ファイルをエクスポートする

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、[ ファイル ] - [ エク
スポート ] - [ イベントのエクスポート ]を選択します。

2 エクスポートするメッセージの期間およびタイプを指定します。

3 エクスポートするファイルのファイル名、ファイル タイプおよび保存場所を指
定します。[名前を付けて保存 ] ダイアログ ボックスを表示します。

ファイルがテキスト ファイルとして保存されます。

4 [ タイプ ] ラジオ ボタンを選択して、エクスポート ファイルに含めるエラーのタ
イプを指定します。

ユーザーが生成したイベントとシステムによって生成されたイベントのいずれを
含めるかを選択できます。

すべてまたは特定のユーザーを指定できます。[参照 ] をクリックし、ユーザー
のサブセットを選択します。
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5 エクスポートするイベントの時間範囲を指定します。オプションは、[時 ]、[日 ]、
[週 ]、[月 ]および [開始 /終了 ]です。

6 エクスポートするイベントの数を、すべてまたは特定の数で指定します。

7 [OK] をクリックし、選択したデータのファイルを作成します。

VirtualCenter は、提供されているファイル拡張子に基づいて選択データのファイルを
作成し、指定場所にファイルを保存します。ファイル拡張子がない場合、デフォルト
でテキスト ファイルになります。ファイルには、[ タイプ ]、[ 時間 ] および [ 説明 ] が
含まれます。

アラームの管理
アラームは、選択したイベントに対応して発生する特定の通知です。 いくつかのア
ラームは、製品デフォルトで定義されています。追加アラームを作成したり、選択し
たインベントリ オブジェクトまたはすべてのインベントリ オブジェクトに適用する
ことができます。

このセクションの内容は、以下のとおりです。

アラームについて（P.316）

メール メッセージ SMTP アラーム通知の準備（P.318）

SNMP アラーム通知の準備（P.319）

アラームの作成（P.321）

アラームの編集（P.327）

アラームの削除（P.328）

インベントリ パネルの [ アラーム ] タブは、指定イベントでアクティブ化された選択
オブジェクトのアラームのリストを表示します。アラームは、ホストと仮想マシンに
適用でき、フォルダーやリソース プールなどの親エンティティ内で定義できます。

[アラーム ] タブには、ボタンを介して使用できる 2つのビューがあります。

注意 表示されるビューおよび機能は、VI クライアントが VirtualCenter Server または ESX 
Server に接続されているかで異なります。[アラーム ] オプションは、VI クライアン
トが ESX Server に接続されている場合は使用できません。

注意 アラームは、VirtualCenter Server を介してのみ設定できます。VI クライアントに直接
接続されている ESX Server ホストにはアラーム機能はありません。アラーム機能を使
用するには、VirtualCenter Server を介して ESX Server を管理します。
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アラーム　選択したインベントリ アイテムに対してトリガされるアラームを表
示します。

図 17-2.  VirtualCenter Server に接続されている VI クライアント - [ インベントリ
: ホストおよびクラスタ ] - [ ホスト ] - [ アラーム ] タブ - [ アラーム ] ボタン

定義　選択したインベントリ アイテムを監視するアラームを表示します。ア
ラームで構成されているイベントが発生した場合、アラームがトリガされ、サー
バは構成されているアクション（たとえば、メール通知の送信）を実行します。

図 17-3.  VirtualCenter Server に接続されている VI クライアント - [ インベント
リ：ホストおよびクラスタ ] - [ ホスト ] - [ アラーム ] タブ - [ 定義 ] ボタン

アラームについて
アラームは、選択したイベントがホストまたは仮想マシンで発生すると、通知メッ
セージを送信します。アラームは、オブジェクトのステータス レベル、または階層
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の集合のオブジェクトを示します。アラームは、フォルダ、データ センター、クラ
スタ、リソース プール、ホストおよび仮想マシンを含む、すべての階層レベルで定
義できます。

アラームは、親レベルから継承され、子レベルで変更または上書きすることはできま
せん。新規アラームを任意のオブジェクトに追加する場合、そのすべての子レベルで
強制されるアラームの集合の一因となります。

アラームが作成される場合、VirtualCenter は、関連するデータ センター、ホストお
よび仮想マシンでアクションを実行するユーザー許可を確認します。アラームが作成
されると、作成したユーザーにアラームを実行する許可がなくなっても、アラームは
実行されます。

アラームはホストまたは仮想マシンのいずれかに適用されます。各アラームは、トリ
ガするイベントおよび通知方法があります。

アラームのトリガには以下の 2種類があります。

パーセント　ホスト プロセッサ（または CPU）の使用状況、ホスト メモリ使用
状況、仮想マシンプロセッサ（または CPU）の使用状況、仮想マシン メモリ、
および仮想マシン ハートビートを監視します。

トリガオプションは、[より上 ]（パーセント）および [ より下 ]（パーセント）
です。仮想マシン ハートビートのデフォルト モニタは、[ より下 ] に設定されて
います。その他のすべてのパーセント オプションのデフォルト監視は、[より上 ]
です。

状態　ホストおよび仮想マシンの状態を監視します。

トリガオプションは、[同じ ]（状態）および [ 異なる ]（状態）です。

アラーム通知方法には何種類かあります。

通知メール メッセージを送信する 

SMTP は、メール メッセージを送信します。SMTP は、メール メッセージ送信時
に準備ができている必要があります。SMTP を設定する方法は 2種類あります。
VirtualCenter を使用する方法あるいは、Microsoft Outlook Express を使用する方
法です。 VirtualCenter 設定は、Outlook Express の SMTP 設定が正しい場合、必要
ないことがあります。

VirtualCenter Server は、メール メッセージの件名および本文のテキストを生成し
ます。[宛先 ]（レシーバ）だけはユーザーが入力する必要があります。メッ
セージが送信されるメール メッセージ アドレスを指定します。コンマまたはセ
ミコロンで、複数の受信者の名前を区切ります。

通知トラップを送信する
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VirtualCenter Server は、デフォルトの SNMP通知レシーバです。SNMP トラップ 
ビューアは、送信トラップを表示する必要があります。VirtualCenter Server ホス
トは、SNMP トラップを受信できるように設定する必要があります。「SNMP ア
ラーム通知の準備（P.319）」を参照してください。

スクリプトを実行する 

ユーザー スクリプト コマンドおよびその引数は、１つの文字列にフォーマット
化する必要があります。

ユーザー スクリプトは、個別のプロセスとして動作するので、VirtualCenter 
Server プロセスをブロックしません。 ただし、スクリプトの実行は、プロセッサ
やメモリなど VirtualCenter Server マシンのリソースを消費します。

仮想マシンをサスペンドする

仮想マシンをパワー オフにする

仮想マシンをリセットする

アラームで使用できるアクションは、以下のセクションで説明します。

メール メッセージ SMTP アラーム通知の準備（P.318）

SNMP アラーム通知の準備（P.319）

アラームの作成（P.321）

アラームの編集（P.327）

アラームの削除（P.328）

メール メッセージ SMTP アラーム通知の準備
メール メッセージを使用して SMTP 通知を送信する場合、以下のことを実行する必
要があります。

SMTP およびメール メッセージ アドレス情報を定義する 

アラーム作成時に通知受信者のメール メッセージ アドレスを指定する
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SMTP およびメール メッセージ アドレス情報を定義する

