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1 章
VMware ESX Server の概要
本書「VMware ESX Server 運用ガイド」では、インストール完了後の
VMware ESX ServerTM の使用方法に関して解説を行います。ESX Server のイ
ンストールに関しては、「VMware ESX Server インストールガイド」をご覧
ください。

本章では、以下の解説を行います。

• VMware ESX Server のシステムアーキテクチャ (p.14)

• VMware ESX Server の使用 (p.21)
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VMware ESX Server 運用ガイド
VMware ESX Server のシステム
アーキテクチャ
VMware ESX Server は、ブートストラップや管理、その他のサービスを提供
するサービスコンソールをリソースマネージャと統合したものです。

ESX Server のコアアーキテクチャは、抽象化を行うことによって、複数の
ワークロードを完全に隔離された環境に配置して、そこにハードウェアリ
ソースを割り当てることができる設計になってます。

システムは主に次のエレメントから構成されます。

• VMware 仮想化レイヤ：実際の物理リソースを仮想化し、理想的なハー
ドウェア環境を提供します。

• リソースマネージャ：パーティショニングを行い、各仮想マシンに対し
てCPU、メモリ、ネットワーク帯域幅、ディスク帯域幅を確保します。

• ハードウェア インターフェイス コンポーネント（デバイスドライバ等）：
システムの他のパーツからハードウェア間の差異を隠す一方で、ハード
ウェア固有のサービスを実現します。

仮想化
VMware 仮想化レイヤは、標準の Intel サーバプラットフォームでハードウェ
アの仮想化を実現します。仮想化レイヤは、VMware のデスクトップ製品及
びサーバ製品に共通しており、開発者のデスクトップからワークグループ、
www.vmware.com14



第 1 章  VMware ESX Server の概要
データセンターに至るまで、アプリケーションワークロードの開発、テスト、
配信、およびサポートを一貫して行えるプラットフォームを提供します。

メインフレームにおける仮想化と同様に、VMware 仮想マシンはハードウェ
アの完全な仮想化を実現します。実際にどの特定の物理リソースにアクセス
中であるのか（マルチプロセッサシステムのどの CPUで実行されているの
か、どの物理メモリが特定のページにマップされているのか等）を、ゲスト
OS や仮想マシン内で稼動するアプリケーションが直接認識することはあり
ません。CPU の仮想化には直接実行が使用されるため、非特権命令は、エ
ミュレーションによるオーバーヘッドを発生させることなく、ハードウェア
CPU によって実行されます。

仮想化レイヤは、同一システム上の他の仮想マシンから隔離された理想的な
物理マシンを提供します。また、特定の物理デバイスの一部にマップする仮
想デバイスも提供します。このようなデバイスの一例として、仮想化された
CPU、メモリ、I/O バス、ネットワーク インターフェイス、ストレージ アダ
プタ /デバイス、ヒューマンインターフェイスデバイス、BIOS 等が挙げら
れます。

各仮想マシンは、独自のオペレーティングシステムとアプリケーションを実
行します。また、物理マシン間を接続する場合と同様のネットワークメカニ
ズムを使用する以外は、互いに通信したりデータを漏洩したりできません。
この隔離性を利用して、VMwareソフトウェアのユーザーの多くは、内部ファ
イアウォールやその他のネットワーク隔離環境を構築しています。この場合、
一部の仮想マシンが外部と接続する一方で、他の仮想マシンには、別の仮想
マシンが提供する仮想ネットワークを通じてのみ接続することになります。

CPU の仮想化
各仮想マシンは、他の仮想マシンから完全に隔離され、独自のレジスタや
TLB、その他の制御構造を持つ独自の CPU（あるいは CPUセット）上で稼
動しているかのように見えます。ほとんどの命令は物理 CPU上で直接実行
されるため、計算集約型のワークロードもネイティブに近い速度で実行する
ことができます。特権命令も、特許取得済みの、あるいは特許申請中の仮想
化レイヤ テクノロジーによって安全に実行されます。

メモリの仮想化
各仮想マシンが連続メモリ領域と認識している場合でも、実際に割り当てら
れる物理メモリは連続していないことがあります。その場合、代わりに非連
続な物理ページが効率良く再マップされ、各仮想マシンに提供されていま
す。仮想マシンの物理メモリの一部が、実際には共有ページや、マップされ
ていない、あるいはスワップアウトされたページにマップされていることも
あります。このような仮想メモリ管理は、ゲストOSに認識されたり、メモ
15



VMware ESX Server 運用ガイド
リ管理サブシステムに干渉したりすることなく、ESX Server によって実行さ
れます。

ディスクの仮想化
ESX Server におけるディスクデバイスのサポートは、本製品が提供するハー
ドウェアの独立性を示す一例です。各仮想ディスクは、SCSI アダプタに接
続された SCSI ドライブとして提供されます。実際のシステムでは、SCSI、
RAID、Fibre Channel アダプタと多様なデバイスが使用されている場合でも、
ゲストOSが使用するディスク ストレージ コントローラは上記デバイスの
みです。

この様な抽象化によって、仮想マシンの堅牢性や可搬性が即座に向上しま
す。まず、システムを不安定にする可能性がある多様なドライバをゲスト
OS にインストールする心配がなくなります。また、仮想ディスクをカプセ
ル化したファイルは、実際のマシンで使用されるコントローラやディスクド
ライブの種類に関わらず同じものになります。

VMware ESX Server は、SAN（Storage Area Network） と合わせて効果的に使
用することが可能です。ESX Server は QLogic や Emulex ホストバス アダプ
タをサポートしています。このため、ESX Server コンピュータを SANに接
続して、SAN上のディスクアレイを認識させることが可能です。

ネットワークの仮想化
各仮想マシンには、最大 4枚の仮想ネットワークカードを定義することがで
きます。 各仮想ネットワークカードには独自のMACアドレスが割当てられて
おり、 独自の IP アドレス（場合によっては複数のアドレス）が割り当てられ
ていることもあります。仮想ネットワークカードを物理サーバ上の専用ネッ
トワークインターフェイス（VMnic）にマップすることも、あるいは複数台
の仮想マシンの仮想ネットワークインターフェイスを 1枚のネットワーク
カードに接続することも可能です。ESX Server は、複数台の仮想マシンが同
じ物理ネットワークカードに接続されている場合でも、リソースの割り当て
を管理し、異なる仮想マシン向けのトラフィックを確実に隔離します。

3番目のオプションとして、仮想ネットワークインターフェイスを外部ネッ
トワークにバインドせずに、VMnet（ESX Server 内のメモリで実行されるプ
ライベートネットワークのセグメント）にバインドすることもできます。

プライベートな仮想イーサネット ネットワーク（VMnets）
VMnet 接続を仮想マシン間の高速ネットワークとして使用すれば、仮想マ
シン間にプライベートでコスト効率の良い接続を実現することができます。
このような構造に固有の隔離性は、通常はセキュリティと隔離性を確保する
www.vmware.com16



第 1 章  VMware ESX Server の概要
ために追加のハードウェアを使用しなければならないネットワークトポロ
ジーのサポートに特に効果的です。

例えば、ESX Server システム上の 1台の仮想マシンに仮想イーサネットアダ
プタを 2つ構成し、その内 1つを VMnic にバインドして（物理ネットワー
クに接続させ）、もう 1つを VMnet にバインドすれば、効果的なファイア
ウォールを構築することが可能です。この場合、他の仮想マシンは VMnet
にのみ接続します。デュアルホームの仮想マシンでフィルタリングソフト
ウェアを実行すれば、仮想マシン間に高速仮想ネットワークを確保しなが
ら、ハードウェアを新規に追加することなく効果的なファイアウォールを構
築することが可能です。