1 VI クライアントから、[ 管理 ] - [ サーバの設定 ] - [ メール ] を選択します。

2 メール メッセージ通知の SMTP サーバおよび SMTP ポートを設定します。

SMTPサーバ　メールメッセージ送信に使用するSMTPゲートウェイのDNS名
または IP アドレス。

送信者アカウント　たとえばmail_serverdatacenter.com. など、送信者の
メールアドレス。

3 [OK] をクリックします。

SNMP アラーム通知の準備
SNMP トラップを使用するには、以下を設定する必要があります。

VirtualCenter Server ホスト

VirtualCenter からのトラップを受け取る SNMPレシーバ サーバ

アラームを作成する場合、1つのトラップがトリガおよび送信されます。アラーム パ
ラメータには以下のものがあります。

タイプ　VirtualCenter がアラームを監視している状態。オプションには、[ ホスト 
プロセッサ（またはCPU）使用状況 ]、[ ホスト メモリ使用状況 ]、[ホスト状態 ]、
[ 仮想マシン プロセッサ（または CPU）使用状況 ]、[ 仮想マシン メモリ使用状
況 ]、[ 仮想マシン状態 ]、[ 仮想マシン ハートビート ] があります。
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名前　アラームをトリガするホストまたは仮想マシンの名前。

古いステータス　アラームがトリガされる前のアラーム ステータス。

新規ステータス　アラームがトリガされるときのアラーム ステータス。

オブジェクト値　アラームがトリガされるときのオブジェクト値。

SNMP情報を定義する

1 VI クライアントから、[ ファイル ] - [ VIrtualCenter の設定 ] を選択して、[ 詳細 ] 
タブをクリックします。

2 必要に応じて、SNMPおよびメール アドレスを入力します。

最大 4つの SNMP トラップのレシーバを設定します。これらは、1、2、3、4と
数値順に設定する必要があります。各 SNMPトラップには、対応するホスト名、
ポートおよびコミュニティが必要です。次はその例です。

レシーバURL  SNMP レシーバのDNS 名および IP アドレス。

レシーバポート  レシーバのポート番号。

ポート値が空の場合、VirtualCenter はデフォルト ポートを使用します。デ
フォルト ポートは 902 です。

コミュニティ ストリングコミュニティ識別子。

3 [OK] をクリックします。
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アラームの作成
メール メッセージまたは SNMP通知を使用する場合、「メール メッセージ SMTP ア
ラーム通知の準備（P.318）」を参照して、アラーム作成前にアドレス情報を定義して
ください。

アラームを作成する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、[ インベントリ ] ボ
タンをクリックします。必要に応じてインベントリを拡張して、該当するオブ
ジェクトをクリックします。[ アラーム ] タブをクリックして、[ 定義 ] ボタンを
クリックします。

2 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ アラーム ] を選択します。

フォルダー、データ センター、またはクラスタから開始する場合、[アラーム プ
ロパティ ] ダイアログ ボックスに、ホストまたは仮想マシンのいずれかのアラー
ムを作成するオプションが表示されます。リソース プール、ホストまたは仮想
マシンから開始する場合、[ ホストの監視 ] または [VMの監視 ] が事前に選択さ
れ、他のオプションはディム表示されます。



基本システム管理

322 VMware, Inc. 

3 アラーム タイプを選択します。

4 [ 全般 ] タブで、アラームの名前、監視するオブジェクト（ホストまたは仮想マ
シン）、トリガ優先度、およびこのアラームを有効にするかどうかを指定します。

トリガ優先度は、[赤 ] または [ 緑 ] に設定できます。

赤　デフォルトです。優先度が赤のアラームを最初にトリガします。次に黄
色、最後に緑のアラームをトリガします。

緑　優先度が緑のアラームを最初にトリガします。次に黄色、最後に赤のア
ラームをトリガします。

5 アラームを定義してアクティブにしない場合、[有効にする ] ボックスの選択を
解除します。
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6 [ トリガ ] タブをクリックして、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

[トリガ ] タブには、4つのプルダウン メニューがあります。

トリガ タイプ

リストされているオプションは、ホストまたは仮想マシンのいずれかに適用
されます。

ホスト アラームの場合、オプションは [ ホスト プロセッサ（または CPU）
の使用状況 ]、[ ホスト メモリの使用状況 ]、[ ホスト ネットワークの使用状
況 ]、[ ホスト ディスクの使用状況 ]、および [ ホストの状態 ] です。

仮想マシン アラームの場合、オプションは、[VMプロセッサ（または CPU）
の使用状況 ]、[VMメモリの使用状況 ]、[VMネットワークの使用状況 ]、
[VMディスクの使用状況 ]、および [VMの状態 ] です。

状態

パーセント トリガのオプションは、[より上 ]（パーセント）および [ より
下 ]（パーセント）です。

状態トリガのオプションは、[同じ ]（状態）および [ 異なる ]（状態）です。

警告（黄色）状態またはパーセントおよび [ アラート ]（赤）状態またはパー
セント

パーセント オプションの範囲は、増分値 5%で 5%～ 100%です。終了条件
は、nパーセントで黄色の条件と見なされます。

仮想マシン状態オプションは、[作成 ]、[ 移行 ]、[ 接続 ]、[ 切断 ]、
[VMotion での移行 ]、[ 再接続 ]、[ 削除 ]、[ リセット ]、[ 再開 ]、[ 開始 ]、 
[ 停止 ]、[ 中断 ]、[ 切断済み ]、[ 初期 ]、[ 孤立 ]、[ パワー オフ ]、[ パワー 
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オン ]、および [ 中断済みのアクティビティ ] に対応します。ホスト状態オ
プションは、[接続 ]、[ 切断 ]、[ 再接続 ]、[ 削除 ]、[ シャット ダウン ]、 
[ 接続済み ]、および [ 切断済みのアクティビティ ]に対応します。終了状態
は、選択した状態で黄色の条件と見なされます。

終了 /終了元および開始 /開始先に対応する色は、[アクション ] タブで設
定されます。デフォルトは、[黄色から赤へ ] です。

7 （オプション）アラーム トリガ イベントの複数の条件を定義します。[ 追加 ] を
クリックします。各条件のパラメータを入力します。

8 アラームがトリガされるときのレポート作成頻度を指定します。[許容範囲 ] と 
[ 頻度 ] に値を入力します。
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9 アラームがトリガされるときに実行されるアクションを指定します。

10 [ アクション ] タブをクリックします。[ 追加 ] ボタンをクリックします。該当す
るチェックボックスをクリックします。

レベル変更には 4種類あります。[ 緑から黄色へ ]、[ 黄色から赤へ ]、[ 赤から黄
色へ ]、[ 黄色から緑へ ] です。各レベル変更にアクションを添えます。

11 イベントがトリガされるときに実行されるアクションを選択し、関連する情報を
指定します。

オプションは以下のとおりです。

通知メールの送信

[ 値 ] フィールドに通知受信者のメール アドレスを入力します。

SMTP は通知メールを送信します。SMTP は、メール送信時に準備ができて
いなければなりません。SMTP を設定する方法は 2種類あります。
VirtualCenter を使用する方法あるいは、Microsoft Outlook Express を使用す
る方法です。VirtualCenter 設定は、Outlook Express の SMTP 設定が正しい
場合、必要ないことがあります。

VirtualCenter Server は、メール メッセージの件名および本文のテキストを生
成します。[宛先 ] リスト（レシーバ）だけはユーザーが入力する必要があ
ります。メッセージが送信されるメール アドレスを指定します。コンマま
たはセミコロンで複数の受信者を区切ります。「メール メッセージ SMTP ア
ラーム通知の準備（P.318）」を参照してください。



基本システム管理

326 VMware, Inc. 

通知トラップの送信

デフォルトの SNMP通知レシーバ、VirtualCenter Server があります。 SNMP
トラップ ビューアは、送信トラップを表示する必要があります。
VirtualCenter Server ホストは、SNMP トラップを受信できるように設定する
必要があります。「SNMP アラーム通知の準備（P.319）」を参照してくださ
い。

スクリプトの実行

スクリプトのパスを提供します。

ユーザー スクリプト コマンドおよびその引数は、１つの文字列にフォー
マット化する必要があります。

ユーザー スクリプトは、他のプロセスで実行され、VirtualCenter Server の実
行をブロックしません。 ただし、スクリプトは、プロセッサやメモリなどの
サーバ リソースを消費します。 

{eventDescription}　イベントをトリガするアラームのフル フォーマット メッ
セージ
{entityName}　アラームがトリガされるエンティティの名前
{alarmName}　トリガされるアラームの名前
{triggeringSummary}　トリガ値を伴うアラームの要約情報
{declaringSummary}　アラーム宣言の要約情報
{oldStatus}　トリガされる前のアラーム ステータス
{newStatus}　トリガされた後のアラーム ステータス
{entityObject}　トリガ アラームとしてのインベントリ オブジェクト
スクリプト例 :
"c:¥MyAlarmProcess.bat {entityName} {alarmName}"

2 つのアラーム トリガ パラメータがバック ファイルに渡されます。最初の
パラメータはエンティティの名前で、2つめはアラームの名前です。エン
ティティの名前が MyEntityで、アラームの名前が MyAlarmの場合、スク
リプトは "c:¥MyAlarmProcess.bat MyEntity MyAlarm"になります。

      "d:¥tools¥alarm.exe '{entityName}' '{alarmName}' {newStatus}"

3 つのアラーム トリガ パラメータが実行ファイルに渡されます。最初はエ
ンティティ名、2つめはアラーム名、3つめはトリガ後のアラーム ステータ
スです。エンティティの名前が my dummy vm、アラーム名が my test 

alarm、新規ステータスが赤の場合、スクリプトは以下のようになります。

      "d:¥tools¥alarm.exe ‘my dummy vm’ ‘my test alarm’ red”

仮想マシンのパワーオン、パワーオフ、中断またはリセット

これは、仮想マシン アラームにのみ適用されます。 

12 アラームを完了するには、[OK] をクリックします。



VMware, Inc. 327

17 章  タスク、イベントおよび アラームの管理

 

VirtualCenter は、アラームの設定を確認し、選択したオブジェクトのアラーム 
リストにアラームを追加します。

[定義 ] コラムは、アラームが定義されているインベントリ階層での場所を示し
ます。

アラームの編集
アラームは変更できますが、アラームが作成された階層レベルで編集する必要があり
ます。簡単な変更は、アラームを有効または無効にすることです。アラームが無効な
場合、アラーム リスト アイコンに Xが表示されます。

既存のアラームを編集する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション
バーで [ インベントリ ] ボタンをクリックします。必要に応じてインベントリを
拡張して、[アラーム ] タブをクリックして、[ 定義 ] ボタンをクリックします。

2 変更するアラームが現在の場所で定義されていない場合、[定義 ] コラムでリン
クされているオブジェクトをクリックします。

VirtualCenter は、アラームが定義されたオブジェクトの [ アラーム ] パネルを表
示します。
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3 編集するアラームを選択します。[ インベントリ ] - [ アラーム ] - [ 設定の編集 ] を
選択します。アラームの [ 定義 ] コラムのエントリは、[ このオブジェクト ] でな
ければなりません。

4 アラームの全般設定、トリガまたはアクションを必要に応じて編集します。[OK] 
をクリックします。

VirtualCenter は、アラームの設定を確認し、選択したオブジェクトのアラームを
編集します。詳細については、「アラームの作成（P.321）」を参照してください。

アラームの削除
アラームが定義されたオブジェクトからアラームを削除します。アラームを継承する
子からアラームを削除することはできません。

アラームを削除する

1 VirtualCenter Server に接続されている VI クライアントから、ナビゲーション
バーで [ インベントリ ] ボタンをクリックします。必要に応じてインベントリを
拡張して、[アラーム ] タブをクリックして、[ 定義 ] ボタンをクリックします。

2 変更するアラームが現在の場所で定義されていない場合、[定義 ] コラムでリン
クされているオブジェクトをクリックします。VirtualCenter は、アラームが定義
されたオブジェクトの [ アラーム ] パネルを表示します。
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3 アラームを削除するには、目的のアラームを選択し、[ インベントリ ] - [ アラー
ム ] - [ 削除 ] を選択します。

確認のためのポップアップ ウィンドウが表示されます。

4 [ はい ] をクリックします。

アラームが削除されます。



基本システム管理

330 VMware, Inc. 



VMware, Inc. 331 

付録



基本システム管理

332 VMware, Inc. 



VMware, Inc. 333 

A

次の表は、デフォルトの権限の一覧です。ロールで選択するときにユーザーとペアに
して、オブジェクトに割り当てることができます。 表の VC は VirtualCenter Server、
HC はホスト クライアントであるスタンドアロン ESX Server を示します。

権限を設定する際は、すべてのオブジェクト タイプに各特定のアクションに対し適
切な権限が設定されていることを確認してください。操作によっては、処理中のオブ
ジェクトにアクセスすることに加え、ルート フォルダや親フォルダに対するアクセ
ス権限が必要になる場合があります。また、親フォルダと関連オブジェクトへのアク
セスあるいは実行権限が必要になる場合もあります。インベントリ オブジェクトへ
の権限の適用については、「第 15章 ユーザー、グループ、 パーミッション、および 
ロールの管理（P.253）」を参照してください。

定義済みのグループ権限のリストについては、「表 15-1 デフォルト ロール（P.262）」
を参照してください。

この付録の内容は、以下のとおりです。

アラーム管理（P.334）

データセンター（P.335）

データストア（P.336）

フォルダ（P.336）

グローバル（P.337）

ホスト構成（P.339）

ホスト インベントリ（P.341）

ホストのローカル操作（P.342）

定義済み許可 A
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ネットワーク（P.343）

許可（P.344）

パフォーマンス（P.343）

許可（P.344）

スケジュール設定されたタスク（P.346）

セッション（P.347）

仮想マシンの構成（P.348）

仮想マシンの対話（P.350）

仮想マシンのインベントリ（P.352）

仮想マシンのプロビジョニング（P.353）

仮想マシンの状態（P.355）

アラーム管理
表A-1.  アラーム管理特権 

特権名 内容 使用
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

アラームの 
作成 1

新しいアラームを作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ アラーム ] タブ ポップアップ メニュー、
[ ファイル ] メニュー

VCのみ アラーム  
オブジェク
トの親

すべての 
インベント
リ項目

アラームの 
削除

既存のアラームを削除する。
ユーザー インターフェイス要素  
[ アラーム ] タブ ポップアップ メニュー、
[ ファイル ] メニュー

VCのみ アラーム  
オブジェク
トの親

すべての 
インベント
リ項目

アラームの 
変更

既存のアラームのプロパティを変更 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ アラーム ] タブ ポップアップ メニュー、
[ ファイル ] メニュー

VCのみ アラーム  
オブジェク
トの親

すべての 
インベント
リ項目

1 アラームをカスタム アクションを使って作成する時、アクション実行に必要な権限がアラーム作成
時に確認される。
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データセンター
表A-2.  データセンター特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