同様のアプローチは、多層アプリケーションにも使用することができます。
この場合、Web サーバあるいはアプリケーションサーバには他のシステム
から通信することができますが、データベースサーバは別の層にのみ接続さ
れます。

Internal
Network 
Virtual 

Machine

Internal
Network 
Virtual 

Machine

vmnic0NIC

vmnet_1

vmnet_0
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VMware ESX Server 運用ガイド
仮想化について
ESX Server は、仮想マシンが利用できるように物理システムのリソースを仮
想化します。

上記の例では、各仮想マシンに 1個の CPU、割当メモリとディスク、2個の
仮想イーサネットアダプタが構成されています。実際には、この 2台の仮想
マシンは同じ物理 CPUを共有しており、メモリの非連続ページにアクセス
しています（この内 1台の仮想マシンのメモリの一部はディスクにスワップ
されています）。また仮想ディスクは、実際には共通のファイルシステム上
のファイルとして設定されています。各仮想マシンのネットワークインター
フェイスの 1つは同一の物理ネットワークアダプタにバインドされていて、
これを共有しています。2番目のネットワークインターフェイスは共に、
ESX Server システム内の仮想ネットワークインターフェイスにバインドされ
ています。

ソフトウェアの互換性
VMware ESX Server アーキテクチャでは、ゲストOS は、仮想化レイヤが提
供する標準の x86 互換仮想ハードウェアとのみ対話します。このため
VMware 製品は、x86 互換のオペレーティングシステムであればどれでもサ
ポートすることが可能です。ただし、実際に弊社がサポートしているのは、
製品開発サイクルを通じてテストを行った一部の x86 互換オペレーティン
グシステムです。 このようなゲストOSのインストールと操作は、別のド
キュメントに記載されています。また、弊社のテクニカルスタッフは、該当
するOSに関してお客様に満足の頂けるサポートを提供できるように十分な
トレーニングを受けています。

アプリケーションはゲストOSとのみ対話し、仮想ハードウェアとは対話し
ませんので、オペレーティングシステムと仮想ハードウェア間の互換性が確
保できれば、アプリケーションの互換性は心配する必要がありません。
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第 1 章  VMware ESX Server の概要
Service Console（サービスコンソール）

サービスコンソール の機能
ESX Server のシステム管理機能やインターフェイスはサービスコンソールで
実行されます。これにはHTTP、SNMP 及び API インターフェイスや、ユー
ザー認証、低速デバイスのアクセスといったサポート機能が含まれます。さ
らに、サービスコンソールは最初にインストールされるコンポーネントであ
り、ESX Server のインストールと構成をブートストラップするのに、またシ
ステムを起動して仮想化レイヤとリソースマネージャの実行を開始するのに
も使用されます。ESX Server では、修正版の Linux ディストリビューション
を使ってサービスコンソールを実行します。

サービスコンソールのプロセスとファイル
サービスコンソールは、仮想マシンやリソースの割当てを管理するコント
ロール API を提供します。アドミニストレータは、サービスコンソール上で
稼動するWebサーバからアクセスしたページを使って、これらのコント
ロールにアクセスすることも可能です。

httpd

vmserverd

snmpd

vmauthd

API

vmwarevmware

mksKVM
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VMware ESX Server 運用ガイド
Webサーバ以外にも、ESX Server システムの管理に関連する次のプロ
セスやサービスがサービスコンソールで実行されます。

• サーバデーモン (vmserverd) ー VMware Remote Console（リモートコ
ンソール）とWebベースの VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）に代わって、サービスコンソールでアクションを実行
します。

• 認証デーモン (vmauthd) ー ユーザー名 /パスワードのデータベースを
使って、管理インターフェイスやリモートコンソールのリモートユー
ザーの認証を行います。サービスコンソールが提供する PAM 
(Pluggable Authentication Module) 機能を使ってアクセス可能な認証ス
トアであればどれでも使用することができます。つまり、Windows ド
メインコントローラ、LDAP あるいは RADIUS サーバや同様の中央認証
ストアのパスワードを VMware ESX Server で使用してリモートアクセス
することが可能です。

• SNMPサーバ (ucd-snmpd) ー ESX ServerシステムをSNMPベースのシス
テム管理ツールに統合するために利用できる、SNMPデータ構造やト
ラップを実行します。

• VMware が提供する上記のサービス以外にも、システム全般に共通す
る、あるいはハードウェアに依存する他の管理ツールをサービスコン
ソールを使って実行することも可能です。このようなものとして、特
定ハードウェア向けヘルスモニタ（IBM Director、HP Insight Manager
等）、システム全体のバックアップとディザスタリカバリ用ソフトウェ
ア、クラスタリング及び高可用性製品が挙げられます。

SNMPや HTTP インターフェイスから閲覧可能なサーバと仮想マシンのリ
ソース及び構成の属性を、サービスコンソールのファイルシステムから確認
することも可能です。この /proc/vmware名前空間のファイルは、十分な
権限を持ってサービスコンソールにログインしたユーザーであれば確認、変
更することができ、 自社開発した、あるいは市販のスクリプトや管理ツール
の統合点として使用することができます。
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第 1 章  VMware ESX Server の概要
VMware ESX Server の使用
VMware ESX Server には、仮想マシンのリソース管理に便利な機能が数多く
含まれます。 ここでは、ESX Server システムで実行されるタスクを一覧表示
して、このような機能の一部を要点をまとめて解説していきます。

下記の表では、既に ESX Server がハードウェアにインストールされ、構成
も完了しているものと想定して説明を行っています。インストールと構成に
関しては、 「VMware ESX Server インストールガイド」を参照ください。

ESX Server での基本タスク
下記の表は、ESX Server を管理、維持する Administrator ユーザー（root
ユーザー）が VMware Management Interface（管理インターフェイス）で実
行するタスクをまとめたものです。

タスク 解説

VMware Management 
Interface にログインし
て、その機能に慣れてく
ださい。

root ユーザーは、他のユーザーには与えられていない権限を
持っています。[Status Monitor] ページに加えて、ネットワー
ク、セキュリティ、SNMP、ユーザーとグループ、ストレー
ジ設定等 ESX Server の構成を行う [Options] ページにアクセ
スすることが可能です。

「VMware ESX Server の変更（p.224）」を参照してください。

ユーザーとグループを作
成します。

ユーザーを作成し、ESX Server に対するアクセス権限別にグ
ループ分けします。最良の方法として、root ユーザーは仮想
マシンを所有しないことをお勧めします。一般的に、仮想マ
シンを作成したり、アクセス、修正したりするユーザーには
root ユーザーの管理特権は必要ないはずです。

実存のユーザーではなく「フラッグシップ ユーザー」に仮想
マシンを所有させることも可能です。「フラッグシップ ユー
ザー」を使って、実際の業務で使用する仮想マシンを単一の
ユーザーアカウントに所有させます。フラッグシップ アカウ
ントを使用する利点は、フラッグシップ ユーザーは決して会
社を辞めたり休暇を取ったりしないという点です。

詳しくは、「フラッグシップユーザーの作成 (p.173)」と
「ユーザー及びグループの編集と削除 (p.235)」をご覧くださ
い。 
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VMware ESX Server 運用ガイド
必要に応じて、ディスク
やパーティションを追加
します。

VMFS ボリュームを作成する際、仮想マシンをクラスタリン
グに使用する予定でなければ、アクセスの種類をデフォルト
の「Public」にしておいてください。クラスタリングソフト
ウェアを実行する予定であれば、VMFS ボリュームのアクセ
スの種類として「Shared」を選択してください。詳しくは、
「ストレージの構成：ディスクパーティションとファイルシ
ステム (p.241)」及び「クラスタリングの構成 (p.347)」を参
照してください。

仮想マシン構成ファイル
の格納方法を決定します。

構成ファイルはデフォルトで、仮想マシンを作成したユー
ザーのホームディレクトリに格納されます。しかし、実務環
境では、ほとんどの仮想マシンは個人ではなくチームで使用
されます。このため、 ある種の中央ディレクトリ構造を設定
すると便利です。

旧バージョンの ESX 
Server や別の VMware 製
品から既存の仮想マシン
をアップグレードします。

仮想マシンの移行手順は、どのバージョンの VMware 製品を
使ってオリジナルの仮想マシンを作成したかによって、大き
く異なります。

旧バージョンの ESX Server から仮想マシンを移行するのであ
れば、「旧バージョンの ESX Server 仮想マシンの移行 (p.63)」
をご覧ください。

仮想マシンを VMware Workstation や VMware GSX Server か
ら移行する場合は、「VMware Workstation と VMware GSX 
Server 仮想マシンの移行 (p.65)」をご覧ください。

仮想マシンを移行する際は、必ず上記セクションに注意深く
目を通してください。

タスク 解説
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第 1 章  VMware ESX Server の概要
「ゴールデンマスタ」（テ
ンプレート）仮想ディス
クを作成します。

少数の「ゴールデンマスタ」（テンプレート）仮想ディスク
を作成すれば、展開作業が容易になり、ESX Server をより効
率的に管理することが可能です。ゴールデンマスタ仮想ディ
スクとは、完全なゲストOSにアプリケーションや完全な管
理エージェント、ウィルス検出ソフトウェア、完全な
VMware Tools 等がインストールされている仮想ディスクのこ
とです。このようなディスクは、仮想マシンの新規作成時に
VMFS ボリュームにインポートすることができます。

ゴールデンマスタには、必ずシステム属性（クローン作成す
る仮想マシンのホスト名、IP アドレス、NetBIOS ホスト名、
ドメイン及びWindows OS の場合は SID）をリセットできる
ツールを組み込んでおいてください。また、新しく作成され
た仮想マシンを実行するユーザーに、十分なユーザー及びグ
ループ権限があるか確認しておきます。

「ゴールデンマスタ」仮想ディスクのインポートには、
VMware Management Interface のファイルマネージャを使用
します。 「VMware Management Interface のファイルマネー
ジャを使用（p.168）」を参照してください。

仮想マシンの所有者に
ユーザー権限とグループ
権限を設定します。

管理インターフェイスにログインし、[Manage Files] をク
リックします。該当する仮想マシンの構成ファイル (.vmx) 
を探し、構成ファイルの横にあるチェックボックスをクリッ
クしてから、[Edit Properties] をクリックします。その仮想マ
シンの所有者に対して読み取り /書き込み /実行プロパティ
を選択し、所有者のグループに対しても読み取り /実行権限
を選択したら、[OK] をクリックしてください。同様に、仮想
マシンの仮想ディスクファイル (.dsk) でも、所有者に対し
て読み取り /書き込み権限を設定します（仮想ディスクが
Nonpersistent モードの場合、仮想ディスクファイルへのア
クセス権限は読み取り専用で十分です。）

「仮想マシンの所有者に対するアクセス権を設定 (p.172)」及
び「ディスクモードの使用 (p.157)」を参照してください。

同じユーザーが仮想マシンの構成ファイルと仮想ディスク
ファイルを所有し、両ファイルに対してフルアクセス可能な
特権をもっていることを確認してください。

 管理インターフェイスの
[Status Monitor] ページで
仮想マシンを閲覧するた
めのユーザー及びグルー
プ権限を設定します。

管理インターフェイスで仮想マシンを閲覧するためには、
ユーザーやユーザーが所属するグループがその仮想マシンに
対して読み取りアクセス権を持っている必要があります。

「仮想マシンの所有者に対するアクセス権を設定 (p.172)」を
参照してください。

タスク 解説
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下記の表は、仮想マシンを作成、変更する仮想マシンユーザーが VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）で実行するタスクをまとめ
たものです。

Remote Console( リモー
トコンソール ) を使って
仮想マシンに接続するた
めのユーザー権限を設定
します。

リモートコンソールから仮想マシンに接続、パワーオンする
ためには、 ユーザーやユーザーの所属するグループが、その
仮想マシンの構成ファイルに対して読み取り /実行アクセス
権限を持っている必要があります。また、そのユーザーは全
親ディレクトリに対して実行 (x) 権限を 持っていなければな
りません。

「仮想マシンの所有者に対するアクセス権を設定 (p.172)」を
参照してください。

SNMPエージェントを構
成します。

ESX Server には、 ESX Server を実行中の物理マシンやそこで実
行される仮想マシンのヘルスモニタを実行できる SNMPエー
ジェントが付属で付いてきます。

「SNMP エージェントの構成 (p.239)」及び「VMware 
Management Interface で ESX Server エージェントを構成
(p.284)」を参照してください。

タスク 解説

VMware Management 
Interface にログインし
て、リモートコンソール 
パッケージをダウンロー
ドしてください。

リモートコンソールを使って、仮想マシンのパワーオン /パ
ワーオフ、デバイス（CDドライブやネットワークアダプタ
等）の接続 /切断、ユーザー環境（リモートコンソール ウィ
ンドウでのマウス、キーボード、ホットキー動作等）の設定
を行うことが可能です。

リモートコンソールは、管理インターフェイスの [Status 
Monitor] ページからインストールすることができます。ま
た、リモートコンソールはデスクトップ（Windows OS）や
管理インターフェイスから起動します。

ワークステーション上のオペレーティンスシステムに該当す
るリンクをクリックしてください。

タスク 解説
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第 1 章  VMware ESX Server の概要
管理インターフェイスの
使い方を覚えてください。

ログイン後、管理インターフェイスの最初のページに ESX 
Server 上の仮想マシンのサマリデータが表示されます。 付与
されているアクセス権限によっては、仮想マシンを閲覧し、
変更することが可能です。詳しくは「Status Monitor ページ
の使用（p.93）」を参照してください。

仮想マシン名をクリックすると、その仮想マシンの詳細ページ
が表示され、CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、ハード
ウェア、オプション及びユーザーやイベントを閲覧できます。
このページに表示される情報をよく確認しておいてください。
「仮想マシンの構成（p.106）」を参照してください。

仮想マシンを作成します。 Add Virtual Machine Wizard では、1台の仮想マシンに少数の
デバイスしか追加することができません。これは、初期作成
プロセスを簡単にするためです。 デバイスは、後からその仮
想マシン向けの [Hardware] ページにある [Add Device] をク
リックして追加することができます。

 ESX Server 向け VMware Virtual SMP 製品を購入されている場
合、 デュアル仮想CPU の SMP 仮想マシンを作成することが
可能です。

仮想マシンの作成時にオプションを選択する際は、その仮想
マシンでどのようなアプリケーションを実行する予定である
かを考慮する必要があります。「新しい仮想マシンの作成
（p.32）」を参照してください。

ディスク、ドライブ、
ネットワークアダプタ、
SCSI デバイスを追加しま
す。

その仮想マシン向けの [Hardware] ページにある [Add Device]
をクリックします。 「仮想マシンのハードウェアを構成
（p.117）」を参照してください。

ゲストOSと VMware 
Tools をインストールし
ます。

VMware Tools とは、ゲストOS にインストールされるソフト
ウェア パッケージで、VMware 仮想デバイス用のデバイスド
ライブを必要に応じて提供し、また仮想マシンと ESX Server
仮想化レイヤ間の複数の通信チャネルを含みます。