データセン
ターの作成

新しいデータセンターを作成する。
ユーザー インターフェイス要素  
[ インベントリ ] ポップアップ メ
ニュー、ツールバー ボタン、[ ファイ
ル ] - [ 新規データセンター ]

VC のみ データセン
ター

データセン
ター フォ 
ルダ

データセン
ターの削除

データセンターを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] ポップアップ メ
ニュー、[ インベントリ ] - [ データセン
ター ] - [ 削除 ] 、[ 編集 ] - [ 削除 ]

VC のみ データセン
ターと親オ
ブジェクト

データセン
ター

データセン
ターの移動

データセンターを移動する。
移動元と移動先の両方に特権が必要。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] のドラッグ アンド ド
ロップ

VCのみ データセン
ター、移動
元と移動先

データセン
ター、データ
センター 
フォルダ

データセン
ター名の変更

データセンターの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
インベントリ オブジェクト、[インベン
トリ ] ポップアップ メニュー、[ 編集 ] -  
[ 名称変更 ] 、[ インベントリ ] - [ デー
タセンター ] - [ 名称変更 ]

VC のみ データセン
ター

データセン
ター
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データストア

フォルダ

表A-3.  データストアの特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

データストア
の参照

データストアのファイルを参照する。
ユーザー インターフェイス要素 
既存ディスクの追加、CD-ROM、フ
ロッピー メディア、シリアル ポート 
ファイル、パラレル ポート ファイルの
参照

HCおよび
VC

データ 
ストア

データストア

データストア
の削除

データセンターを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ データストア ] ポップ
アップ メニュー、[ 編集 ] - [ 削除 ]、[
インベントリ ] - [ データストア ] -  
[ 削除 ]

HC および
VC

データ 
ストア

データストア

データストア 
ファイルの 
削除

データストアのファイルを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ データストア ブラウザ ] ツールバー 
ボタン、[ データストア ] ポップアップ 
メニュー

HCおよび
VC

データ 
ストア

データストア

データストア
名の変更

データストアの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素  
[ データストアのプロパティ ] ダイアロ
グの [ 変更 ] ボタン、[ ホスト サマリ ] 
タブ ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

データ 
ストア

データストア

表A-4.  フォルダの特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

フォルダの 
作成

新しいフォルダを作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
タスクバー ボタン、[ ファイル ] メ
ニュー、ポップアップ メニュー

VCのみ フォルダ フォルダ

フォルダの 
削除

フォルダを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー、ポップアップ メ
ニュー

VCのみ フォルダと親
オブジェクト

フォルダ
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グローバル

フォルダの 
移動

フォルダを移動する。
移動元と移動先の両方に特権が必要。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] のドラッグ アンド ド
ロップ

VCのみ フォルダ、移
動元と移動先

フォルダ

フォルダ名の
変更

フォルダの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] ペインの [ オブジェク
ト ] テキスト フィールド、ポップアッ
プ メニュー、[ ファイル ] メニュー

VCのみ フォルダ フォルダ

表A-4.  フォルダの特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

表 A-5.  グローバル特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

タスクの 
キャンセル

実行中のタスクまたは待機タスクを 
キャンセルする。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 最近のタスク ] ペイン ポップアップ メ
ニュー、[ タスクとイベント ] のポップ
アップ メニュー  （クローン作成および
テンプレートへのクローン作成をキャン
セル可能）

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクト

タスクに関
連するイン
ベントリ オ
ブジェクト

診断 診断ファイル、ログ ヘッダ、バイナリ 
ファイル、診断バンドルのリストを取得
する。
ユーザー インターフェイス要素  
[ ファイル ] - [ エクスポート ] - [ 診断デー
タのエクスポート ] 、[ 管理者システム ロ
グ ] タブ

VC のみ 任意のオブ
ジェクト

ルート  
フォルダ

ライセンス インストールされているライセンスを表
示し、ライセンスの追加や削除を行う。
ユーザー インターフェイス要素  
[ ライセンス ] タブ、[ 構成 ] - [ ライセンス
機能 ]

HC および
VC

任意のオブ
ジェクト

ルート  
フォルダ
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ログ イベント 特定の管理対象エンティティに対する
ユーザ定義のイベントをログに記録 
する。
ユーザー インターフェイス要素  
ホストのシャットダウンまたは再起動時
に理由を要求する

HCおよび
VC

すべてのオ
ブジェクト

すべての 
インベント
リ オブジェ 
クト

カスタム プロ
パティの管理

管理対象エンティティのカスタムフィー
ルドの追加、削除、名前変更。
ユーザー インターフェイス要素  
[ 管理 ] - [ カスタム属性 ]

VC のみ すべてのオ
ブジェクト

ルート  
フォルダ

カスタム プロ
パティの設定

カスタム フィールドの表示、作成、 
削除。
ユーザー インターフェイス要素 
定義されたフィールドを表示し、設定を
許可するいずれかのリスト ビュー

VCのみ すべてのオ
ブジェクト

すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

設定 ランタイム VC構成設定の読み込みや変
更を行う。
ユーザー インターフェイス要素  
[ 管理 ] - [VMware VirtualCenter 設定 ] ファ
イル メニュー

VCのみ すべてのオ
ブジェクト

ルート  
フォルダ

VCサーバ VMotion 送受信処理を準備または開始 
する。
この特権に関連付けられている VI クライ
アントのユーザー インターフェイス要素
はなし。

VCのみ すべてのオ
ブジェクト

ルート  
フォルダ

表A-5.  グローバル特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト
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ホスト構成
表A-6.  ホスト構成特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

詳細構成 ホスト構成で詳細オプションを設定 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ 詳細設定 ]、インベン
トリ階層ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

ホスト ホスト

SNMP 設定の
変更

SNMP エージェントの編集、再起動、
停止。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCおよび
VC

ホスト ホスト

接続 ホストの接続状態（接続中または切
断）を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
ホストを右クリック

VCのみ ホスト ホスト

ハイパー ス
レッド機能

ホストの CPU スケジューラでハイパー
スレッド機能の有効化または無効化を
行う。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ プロセッサ ]

HC および
VC

ホスト ホスト

保守 ホストでメンテナンス モードを開始、
終了して、ホストをシャットダウン、
再起動する。
ユーザー インターフェイス要素  
[ ホスト ] ポップアップ メニュー、 
[ インベントリ ] - [ ホスト ] - [ メンテ 
ナンス モードへの切り替え ]

HC および
VC

ホスト ホスト

メモリ構成 構成済みのサービス コンソール メモリ
の予約を設定する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ メモリ ]

HC および
VC

ホスト ホスト

インターネッ
ト サービス

サービス コンソールによって提供され
るインターネット サービス（SSH、
telnet、SNMP など）の有効化または無
効化を行う。
ユーザー インターフェイス要素  
[ ホスト構成 ] - [ セキュリティ プロファ
イル ]

HC および
VC

ホスト ホスト
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ネットワーク
構成

ネットワーク、ファイアウォール、
VMotion ネットワークを構成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ ネットワーク ] 、 
[ ネットワーク アダプタ ] 、[DNS およ
びルーティング ]

HC および
VC

ホスト ホスト

システム  
リソース設定

システム リソース階層の構成をアップ
デートする。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ システム リソース割り
当て ]

HC および
VC

ホスト ホスト

ストレージ 
パーティ 
ション構成

VMFS データストアおよび診断パー
ティションの管理、新しいストレージ 
デバイスのスキャン、iSCSI の管理を 
行う。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ ストレージ ] 、[ スト
レージ アダプタ ] 、[ ホスト構成 ] タブ
のデータストア ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

ホスト ホスト

仮想マシンの
自動起動構成

単一ホスト上の仮想マシンの自動起動
および自動停止の順番を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ホスト構成 ] - [ 仮想マシンの起動 / 
停止 ]

HC および
VC

ホスト ホスト

表A-6.  ホスト構成特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト
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ホスト インベントリ
表A-7.  ホスト インベントリ特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

ホストをクラ
スタに追加 
する

既存のクラスタにホストを追加する。
ユーザー インターフェイス要素  
[ インベントリ ] ポップアップ メニュー

VCのみ ホスト クラスタ

スタンド 
アロン ホスト
の追加

スタンドアロン ホストを追加する。
ユーザー インターフェイス要素  
ツールバー ボタン、[ インベントリ ] 
ポップアップ メニュー、[インベントリ ] - 
[ データセンター ] - [ ホストの追加 ] 、 
[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ ホストの追加 ] 、 
[ ホスト ] タブ ポップアップ メニュー

VCのみ ホスト データセン
ター、ホスト 
フォルダ

クラスタを作
成する

新しいクラスタを作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
ツールバー ボタン、[ インベントリ ] 
ポップアップ メニュー、[インベントリ ] - 
[ データセンター ] - [ 新規クラスタ ] 、 
[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ クラスタ ]

VC のみ クラスタ データセン
ター、ホスト 
フォルダ

クラスタの 
削除

クラスタまたはスタンドアロン ホストを
削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] ポップアップ メニュー、
[ 編集 ] - [ 削除 ]、[ インベントリ ] - [ クラ
スタ ] - [ 削除 ]

VC のみ クラスタと親
オブジェクト

クラスタ、 
ホスト

クラスタの 
変更

クラスタのプロパティを変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] ポップアップ メニュー、
[ インベントリ ] - [ クラスタ ] - [ 設定の編
集 ] 、[ 全般 ] タブ

VCのみ クラスタ クラスタ

クラスタの 
移動

フォルダ間でクラスタを移動する。
移動元と移動先の両方に特権が必要。
ユーザー インターフェイス要素 
インベントリ階層

VCのみ クラスタ、移
動元と移動先

クラスタ、 
ホスト フォ
ルダ

ホストの移動 既存のホスト一式をクラスタに移動 
する。
移動元と移動先の両方に特権が必要。
ユーザー インターフェイス要素 
インベントリ階層のドラッグ アンド ド
ロップ

VCのみ ホスト、移動
元と移動先

クラスタ、 
ホスト フォ
ルダ
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ホストのローカル操作

クラスタから
のホストの 
削除

クラスタ内のホストまたはスタンド 
アロン ホストの削除。
ユーザー インターフェイス要素  
インベントリのクラスタからのドラッグ 
アンド ドロップ、ポップアップ メュー、
[ インベントリ ] - [ ホスト ] - [ 削除 ]

VC のみ クラスタと親
オブジェクト

クラスタ、 
ホスト フォ
ルダ

クラスタ名の
変更

クラスタ名を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
インベントリのシングル クリック、イン
ベントリ階層のポップアップ メニュー、
[インベントリ ] - [ クラスタ ] - [ 名称変更 ]

VC のみ クラスタ クラスタ

表A-7.  ホスト インベントリ特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表 A-8.  ホストのローカル操作特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

仮想マシンの
作成

ホストに登録せずにディスク上でゼロ
から新しい仮想マシンを作成する。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCのみ ルート  
フォルダ

ルート 
フォルダ

仮想マシンの
削除

登録の有無に関係なく、ディスク上の
仮想マシンを削除する。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCのみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ

エージェント
のインス 
トール

ホストにさまざまなエージェント
（vpxa、aamなど）のインストールま
たはアンインストールを行う。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCのみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ

ユーザー グ
ループの管理

ホストでローカル アカウントを管理 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ VI クライアントが直接ホストにログ 
オンしている場合のみ表示）

HCのみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ
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ネットワーク

パフォーマンス

表A-9.  ネットワーク特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェク
ト

ネットワーク
の削除

ネットワークを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
インベントリ ネットワーク ポップアッ
プ メニュー、[ 編集 ] - [ 削除 ]、[ イン
ベントリ ] - [ ネットワーク ] - [ 削除 ]

HC および
VC

データ 
センター

データ 
センター

表A-10.  アラーム管理特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェク
ト

間隔の変更 パフォーマンス データの収集間隔の作
成、削除、アップデート。
ユーザー インターフェイス要素  
[VC 設定 ] - [ 統計 ]

VC のみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ
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 許可

リソース

表A-11.  許可特権 

特権名 内容 使用
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェク
ト

許可の変更 エンティティに対して 1つまたは複数
の許可ルールを定義するか、エンティ
ティで特定のユーザーまたはグループ
に既存のルールがある場合はルールを
アップデートする。
ユーザー インターフェイス要素  
[ パーミッション ] タブ ポップアップ メ
ニュー、[ インベントリ ] - [ パーミッ
ション ] メニュー

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクトと
親オブジェ
クト

すべての 
インベント
リ項目

ロールの変更 ロール名および特権をアップデート 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ロール ] タブ ポップアップ メニュー、
ツールバー ボタン、[ ファイル ] メ
ニュー

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクト

ルート  
フォルダ

ロール許可の
再割り当て

ロールのすべての許可を別のロールに
再度割り当てる。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ロールの削除 ] ダイアログ ボックス ラ
ジオ ボタンおよび関連メニュー

HCおよび
VC

任意のオブ
ジェクト

ルート  
フォルダ

表A-12.  リソース特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

推奨の適用 推奨された VMotion を使用することを
サーバに要求する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ クラスタ移行 ] タブ

VCのみ クラスタ クラスタ

仮想マシンを
プールに割り
当てる

仮想マシンをリソース プールに割り当
てる。
ユーザー インターフェイス要素  
VM作成ウィザード

HCおよび
VC

リソース 
プール

リソース 
プール
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コールド移行 実行中の仮想マシンを特定のリソース 
プールまたはホストに移行する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] ポップアップ メニュー、
[VMサマリ ] タブ、[ インベントリ ] - 
[VM] - [ 移行 ] 、ドラッグ アンド  
ドロップ

VCのみ 仮想マシン 仮想マシン

プールの作成 新しいリソース プールを作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー、ポップアップ メ
ニュー、[ 全般 ] タブ、[ リソース ] タブ

HCおよび
VC

リソース 
プール、 
クラスタ

リソース 
プール、クラ
スタ

プールの削除 リソース プールを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 編集 ] - [ 削除 ] 、[ インベントリ ] - [ リ
ソース プール ] - [ 削除 ] 、[ インベント
リ ] ポップアップ メニュー、[ リソース ] 
タブ

HCおよび
VC

リソース 
プールと親
オブジェ 
クト

リソース 
プール

プールの編集 リソース プールの割り当てを変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] - [ リソース プール ] -  
[ 削除 ] 、[ リソース ] タブ

HCおよび
VC

リソース 
プールと親
オブジェ 
クト

リソース 
プール

ホット移行 実行中の仮想マシンを特定のリソース 
プールまたはホストに移行する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] ポップアップ メニュー、
[VMサマリ ] タブ、[ インベントリ ] - 
[VM] - [ 移行 ] 、ドラッグ アンド  
ドロップ