「ゲストOSと VMware Tools のインストール（p.39）」を参照
してください。

また、VMware Tools とそのサービスに関する詳細は、
「VMware Tools の設定 (p.190)」をご覧ください。

タスク 解説
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ESX Server を使った作業
ここでは、保守タスク、パフォーマンスの強化に関する情報や、一般的なト
ラブルシューティングに関するアドバイスを提供します。

下記の表は、Administrator ユーザー（root ユーザー）向けの ESX Server の
保守タスクをまとめたものです。 

タスク 解説

仮想マシンをバッ
クアップします。

バックアップは、各仮想マシン毎に行うことも、Service Console
（サービスコンソール）から行うことも可能です。

システムイメージのバックアップには、サービスコンソールを
使ったバックアップが最も適しています。この方法は、ブート可
能なバックアップ仮想ディスクにバックアップされるため、再展
開を迅速に行いたい場合に適しています。 「仮想マシン内からバッ
クアップ（p.182）」を参照してください。

アプリケーションデータのバックアップには、システムのシャッ
トダウンを必要としない、バックアップエージェントを使った仮
想マシン内からのバックアップが適しています。 「サービスコン
ソールから仮想マシンをバックアップ（p.182）」を参照してくださ
い。

スクリプトを使っ
て、頻繁に行うタ
スクのスケジュー
ルを設定します。

VMware Scripting API に関する詳細は、www.vmware.com/support/

developerをご覧ください。

管理インターフェ
イスを使って、シ
ステムのログとレ
ポートを表示しま
す。

必要に応じて、管理インターフェイスから ESX Server ログファイ
ルを表示し、警告や重大なシステムアラート、メッセージを確認
してください。

「システムのログとレポートを確認（p.260）」を参照してください。
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下記の表は、Administrator ユーザー（root ユーザー）向けの ESX Server の
パフォーマンス関連タスクをまとめたものです。

タスク 解説

アプリケーションに応じ
て、仮想マシンのパ
フォーマンスを強化しま
す。

ESX Server は、CPU、メモリの割り当て、及びディスク帯域
幅に比例シェアメカニズムを採用しています。通常、仮想マ
シンのシェアが多いほど、CPU、メモリあるいはディスク帯
域幅の割り当ても増えます。

例えば、CPU 集約型のアプリケーションを実行している仮想
マシンには、そうでないアプリケーションを実行している仮
想マシンに比べて、より多くの最小 CPU・メモリシェアを設
定する必要があります。

リソース管理に関する詳細は、「VMware ESX Server のリソー
ス管理 (p.403)」を参照してください。

仮想マシン上の CPUパ
フォーマンスを強化しま
す。

各仮想マシンに対して、CPU のシェア、最小使用率と最大使
用率を設定することができます。また、仮想マシンを実行す
るプロセッサを指定することも可能です。

「仮想マシンの CPU使用状況を設定 (p.109)」と「CPU リソー
スの管理 (p.410)」を参照してください。

仮想マシン上のメモリ利
用率を向上させます。

仮想マシンに対して、メモリのシェアを設定することができ
ます。NUMAマシンを使用している場合、仮想マシンに対し
てNUMA アフィニティノードを指定することも可能です。

「仮想マシンのメモリ使用状況を設定 (p.111)」、「メモリリ
ソースの管理 (p.427)」及び「NUMAシステムの使用 (p.442)」
を参照してください。

仮想マシン上のディスク
帯域幅の利用率を向上さ
せます。

仮想マシンに対して、ディスク帯域幅を設定することができ
ます。シェアの大きい仮想マシン程、帯域幅も大きくなりま
す。

「仮想マシンのディスク使用状況を設定 (p.113)」及び「ディ
スク帯域幅の管理 (p.456)」を参照してください。

仮想マシン上のネット
ワークパフォーマンスを
強化します。

トラフィックシェーピングを有効にしてネットワークパラ
メータを指定すれば、ネットワークパフォーマンスを管理す
ることができます。

「仮想マシンのネットワーク設定を構成 (p.115)」及び「ネッ
トワーク帯域幅の管理 (p.452)」を参照してください。

仮想マシンから不必要な
プログラムやサービスを
削除します。

仮想マシンから、CPU 集約型のスクリーンセーバー等の不必
要なプログラムあるいはサービスを削除してください。

Linux 仮想マシンは、できれば X ウィンドウ システムを使わ
ずに実行してください。
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下記の表は、一般的なトラブルシューティングに関する情報をまとめたもの
です。

サービスコンソールに十
分な CPUと RAMがある
か確認してください。

ESX Server で多数の仮想マシンを実行中にシステムパフォー
マンスが低下した場合、そのサービスコンソールに対する
CPU の最小シェアを増加させてください。

「Service Console の構成 (p.256)」を参照してください。

ゲストOSに十分なス
ワップスペースがあるか
確認してください。

メモリ管理の目的で、ESX Server がゲストOS内のメモリ使
用率を増加させることがあります。 このため、ゲストOSに
十分なスワップスペースがあるか確認しておくことが大切に
なります。

仮想マシンの最大 - 最小メモリサイズの差異と同量のスワッ
プスペースをゲストOS に追加してください。

仮想マシンをパワーオンできるかどうかの確認は、「受付制
御ポリシー（p.411）」を参照してください。

サービスコンソールから
不必要なプログラムや
サービスを削除します。

サービスコンソールでは、X ウィンドウ システムを実行しな
いでください。

SNMPを使って、ESX 
Server とその仮想マシン
のメモリ、リソース使用
状況、ワークロード を監
視します。

「ESX Server で SNMP を使用（p.279）」を参照してください。

問題 次の点を確認してください。

仮想マシンをスタートで
きない。

仮想マシンの構成ファイルに対して十分なアクセス権限が
設定されていますか？詳しくは、「仮想マシンの所有者に対
するアクセス権を設定（p.172）」を参照してください。

仮想マシンをパワーオンするのに十分なメモリがあります
か？「サーバ上でメモリのサイズを調整（p.448）」を参照し
てください。

予約されていないスワップスペースが十分にありますか？
詳しくは「スワップスペースとゲストOS(p.432)」を参照し
てください。

仮想ディスクが VMFS ボリュームに格納されていますか？
VMware Workstation や VMware GSX Server の仮想ディスク
ファイルを使用する場合、仮想ディスクが管理インター
フェイスを使って ESX Server に適切にインポートされてい
るか確認してください。 「VMware Workstation と VMware 
GSX Server 仮想マシンの移行（p.65）」を参照してください。

タスク 解説
www.vmware.com28



第 1 章  VMware ESX Server の概要
VMware Management 
Interface（管理インター
フェイス）に接続できな
い。 

IP 接続が失われていませんか？

NIC デュプレックスやスピードがイーサネットスイッチと一
致していますか？

サービスコンソールがスワップを行っていませんか？ 

root システムファイルに利用可能なディスクスペースが存
在しますか？

VMware Remote Console
（リモートコンソール）に
接続できない。

IP 接続が失われていませんか？

NIC デュプレックスやスピードがイーサネットスイッチと一
致していますか？

サービスコンソールがスワップを行っていませんか？ 

root ファイルシステムに利用可能なディスクスペースが存
在しますか？

問題 次の点を確認してください。
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2 章
仮想マシンの作成と構成 
本章では、仮想マシンを作成、構成する手順と VMware Remote Console
（リモートコンソール）のインストール方法について説明します。

• 新しい仮想マシンの作成 (p.32)

• ゲストOSと VMware Tools のインストール (p.39)

• 仮想マシンで PXE を使用 (p.53)

• 仮想マシンが LSI Logic SCSI アダプタを使用するように構成 (p.55)

• 仮想マシンのインポート、アップグレード、エクスポート (p.61)

• リモート管理ソフトウェアを使用する前に (p.72)

• Remote Console ソフトウェアのインストール (p.73)

• サードパーティソフトウェアとの互換性 (p.75)

• 仮想マシンの電源操作時にスクリプトを実行 (p.76)

• 仮想マシンの構成 (p.78)
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新しい仮想マシンの作成
新しい仮想マシンは、VMware Management Interface（管理インターフェイ
ス）内で作成することができます。この方法で仮想マシンを作成すると、仮
想マシンごとに新しい構成を設定できます。 

注意： 管理インターフェイスを使って仮想マシンを作成する場合、入力
フィールドには ASCII 文字しか使用できません。 このため、仮想マシンの表
示名やパスに非 ASCII 文字を使用することはできません。

Add Virtual Machine Wizardを使えば、サーバ上に仮想マシンを作成する基本作
業を順を追って実行できます。 サーバのサービスコンソールにアカウントを持
つユーザーであれば、ウィザードにログインして仮想マシンを作成できます。
既に rootとしてログインしている場合は、この時点でログアウトし、新しい
仮想マシンの管理権限を持つユーザーとしてログインし直すことも可能です。

注意： 新しく仮想マシンを作成する前に、警告ログファイルに VMkernel 
ALERT メッセージが表示されていないか確認してください。

管理インターフェイスにログインするには、下記のURLを使用してください。
http://<hostname>

1. 管理インターフェイスの [Login] ページでユーザー名とパスワードを入
力し、［Login］をクリックします。

[Status Monitor] ページが表示されます 。
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第 2 章  仮想マシンの作成と構成
2. [Add Virtual Machine] をクリックすると、Add Virtual Machine Wizard が
起動します。

3. 仮想マシンで使用するゲストOSを選択してください。仮想マシンとそ
の構成ファイルの名前の欄に、選択したゲストOSに対応する名前がデ
フォルトで表示されます。必要があれば、これらの設定を変更してく
ださい。

[Display Name] フィールドで指定した名前が、VMware Management 
Interface の一覧に表示されます。作成済みの、あるいは作成予定の他
の仮想マシンと区別できるような名前を入力してください。

[Location] フィールドに入力したパスが他で使用されていないことを確
認してください。デフォルトのパスとファイル名は、選択したゲスト
OS に基づいて決定されます。 このサーバで既に他の仮想マシンが作成
されている場合、パスを変更して、新しい仮想マシン用に新しい独自
のディレクトリを作成しなければなりません。

[Location] フィールドには、構成ファイル名が表示されます（このファ
イルには .vmxという拡張子が付けられています。ここに表示される
ディレクトリには、他の仮想マシンファイルも格納されています）。 

注意： VMware ESX Server 2.1 を使って作成した仮想マシンの構成ファ
イルには拡張子 .vmxが使用されていますが、それ以前のバージョン
の ESX Server では拡張子 .cfgを使用していました。 通常、拡張子
.cfgを持つ仮想マシンの構成ファイルにもESX Server 2.1でアクセスす
ることができます。

この画面での操作を終えたら、[Next] をクリックしてください。
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4. [Processors] リストでは、仮想マシンに構成する仮想 CPUの数を指定し
ます。1個または 2個の仮想 CPUを選択できますが、実際のサーバに
存在する物理 CPUの個数を超えることはできません。

注意： Windows NT など一部のゲストOSでは、シングルプロセッサし
か設定できません。このような仮想マシンを構成している場合、画面に
その旨を伝える注記が表示され、仮想CPUを 2個選択できません。

注意： 仮想デュアル CPUを使用する仮想マシンの作成には、 ESX Server
向け VMware Virtual SMP 製品の購入が必要です。この製品に関する詳
細は、弊社あるいは承認販売代理店までお問い合わせください。

[Memory] 入力フィールドのデフォルト設定は、指定したゲストOSの
種類によって異なります。仮想マシンで実行するアプリケーションに
よっては、デフォルト値を変更しなければならないことがあります。
この設定は、管理インターフェイスにある、該当仮想マシンの
[Memory] タブを使用して後から変更することも可能です。詳しくは、
「VMware Management Interface からメモリリソースを管理 (p.434)」を
ご覧ください。

仮想マシンへのメモリの割り当てに関するバックグランド情報は、
「サーバ上でメモリのサイズを調整 (p.448)」をご覧ください。

この画面での操作を終えたら、[Next] をクリックしてください。
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5. 仮想マシンに付加する仮想ディスクの種類を選択します。

このセットアッププロセスでは、仮想マシン毎に仮想ディスクを 1つ作
成することが可能です。仮想ディスクは後から、管理インターフェイス
で該当する仮想マシンの [Hardware] を使って追加することができます。
「仮想マシンの仮想ディスクを構成 (p.125)」を参照してください。

• 新しい仮想ディスクを作成するには、[Blank] をクリックしてくださ
い。次に次ページの項目を選択します。
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a. 新しい仮想ディスクの格納場所を指定します。[VMFS Volume] リスト
から、仮想ディスクを格納するボリュームを選択してください。ボ
リューム名の横に空き容量が表示されますので、そこから仮想ディ
スクのサイズをどれだけ大きくできるかを判断してください。

b.仮想ディスクに名前を付けます。[VMware Disk Image] 入力フィール
ドでディスク名を指定してください。ファイルには必ず .dskという
拡張子を付けてください。

c. 仮想ディスクのサイズを指定します。[Capacity] 入力フィールドで仮
想ディスクのサイズをMB単位で指定してください。 デフォルト値と
して 4000MB か、そのボリュームで利用できる空き容量のいずれか
少ない方が表示されているはずです。 

d. 仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストで該当
する SCSI ID を選択してください。

e. ディスクモードを選択します。[Disk Mode] の箇所で、[Persistent]、
[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをクリックして
ください。ディスクモードの詳細は、「ディスクモードの使用 
(p.157)」をご覧ください。

注意： ブランク仮想ディスクを持つ新しい仮想マシンは、未使用の
ハードディスクを持つ物理コンピュータと考えることができます。 仮想
マシンの使用を開始するためには、ゲスト OS をインストールしなけれ
ばなりません。「ゲストOSと VMware Tools のインストール (p.39)」を
参照してください。
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• 仮想マシンに既存の仮想ディスクを付加するには、[Existing] をク
リックしてください。次に下記の項目を選択します。

a. 使用する仮想ディスクの格納場所を指定します。[VMFS Volume] リス
トから、仮想ディスクが格納されているボリュームを選択してくだ
さい。

b. [VMware Disk Image] リストから、使用する仮想ディスクを選択して
ください。その仮想ディスクのサイズが [Capacity] フィールドに表示
されますが、この値は変更することができません。

c. 仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストで該当
する SCSI ID を選択してください。

d.ディスクモードを選択します。[Disk Mode] の箇所で、[Persistent]、
[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをクリックして
ください。ディスクモードの詳細は、「ディスクモードの使用 
(p.157)」をご覧ください。
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• LUN に格納されている物理ディスクに仮想マシンがアクセスできる
ようにするには、[System LUN/Disk] をクリックしてください。次に
下記の項目を選択します。

a. [Storage Controller LUN ] リストから、使用する LUNを選択してくだ
さい。

b.仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストで該当
する SCSI ID を選択してください。