VCのみ 仮想マシン 仮想マシン

プールの移動 リソース プールを移動する。
移動元と移動先の両方に特権が必要。
ユーザー インターフェイス要素 
ドラッグ アンド ドロップ

HCおよび
VC

リソース 
プール、 
移動元と移
動先

リソース 
プール

表A-12.  リソース特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト
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スケジュール設定されたタスク

VMotion の 
照会

仮想マシンと一連のホストとの一般的
な VMotion の互換性を調べる。
ユーザー インターフェイス要素 
パワーオン状態の VMで移行ウィザード
が表示された場合に互換性を確認する
ために必要

VCのみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ

プールの名称
変更

リソース プールの名前を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 編集 ] - [ 名称変更 ] 、[ インベントリ ] - 
[ リソース プール ] - [ 名称変更 ] 、シン
グルクリック、ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

リソース 
プール

リソース 
プール

表A-12.  リソース特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

表 A-13.  スケジュール設定されたタスクの特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

タスクの作成1 タスクのスケジュールを設定する。
（スケジュール設定時に、スケジュー
ル設定アクションを実行する特権が 
必要）
ユーザー インターフェイス要素 
[ スケジュール設定されたタスク ] ツー
ルバー ボタンおよびポップアップ メ
ニュー

VCのみ すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

タスクの削除 待機中のスケジュール設定されたタス
クを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ スケジュール設定されたタスク ] ポッ
プアップ メニュー、[ インベントリ ] -  
[ スケジュール設定されたタスク ] - [ 削
除 ]、[ 編集 ] - [ 削除 ]

VC のみ すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

タスクの変更 スケジュール設定されたタスクのプロ
パティを再構成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ インベントリ ] - [ スケジュール設定さ
れたタスク ] - [ 編集 ]、[ スケジュール
設定されたタスク ] タブのポップアッ
プ メニュー

VCのみ すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

すべての 
インベント
リ オブジェ
クト
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セッション

タスクの実行 スケジュール設定されたタスクをすぐ
に実行する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ スケジュール設定されたタスク ] ポッ
プアップ メニュー、[ インベントリ ] -  
[ スケジュール設定されたタスク ] -  
[ 実行 ]

VC のみ すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

すべての 
インベント
リ オブジェ
クト

1 タスク（オンデマンド）の作成と実行には、関連するアクションを起動する許可が必要。たとえ
ば、アラームの場合、アラームの作成先となるオブジェクトのフォルダに対する許可が必要。

表A-13.  スケジュール設定されたタスクの特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

表 A-14.  セッションの特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェク
ト

グローバル 
メッセージ

グローバル ログオン メッセージを設定
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ セッション ] タブ、[ 管理 ] - [ 本日の
メッセージの編集 ]

VC のみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ

セッションの
終了

1人または複数のログイン ユーザーを
強制ログアウトさせる。
ユーザー インターフェイス要素 
[ セッション ] タブ

VC のみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ
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仮想マシンの構成
表A-15.  仮想マシン特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

既存ディスクの
追加

既存の仮想ディスクを参照する仮想
ディスクを追加する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

新規ディスクの
追加

新規仮想ディスクを作成する仮想ディ
スクを追加する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

デバイスの追加
または削除

非ディスク デバイスの追加または 
削除。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

詳細 extraConfig の値を変更。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成ウィザード ] - [ オプション ] タ
ブ - [ 詳細 ]（[ 構成パラメータ ] ボタン
を探す）

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

CPU数の変更 仮想 CPU の数を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

ディスク  
リース

VMware Consolidated Backup 用にディ
スクをリース。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

メモリ VMに割り当てられるメモリ量を変更
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] - [ メモリ ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

デバイス設定の
変更

既存のデバイスのプロパティを変更 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] - SCSI/IDE ノード選択

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン



VMware, Inc. 349

付録 A  定義済み許可

 

RAWデバイス1 RAWディスク マッピングまたは SCSI
パススルー デバイスの追加または削除
を行う。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] - [RAWディスク マッピング
の追加 /削除 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

ディスクの削除 仮想ディスク デバイスの削除。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] - [ ハードディスク ]（ただし
RAWディスク マッピングは除く）

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

名称変更 仮想マシンの名前を変更するか、仮想
マシンの関連ノートを変更。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] 、インベントリ、[ インベン
トリ ] のポップアップ メニュー、[ ファ
イル ] メニュー、[ インベントリ ] メ
ニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

ゲスト情報のリ
セット

guestinfo 変数をクリアする。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

リソース 特定のリソース プールで一連の VM
ノードのリソース構成を変更する。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

設定 一般的な VM設定を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] - [ オブション ] タブ（ 
[vmName] 以外）

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

仮想ハードウェ
アのアップグ
レード

仮想マシンの仮想ハードウェア バー
ジョンをこれまでの VMware バー 
ジョンからアップグレードする。
ユーザー インターフェイス要素 
ポップアップ メニュー、[ ファイル ] メ
ニュー（vmx ファイルの構成番号が低
い場合のみ表示）

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

1 パラメータの設定値は、接続状態など、raw デバイスを変更する特権を上書きする。

表A-15.  仮想マシン特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト
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仮想マシンの対話
表A-16.  仮想マシンの対話 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

質問への回答 VM状態遷移の問題またはランタイム 
エラーを解決する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 全般 ] タブ、[ インベントリ ] メュー、
ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

コンソールの
対話

仮想マシンの仮想マウス、キーボー
ド、画面との対話を行い、スクリーン
ショット情報を取得する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ コンソール ] タブ、ツールバー ボ 
タン、[ インベントリ ] - [ 仮想マシン ] - 
[ コンソールを開く ]、[ インベントリ ] 
ポップアップ メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

デバイス接続 仮想マシンの切断可能なデバイスの接
続状態を変更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

パワーオフ パワーオン状態の仮想マシンをパワー
オフし、ゲストをシャットダウン 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー項目、ポップアッ
プ メニュー、ポップアップ コンソール 
メニュー、ツールバー ボタン、[ 全般 ] 
タブ

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

電源投入 パワーオフ状態の仮想マシンをパワー
オンし、サスペンド状態の仮想マシン
をレジュームする。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー項目、ポップアッ
プ メニュー、ポップアップ コンソール 
メニュー、ツールバー ボタン、[ 全般 ] 
タブ

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン
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リセット VMをリセットし、ゲストを再起動 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー項目、ポップアッ
プ メニュー、ポップアップ コンソール 
メニュー、ツールバー ボタン、[ 全般 ] 
タブ

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

CDメディアの
設定

CD-ROMデバイスのバッキングを変更
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ] - [DVD/CD-ROM]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

フロッピー メ
ディアの設定

フロッピー デバイスのバッキングを変
更する。
ユーザー インターフェイス要素 
[VM 構成 ]

HC および
VC

仮想マシン 仮想マシン

サスペンド パワーオン状態の仮想マシンを中断
し、ゲストをスタンバイ モードに 
する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー項目、ポップアッ
プ メニュー、ポップアップ コンソール 
メニュー、ツールバー ボタン、[ 全般 ] 
タブ

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

ツールのイン
ストール

ゲストOS の CD-ROMとして VMware 
Tools CD インストーラのマウントまた
はアンマウントを行う。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー項目、ポップアッ
プ メニュー、ポップアップ コンソール 
メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

表A-16.  仮想マシンの対話 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト
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仮想マシンのインベントリ
表A-17.  仮想マシンのインベントリ特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用されるオ
ブジェクト