6. 仮想ディスクの構成が完了したら [Next] をクリックしてください。す
ると、この仮想マシン向けの [Hardware] タブが表示されます。 

ESX Server がこの仮想マシンに割り当てたデフォルト設定（ディスク
モード、ネットワークカード、色深度、取外し可能デバイス等）や仮
想マシンの作成過程でユーザーが指定した構成アイテムは、必要に応
じて変更することができます。ハードウェアの変更に関しては、「仮想
マシンのハードウェアを構成 (p.117)」をご覧ください。
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ゲストOSとVMware Toolsのインストール 
ここでは、次の説明を行います。

• ゲストOSを仮想マシンにインストール (p.39)

• VMwareTools をゲストOS にインストール (p.41)

• VMware ゲストOS サービスについて (p.47)

ほとんどの場合、仮想マシンにはブランク（未フォーマットの） SCSI 仮想
ディスクが構成されます。インストールプロセスの適切な時点で仮想ディス
クのフォーマットを行い、標準のインストール用 CD-ROMを使えば、新し
い物理マシンの場合と同様の手順で、この仮想ディスクにオペレーティング
システムをインストールすることができます。

また、イメージファイル（インストール用 CD-ROMの ISOイメージファイ
ルやインストールに必要なフロッピーディスクのフロッピーイメージファイ
ル）からインストールを行うことも可能です。インストールを始める前に、
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って、使用す
るイメージファイルに仮想マシンのドライブを接続してください。

別のアプローチとして、VMware Workstation 3.2 以降あるいは VMware GSX 
Server 2.5 以降で作成された仮想ディスクを使い、ゲストOS を VMware ESX 
Server で動作するように構成し直す方法もあります。

ゲストOSのインストールが完了したら、後述される手順に従って、必ず
VMware Tools とネットワークドライバをインストールしてください。 

ゲストOSを仮想マシンにインストール
ゲストOSや他のアプリケーションのインストールは、別のワークステー
ションで VMware Remote Console（リモートコンソール）を使って作業を
行います。

リモートコンソールのインストールに関する詳しい情報は、「Remote 
Console ソフトウェアのインストール (p.73)」を参照してください。そこに
記載されている指示に従って、Windows または Linux ワークステーション
でリモートコンソールを起動し、仮想マシンに接続してください。

ゲストOSのインストール用 CD-ROMをサーバの CD-ROMドライブに挿入
します。リモートコンソールのツールバー上の [Power On] をクリックして、
ゲストOSのセットアップを開始します。 特定のゲストOSをインストール
する際の詳細は、www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html と ESX 
Server 2.1 リリースノートをご覧ください。
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ネットワークを使ってインストールする場合は、インストール用 CD-ROM
の ISOイメージファイルかインストールに使用するフロッピーディスクのフ
ロッピーイメージファイルが必要です。このセクションのインストールの手
順は、物理メディアからインストールする場合を想定しています。イメージ
ファイルを使用する場合、ゲストOSのインストールを開始する前に、仮想
マシンの CD-ROMか FDドライブを、そのイメージファイルに接続してお
いてください。

注意： 新しい仮想ディスクにゲストOS をインストールすると、ディスクが
破損している旨を警告するメッセージが表示され、ディスクにパーティショ
ンテーブルを置くかどうかを質問されることがあります。この警告が表示さ
れても、物理ハードディスクに問題が生じている訳ではありません。仮想
ハードディスクを格納しているファイルにデータを書き込む必要があると
言っているだけです。このようなメッセージが現れた場合、ただ [Yes] と答
えてください。また、未使用のブランク ハードドライブの場合と同様に、
仮想ディスクに対してもパーティションの作成とフォーマットを行う必要が
あります。

フォーマット済みの RawディスクにゲストOSをインストール
ファイルシステムで既にフォーマットされている Rawディスク（物理ディ
スク）にゲストOSをインストールしようとすると、仮想マシンをパワーオ
ンした時に「No operating system」というエラーが表示されることがあり
ます。これは、仮想マシンの BIOS で指定されている起動順序が、デフォル
トでフロッピーディスク、ハードディスク、CD-ROMドライブの順になっ
ているためです。このため、仮想マシンはインストール用 CD-ROMから起
動するかわりに、ハードディスクから起動しようとします。

この問題を迂回するには、次のいずれかを行ってください。

1. BIOS で起動順序を変更し、仮想マシンがハードドライブの前に CD-
ROMドライブから起動するようにしてください。仮想マシンが起動し
たら、BIOS 画面を表示して [Boot] メニューから起動順序を変更しま
す。

2. Raw ディスクの最初の 64KB を dd等のユーティリティを使ってゼロに
します。
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VMwareTools をゲストOSにインストール
ここでは、ゲストOSに VMware Tools とネットワークドライバをインス
トールする方法について解説します。 

• VMware Tools を Windows Server 2003 ゲストにインストール (p.42)

• VMware Tools を Windows XP ゲストにインストール (p.42)

• VMware Tools を Windows 2000 ゲストにインストール (p.43)

• VMware Tools とネットワークドライバをWindows NT 4.0 ゲストにイン
ストール (p.43)

• VMware Tools を Linux ゲストにインストール (p.45)

• VMware ToolsをNetWare 6.0 SP3、6.5または5.1 SP6 ゲストにインストー
ル (p.46)

次の点に注意してください。

• 各ゲストOSへのインストール手順は、リモートコンソールを仮想マシ
ンに接続して作業を行っている場合を想定しています。

• VMware Tools がインストールできるように、仮想マシンの準備を行っ
てください。[Settings] - [VMware Tools Install] を選択します。

このオプションによって、仮想マシンの CD-ROMドライブが VMware 
Tools パッケージに含まれる ISO イメージファイルを使用するようにな
ります。 仮想マシンには普通の CD-ROMディスクとして認識されるこ
のイメージは、VMware ESX Server のインストール時にサーバマシンに
保存されているはずです。
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VMware Tools を Windows Server 2003 ゲストにインストール
1. [Settings] - [VMware Tools Install] を選択してください。

これで、仮想マシンの CD-ROMドライブが ESX Server マシン上の ISO
イメージファイルに接続されます。ゲストOSの自動再生機能がオンに
なっている場合（Windows オペレーティングシステムではデフォルト
設定です）、数秒後に、VMware Tools をインストールするかどうかを確
認するダイアログボックスが表示されます。[Install] をクリックしてイ
ンストール ウィザードを起動してください。

自動再生機能がオフになっている場合、ダイアログボックスは自動表
示されません。この場合、CD-ROMドライブから VMwareTools.exe

を実行してください（[ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] - [D:
￥VMwareTools.exe] を選択します。D:の箇所には仮想マシンの最初
の CD-ROMドライブ名が入ります）。 これで VMware Tools のインス
トールが開始されます。

2. インストールの過程で、VMware SVGA と VMware Pointing Device ドラ
イバが Windows のロゴテストに合格していないことを告げる「ハード
ウェアのインストール」というメッセージが 2つ表示されます。この
メッセージを受け入れて、続行してください。

3. 画面の指示に従って、ゲストOSを再起動します。

インストールが完了すると、ESX Server が ISO イメージファイルを切断し
て、仮想マシンの CD-ROMドライブを元の構成に戻します。

VMware Tools を Windows XP ゲストにインストール
1. [Settings] - [VMware Tools Install] を選択してください。

これで、仮想マシンの CD-ROMドライブが ESX Server マシン上の ISO
イメージファイルに接続されます。ゲストOSの自動再生機能がオンに
なっている場合（Windows オペレーティングシステムではデフォルト
設定です）、数秒後に、VMware Tools をインストールするかどうかを確
認するダイアログボックスが表示されます。[Install] をクリックしてイ
ンストール ウィザードを起動してください。