作成 新しい仮想マシンを作成し、実行用に
リソースを割り当てる。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー、ポップアップ メ
ニュー、[全般 ] タブ - [ 新規仮想マシン ] 
リンク

HCおよび
VC

親フォルダ 仮想マシン 
フォルダ

削除 仮想マシンを削除し、オプションで基
になるファイル（VMの親フォルダに配
置する必要がある）をディスクから削
除する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] タブ、ポップアップ メュー、 
[ 全般 ] タブ

HCおよび
VC

仮想マシン
および親
フォルダ

仮想マシン

移動 階層内の仮想マシンを移動する。
移動元と移動先の両方に特権が必要。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 仮想マシンとテンプレート ] ビューで
のインベントリ階層のドラッグ アンド 
ドロップ

VCのみ 仮想マシン
および親
フォルダ

仮想マシン、
仮想マシン 
フォルダ
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仮想マシンのプロビジョニング
表A-18.  仮想マシンのプロビジョニングの特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

ディスク アクセ
スの許可

読み取り /書き込みのランダム アクセ
ス用に仮想マシン上のディスクを開
く。（多くの場合、リモート ディスク
のマウントに使用する。）
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

なし 仮想マシン 仮想マシン

読み取り専用
ディスク アクセ
スの許可

読み取りのランダム アクセス用に仮想
マシン上のディスクを開く。（多くの
場合、リモート ディスクのマウントに
使用する。）
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

なし 仮想マシン 仮想マシン

仮想マシン ファ
イルのダウン
ロードを許可

vmx、disks、logs、nvram など仮想マ
シンに関連付けられているファイルを
読み取る。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCおよ
び VC

仮想マシン ルート  
フォルダ

仮想マシン ファ
イルのアップ
ロードを許可

vmx、disks、logs、nvram など仮想マ
シンに関連付けられているファイルに
書き込む。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCおよ
び VC

仮想マシン ルート  
フォルダ

クローン作成 既存の仮想マシンのクローンを作成
し、リソースを割り当てる。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー、ポップアップ 
メニュー、[ 全般 ] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

テンプレートの
クローン作成

テンプレートのクローンを作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ ファイル ] メニュー、ポップアップ 
メニュー、[ 仮想マシン ] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン
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仮想マシンから
テンプレートの
クローンを作成
する

仮想マシンから新しいテンプレートを
作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ テンプレートにクローンを作成する ] 
ファイル メニュー、ポップアップ メ
ニュー、[ 全般 ] タブ項目

VCのみ 仮想マシン 仮想マシン

カスタマイズ VMを移動しないで仮想マシンのゲス
トOS をカスタマイズする。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 仮想マシンのクローン作成ウィザー
ド ] の [ ゲストのカスタマイズ ]

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

テンプレートの
配布

テンプレートから新しい仮想マシンを
作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
[ テンプレートに配布 ] ファイル メ
ニュー、ポップアップ メニュー項目、
[ 仮想マシン ] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

テンプレートと
してマークを付
ける

既存のパワーオフ状態の VMにテンプ
レートとしてマークを付ける。
ユーザー インターフェイス要素 
[ テンプレートに変換 ...] ファイル メ
ニュー、ポップアップ メニュー項目、
[ 仮想マシン ] タブ、[ 全般 ] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

仮想マシンとし
てマークを付 
ける

既存の VMにテンプレートとしてマー
クを付ける。
ユーザー インターフェイス要素 
[ 仮想マシンに変換 ...] ファイル メ
ニュー、ポップアップ メニュー項目、
[ 仮想マシン ] タブ

VC のみ 仮想マシン 仮想マシン

カスタマイズ仕
様の変更

カスタマイズ仕様の作成、変更、 
削除。
ユーザー インターフェイス要素 
カスタマイズ仕様マネージャ

VCのみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ

カスタマイズ仕
様の読み取り

システムに定義されているカスタマイ
ズ仕様を表示する。
ユーザー インターフェイス要素    
[ 編集 ] - [ カスタマイズ仕様 ]

VC のみ ルート  
フォルダ

ルート  
フォルダ

表A-18.  仮想マシンのプロビジョニングの特権 （続き）

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト
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仮想マシンの状態
表A-19.  仮想マシンの状態特権 

特権名 内容 影響先
ペアのオブ
ジェクト

適用される
オブジェ 
クト

スナップ
ショットの 
作成

仮想マシンの現在の状態から新しいス
ナップショットを作成する。
ユーザー インターフェイス要素 
ポップアップ メニュー、ツールバー ボ
タン、[ インベントリ ] メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

スナップ
ショットの 
削除

スナップショット履歴からスナップ
ショットを削除する。
ユーザー インターフェイス要素 
ポップアップ メニュー、ツールバー ボ
タン、[ インベントリ ] メニュー

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

スナップ
ショット名の
変更

このスナップショットを新しい名前、
新しい説明、またはその両方で名称変
更する。
この特権に関連付けられている VI クラ
イアントのユーザー インターフェイス
要素はなし。

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン

スナップ
ショットまで
戻る

特定のスナップショットの状態に VM
を設定する。
ユーザー インターフェイス要素 
ポップアップ メニュー、ツールバー ボ
タン、[ インベントリ ] メニュー、[ 仮
想マシン ] タブ

HCおよび
VC

仮想マシン 仮想マシン
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Windows ゲストOSをカスタマイズする場合、最初に、Microsoft Sysprep ツールを 
VirtualCenter Server マシンにインストールする必要があります。

Microsoft の Windows 2000、Windows XP、Windows 2003 のインストール CD-ROM
ディスクには Sysprep ツールが収録されています。またMicrosoft Web サイトから
Sysprep 1.1 を入手できます。Windows カスタマイズを実行するには、Sysprep ツー
ルをインストール ディスクまたは 1.1 ダウンロード パッケージからインストールす
る必要があります。

カスタマイズ中、VirtualCenter は、ゲストOSに対応する Sysprep パッケージを検索
します。Sysprep ツールが対応するオペレーティング システム ディレクトリで見つ
からない場合、VirtualCenter は、提供されている ¥1.1ディレクトリで検索します。
VirtualCenter が Sysprep ツールを検索できない場合、Windows 仮想マシン カスタマ
イズは処理されません。

Microsoft Sysprep ツールをMicrosoft Web サイトからダウンロードするには

1 Sysprep を以下のURL からダウンロードします。

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/tools/sysprep/default.asp

Sysprep バージョンにはWindows 2000 が含まれていますが、Windows XP 
Professional およびWindows Server 2003 のどちらでも機能します。

2 [ 次へ ] をクリックして、続行します。

3 [ 契約条件の受け入れに同意する ] をクリックします。

4 [ ダウンロード ] をクリックします。

5 ファイルをローカル ディスクに保存します。

Microsoft Sysprep ツールの
インストール B
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6 Microsoft インストーラを実行します。

   Q257813_w2k_spl_x86_en.exe

7 提供されたディレクトリにファイルを解凍します。

以下の Sysprep サポートディレクトリは、VirtualCenter インストール中に作成さ
れます。

    C:¥<ALLUSERSPROFILE>¥Application Data¥Vmware¥VMware VirtualCenter¥sysprep
    ...¥1.1¥ 

 ...¥2k¥ 
 ...¥xp¥ 
 ...¥svr2003¥

    ここで、<ALLUSERSPROFILE>は、通常、¥Documents And Settings¥All Users¥です。
ここには、vpxd.cfg もあります。