自動再生機能がオフになっている場合、ダイアログボックスは自動表
示されません。この場合、CD-ROMドライブから VMwareTools.exe

を実行してください（[ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] - [D:
￥VMwareTools.exe] を選択します。ここで D:の箇所には仮想マシ
ンの最初の CD-ROMドライブ名が入ります）。 これで VMware Tools の
インストールが開始されます。
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2. インストールの過程で、VMware SVGA と VMware Pointing Device ドラ
イバが Windows のロゴテストに合格していないことを告げる「ハード
ウェアのインストール」というメッセージが 2つ表示されます。この
メッセージを受け入れて、続行してください。

3. 画面の指示に従って、ゲストOSを再起動します。

インストールが完了すると、ESX Server が ISO イメージファイルを切断し
て、仮想マシンの CD-ROMドライブを元の構成に戻します。

VMware Tools を Windows 2000 ゲストにインストール
1. [Settings] - [VMware Tools Install] を選択してください。

これで、仮想マシンの CD-ROMドライブが ESX Server マシン上の ISO
イメージファイルに接続されます。ゲストOSの自動再生機能がオンに
なっている場合（Windows オペレーティングシステムではデフォルト
設定です）、数秒後に、VMware Tools をインストールするかどうかを確
認するダイアログボックスが表示されます。[Install] をクリックしてイ
ンストール ウィザードを起動してください。

自動再生機能がオフになっている場合、ダイアログボックスは自動表
示されません。この場合、CD-ROMドライブから VMwareTools.exe

を実行してください（[スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] - [D:
￥VMwareTools.exe] を選択します。ここで D:の箇所には仮想マシ
ンの最初の CD-ROMドライブ名が入ります）。 これで VMware Tools の
インストールが開始されます。

2. インストールが完了したら [Settings] - [Cancel Tools Install] を選択して、
ISO イメージファイルを切断し、仮想マシンの CD-ROMドライブを元
の構成に戻してください。

VMware Tools とネットワークドライバをWindows NT 4.0 ゲストに
インストール
1. [Settings] - [VMware Tools Install] を選択してください。

これで、仮想マシンの CD-ROMドライブが ESX Server マシン上の ISO
イメージファイルに接続されます。ゲストOSの自動再生機能がオンに
なっている場合（Windows オペレーティングシステムではデフォルト
設定です）、数秒後に、VMware Tools をインストールするかどうかを確
認するダイアログボックスが表示されます。[Install] をクリックしてイ
ンストール ウィザードを起動してください。

自動再生機能がオフになっている場合、ダイアログボックスは自動表
示されません。この場合、CD-ROMドライブから VMwareTools.exe
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を実行してください（[ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] - [D:
￥VMwareTools.exe] を選択します。ここで D:の箇所には仮想マシ
ンの最初の CD-ROMドライブ名が入ります）。 これで VMware Tools の
インストールが開始されます。

2. 次のいずれかを実行してください。

• vlanceネットワークドライバを使用するように仮想マシンを設定し
ている場合は、ステップ 5に進みます。

• vmxnetネットワークドライバを使用するように仮想マシンを設定し
ている場合は、[ スタート ] - [ コントロールパネル ] - [ ネットワーク ] 
- [ アダプタ ] を選択して [ 追加 ] をクリックします。

3. [ ディスク使用 ] をクリックして、[ フロッピーディスクの挿入 ] ダイア
ログに D:￥vmnet￥winntと入力してください（D:の箇所には仮想マ
シンの最初の CD-ROMドライブ名が入ります）。[OEMオプションの選
択 ] ダイアログに [VMware Virtual Ethernet Adapte] が表示されたら、
[OK] をクリックしてください。 これで VMware ネットワークドライバが
インストールされます。

4. [ アダプタ ]ダイアログで [閉じる ]をクリックしてインストールを終えま
す。この時点で、このカードに対する Internetアドレスを設定できます。

VMware Workstation で作成し、ネットワーク接続を持つ仮想マシンに
インストールする場合、 オリジナルのネットワーク構成で使用していた
ものとは異なるアドレスを使用してください（以前のアドレスは、今
は存在しない仮想 AMDカードに依然として割り当てられているためで
す）。 あるいは、この時点で AMDカードへのアドレスの割り当てを変
更することも可能です。

注意： VMware Virtual Ethernet Adapter ドライバは、Service Pack 3 以降を
インストールしていなければ正常に動作しません。適切なサービスパッ
クがインストールされていないと、次のようなエラーメッセージが表示
されることがあります。
System Process Driver Entry Point Not Found; The 
\SystemRoot\System32\drivers\vmxnet.sys device driver 
could not locate the entry point 
NdisGetFirstBufferFromPacket in driver NDIS.SYS.

ただし、このメッセージが表示された場合でも、後から適切なサービ
スパックをインストールすればドライバは動作するはずです。
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5. インストールが完了したら、再起動する前に [Settings] - [Cancel Tools 
Install] を選択して、ISO イメージファイルを切断し、仮想マシンの CD-
ROMドライブを元の構成に戻してください。

6. 仮想マシンを再起動します。

VMware Tools を Linux ゲストにインストール
1. [Settings] - [VMware Tools Install] を選択してから [Install] をクリックします。

これで、仮想マシンの CD-ROMドライブが ESX Server マシン上の ISO
イメージファイルに接続されます。

2. Linux ゲストから、root の権限で VMware Tools 仮想 CD-ROMをマウン
トし、 仮想 CD-ROMからインストーラファイルを /tmpにコピーして
から、CD-ROMのマウントを解除します。 
su
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt
cp /mnt/vmware-linux-tools.tar.gz /tmp
umount /dev/cdrom 

3. VMware Toolsの tarファイルを /tmpの下に展開し、インストールします。

cd /tmp
tar zxf vmware-linux-tools.tar.gz
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

注意： 一部バージョンの Linux では、VMware Tools をインストールす
る際に、インストーラが VMware Tools を再コンパイルする必要があり
ます。このため、ゲストOSに Cコンパイラがインストールされてい
なければなりません。VMware Tools のインストール中にコンパイラの
警告メッセージが表示されることがありますが、コントロールパネル
とドライバは正常に動作するはずです。

4. 以下の指示に従ってください。各種ファイルのディレクトリを指定します。

5. 仮想マシンの表示サイズを選択します。数値を指定したら <Enter>
キーを押します。

6. 必要があれば Xとグラフィック環境を起動し、VMware Tools バックグ
ランドアプリケーションを実行します。
vmware-toolbox &

注意： この仮想マシンを vmxnetドライバを使用して作成した場合は、
仮想マシンで netconfig等のネットワーク構成ユーティリティを実
行して仮想ネットワークアダプタを設定する必要があります。
45



VMware ESX Server 運用ガイド
VMware Tools を NetWare 6.0 SP3、6.5または 5.1 SP6 ゲストにインストール 
1. 仮想マシンをパワーオンします。

2. VMware Tools をインストールするように仮想マシンを準備します。

[File] - [Install VMware Tools] を選択してください。

残りの作業は、仮想マシン内で実行します。

3. CD-ROMデバイスが ISO イメージをボリュームとしてマウントするよ
うに、CD-ROMドライバを読み込みます。次のいずれかを行ってくだ
さい。

a. NetWare 6.5 仮想マシン向けのシステムコンソールで、次のように入
力します。

LOAD CDROM 

b. NetWare 5.1 仮想マシン向けのシステムコンソールで、次のように入
力します。

LOAD CD9660.NSS

4. ドライバが読み込みを完了したら、VMware Tools のインストールを開
始することが可能です。システムコンソールで次のように入力してく
ださい。
vmwtools:\setup.ncf 