1.1サブディレクトリを選択します。

8 [OK] をクリックして、ファイルを拡張します。

ファイルを Q257813_w2k_spl_x86_en.exe から ¥1.1 ディレクトリに解凍した
ら、以下のファイルを確認してください。

    ...¥1.1¥docs¥ 
 ...¥1.1¥samples¥ 
 ...¥1.1¥tools¥ 
 ...¥1.1¥contents.txt

Microsoft Sysprep ツールをWindows オペレーティング システム CDからダウン
ロードするには

1 Windows オペレーティング システム CDを CD-ROMドライブ（通常D: ドライ
ブ）に挿入します。

2 CDディレクトリ、¥Support¥Toolsで DEPLOY.CABファイルを見つけます。

3 Winzip.exe や Microsoft CAB ファイルを読み取ることができる別のツールを使用
して、DEPLOY.CABファイルを開き、拡張します。

4 Sysprep ゲストOS に適したディレクトリにファイルを解凍します。

以下の Sysprep サポートディレクトリは、VirtualCenter インストール中に作成さ
れます。

    C:¥<ALLUSERSPROFILE>¥Application Data¥Vmware¥VMware VirtualCenter¥sysprep
    ...¥1.1¥ 

 ...¥2k¥ 
 ...¥xp¥ 
 ...¥svr2003¥
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ここで、<ALLUSERSPROFILE>は、通常、¥Documents And Settings¥All 

Users¥です。ここには、vpxd.cfgもあります。

オペレーティング システムに対応するサブディレクトリを選択します。

5 [OK] をクリックして、ファイルを拡張します。

DEPLOY.CABからファイルを解凍したら、以下のファイルを確認してください。

    ...¥<guest>¥deptool.chm 
...¥<guest>¥readme.txt 
...¥<guest>¥setupcl.exe 
...¥<guest>¥setupmgr.exe 
...¥<guest>¥setupmgx.dll 
...¥<guest>¥sysprep.exe 
...¥<guest>¥unattend.doc

ここで、<guest> は、2k、xp、または svr2003 のいずれかです。

6 VirtualCenter を使用してカスタマイズする各Windows ゲストOS（Windows 
2000、Windows XP、またはWindows 2003）に対して、この手順を繰り返し、
Sysprep ファイルを解凍します。

これで、既存の仮想マシンのクローンを作成するときに、サポートされるWindows
ゲストOSで新しい仮想マシンをカスタマイズできるようになりました。
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C

以下の表に、ホストで監視される各リソースの測定オプションを一覧表示します。以
下の表のVCは VirtualCenter Server、HCはホスト クライアントであるスタンドアロン
ESX Server を示します。

パフォーマンス チャートの測定 C
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CPU

ディスク

表 C-1.  CPU のパフォーマンス チャート 

インベントリ リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    CPU のパフォーマンス チャート

  VC H VC H  収集期間中の CPU 使用率（パーセント 
単位）

VC VC H VC H VC H   収集期間中の CPU 使用率（MHz 単位）

     VC H    CPU リザーブ容量

  VC H    待機状態で費やされる CPU時間

  VC H    作動可能状態で費やされる CPU 時間

  VC H   システム処理に費やされる CPU 時間

  VC H   予備の CPU 時間

  VC H   保証された CPU時間

表 C-2.  ディスクのパフォーマンス チャート 

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    ディスクのパフォーマンス チャート

  VC H VC H  期間中にディスクから読み取られたデー 
タ量 

  VC H VC H  期間中にディスクに書き込まれたデータ量 

  VC H VC H  全ストレージ パフォーマンスの統計 

  VC H VC H  期間中のディスク書き込み回数 

  VC H VC H  期間中のディスク読み取り回数 

  VC H VC H  リソース グループ CPUのサンプル数

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU のスケ
ジューリング限度 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU のスケ
ジューリング限度
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  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUのスケ
ジューリング限度

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の実行 
ピーク

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の実行 
ピーク

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの実行
ピーク 

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の実行平均 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の実行平均 

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの実行 
平均

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の活動 
ピーク 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の活動 
ピーク 

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの活動
ピーク 

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の活動平均 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の活動平均 

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの活動 
平均 

表 C-2.  ディスクのパフォーマンス チャート （続き）

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目
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DRS

メモリ

表 C-3.  DRS のパフォーマンス チャート 

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    DRS

VC     使用可能な DRS 有効 CPUリソース

VC     使用可能な DRS 有効メモリ リソース

VC     許容される DRS の障害回数

表 C-4.  メモリのパフォーマンス チャート 

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    メモリのパフォーマンス チャート

VC VC VC H VC H  使用可能な総メモリの割合で表される、メ
モリ使用率 

VC VC H VC H VC H  メモリ ゼロ 

VC   VC H  メモリ状態 

VC   VC H  メモリ ヒープの空きスぺース 

   VC H  メモリ リザーブ容量 

VC VC H VC H VC H  許可されたメモリ量 

VC VC H VC H VC H  メモリ管理によって使用されているメモ 
リ量 

 VC VC H    メモリ管理が使用可能なメモリ量 

VC    VC H  未予約のメモリ量 

VC      スワップによって予約されていないメモ 
リ量

VC VC H VC H VC H  アクティブに使用されているメモリ量 

VC VC H VC H VC H  共有されているメモリ量 

VC    VC H  スワップによって使用されるメモリ量

 VC VC H   スワップ可能なメモリ量 

 VC H VC H   スワップされたメモリ量 
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 VC VC H   スワップ インされるメモリ量 

 VC VC H   スワップ アウトされるメモリ量 

VC VC H VC H VC H  オーバーヘッドのメモリ量 

VC   VC H  ヒープに割り当てられたメモリ量

   VC H  一般に共有されているメモリ量 

表 C-4.  メモリのパフォーマンス チャート （続き）

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目
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ネットワーク

リソース グループ

表 C-5.  ネットワークのパフォーマンス チャート

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    ネットワークのパフォーマンス チャート

  VC H VC H  全ネットワーク パフォーマンスの統計 

  VC H VC H  期間中に受信されたデータ量 

  VC H VC H  期間中に転送されたデータ量 

  VC H VC H  期間中に転送されたパケット数 

  VC H VC H  期間中に受信されたパケット数 

表 C-6.  リソース グループのパフォーマンス チャート

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    リソース グループ CPU のパフォーマンス チャート

  VC H VC H  リソース グループ CPUのサンプル期間

  VC H VC H  リソース グループ CPUのサンプル数

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU のスケ
ジューリング限度 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU のスケ
ジューリング限度

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUのスケ
ジューリング限度

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の実行 
ピーク

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の実行 
ピーク

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの実行
ピーク 

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の実行平均 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の実行平均 
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システム

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの実行 
平均

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の活動 
ピーク 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の活動 
ピーク 

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの活動
ピーク 

  VC H VC H  1 分間のリソース グループ CPU の活動平均 

  VC H VC H  5 分間のリソース グループ CPU の活動平均 

  VC H VC H  15 分間のリソース グループ CPUの活動 
平均 

表 C-6.  リソース グループのパフォーマンス チャート

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

表 C-7.  システムのパフォーマンス チャート 

インベントリ オブジェクト リソース

クラスタ Rプール VM ホスト 名前 測定項目

    システムのパフォーマンス チャート

  VC H VC H  起動時からの秒数 

  VC H   この期間中のハートビート数

   VC H  リソースの CPU使用率
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