5. インストールが完了すると、「VMware Tools for NetWare are now 
running」というメッセージが Logger Screen (NetWare 6.5 ゲスト ) か
Console Screen (NetWare 5.1 ゲスト ) に表示されます。 

6. ゲストOSを再起動します。システムコンソールで次のように入力して
ください。
restart server 

VMware Tools のインストールが完了したら、VMware Tools 仮想 CD-
ROMイメージ (netware.iso) が仮想マシンから切断されていること
を確認してください。接続されている場合は、切断してください。コ
ンソールウィンドウにあるステータスバーの CD-ROMアイコンを右ク
リックして、[Disconnect] を選択します。
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VMware Tools を自動的に起動
X サーバの起動時に VMware Tools がスタートするようにゲストOSを構成
すると便利な場合があります。このような設定の手順は、使用している
Linux ディストリビューションや実行中のデスクトップ環境によって異なり
ます。使用しているOSに付属のドキュメントで手順を確認してください。

例えば、 GNOME を使用する Red Hat Linux 7.1 ゲストでは、次の手順に従っ
てください。

1. GNOME Control Center の [Startup Programs] パネルを開きます。

[Main Menu]（画面左下の足のアイコン） - [Programs] - [Settings] - 
[Session] - [Startup Programs]

2. [Add] をクリックします。

3. [Starup Command] フィールドに vmware-toolboxと入力します。

4. [OK] をクリックし、再び [OK] をクリックしたら、GNOME Control 
Center を終了します。

次回 Xを起動すると、VMware Tools が自動的にスタートします。

VMware ゲスト OS サービスについて
VMware Tools を仮想マシンにインストールする際にインストールされる主
なコンポーネントの 1つに、VMware ゲスト OSサービスがあります。ゲス
トサービスは次のことを実行します。

• ゲストOSの時刻を物理コンピュータに同期させます。「ゲストとサービ
スコンソール間の時刻同期 (p.48)」を参照してください。

• 仮想マシンを正常にパワーオフ、リセットします。「仮想マシンの
シャットダウンと再起動 (p.49)」を参照してください。

• 仮想マシンがゲストOSの停止/再起動命令を受けた時に、仮想マシンで
コマンドを実行します。「仮想マシンの停止 /再起動のリクエスト時の
ゲストサービスによるコマンドの実行 (p.50)」を参照してください。

• サービスコンソールからゲストOSにストリングを伝達します。「サービ
スコンソールからゲストOSにストリングを伝達 (p.50)」を参照してく
ださい。

• ゲストOSが実行中であることを知らせるために、VMware ESX Server に
ハートビートを送信します。 

ゲストサービスは、ゲストOSを起動すると自動的にスタートします。
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Linux ゲストでは、ゲストサービスに vmware-guestdという名前が付けら
れています。ゲストサービスのヘルプ（全オプションのリスト等）を表示す
るには、次のコマンドを使用してください。 

/etc/vmware/vmware-guestd --help 

Windows ゲストでは、ゲストサービスプログラムファイルに
VMwareService.exeという名前が付けられています。ヘルプを表示する
には、 システムトレイにある VMware Tools アイコンを右クリックして
[Help] を選択してください。

ゲストとサービスコンソール間の時刻同期
ゲストサービスは、ゲストOSの日付と時刻を、1秒に 1回の割合でサービ
スコンソールに同期することができます。VMware Tools コントロールパネ
ルの [Other] タブ（Linux ゲストでは [Options]）から [Time synchronization 
between the virtual machine and the host operating system] を選択してくだ
さい。

ゲストサービスはさらに、 ゲストOS の日付と時刻を、様々なシステムイベ
ント（例えばディスクからレジュームした時など）に連動してサービスコン
ソールに同期することができます。この機能は、構成ファイルに下記のよう
に設定すれば停止できます。

time.synchronize.resume.disk = FALSE 
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仮想マシンのシャットダウンと再起動
ESX Server は、仮想マシンをシャットダウンあるいは再起動するように、ゲ
ストサービスにリクエストを送ることができます。ゲストサービスは、
シャットダウン /再起動のリクエストを受けると、承認の信号を ESX Server
に返送します。 

このようなリクエストは、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）またはサービスコンソールのコマンドラインから送信することが
できます。

仮想マシンをシャットダウン /再起動できるかどうかは、 その仮想マシンの
状態によって決まります。

VMware Management Interface から仮想マシンをシャットダウン /再起動 
VMware Management Interface から  をクリックすれば仮想マシンを
シャットダウン、  をクリックすれば再起動することができます。いずれ
かの操作を指定したら、該当する仮想マシンの [Users and Events] ページを
クリックして、対応が必要なメッセージがあれば応答してください。

ここで行うシャットダウンは、ゲストOSのシャットダウン コマンドを実行
してから仮想マシンをパワーオフする作業に相当します。再起動は、ゲスト
OS の再起動コマンドを使用する作業に相当します。

「You will need to power off or reset the virtual machine at this point」という
イベントログメッセージが表示された場合、リモートコンソールを使って仮
想マシンに接続し、[Power Off] あるいは [Reset] をクリックして操作を完了
してください。

上記の操作が行われている間は、パワーオフコマンド及び再起動コマンドは
使用できません。

また、メニューから強制的にパワーオフ、リセットすることも可能です。こ
のようなコマンドは、ゲストサービスを通さずに、 物理マシンの電源を切
る、あるいは物理リセットボタンを押すといったことに相当する操作を仮想
マシンで実行します。

詳しくは、「仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)」を参照してください。

コマンドラインから仮想マシンをシャットダウン /再起動 
サービスコンソールのコマンドラインから vmware-cmdユーティリティを
使って仮想マシンをシャットダウン、再起動することができます。
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シャットダウンや再起動プロセスは完了までにしばらく時間がかかることが
ありますが、下記のコマンドを使用した場合、実行プロセスが完了する前に
即座にコマンドプロンプトに戻ります。

vmware-cmd <vm-cfg-path> stop <powerop_mode>

vmware-cmd <vm-cfg-path> reset <powerop_mode>

上記コマンドでは、hard、soft あるいは trysoft によって電源操作
<powerop_mode> の動作を指定します。<powerop_mode> を指定しない
場合、デフォルトの動作は soft です。詳しくは、「VMware Scripting API 
User's Manual」をご覧ください。

仮想マシンの停止 /再起動のリクエスト時のゲストサービスによるコマンド
の実行
Linux ゲストでは、ESX Server が仮想マシンのゲストOS の停止あるいは再
起動をリクエストした場合、ゲストサービスに特定のコマンドを実行させる
ことができます。一般的でないユーティリティを使用していたり、ゲスト
OS をシャットダウンあるいは再起動する前に特定の作業を実行させたい場
合は、ゲストサービスが実行するデフォルトのコマンドを上書きすることが
できます。これには、ゲストの /etc/vmware/dualconf.vmスタート
アップスクリプトを修正し、ゲストサービスが次のコマンドラインオプショ
ンでスタートするようにしてください。

/etc/vmware/vmware-guestd --halt-command <command> 

ここで <command>の箇所には、 ESX Server がゲストサービスにゲストOS
を停止するようにリクエストした場合に実行するコマンドが入ります。

/etc/vmware/vmware-guestd --reboot-command <command> 

ここで <command>の箇所には、 ESX Server がゲストサービスにゲストOS
を再起動するようにリクエストした場合に実行するコマンドが入ります。

サービスコンソールからゲストOSにストリングを伝達
ESX Server と Perl や NetShell (Windows 2000 ゲストOSの場合）のようなス
クリプト言語に関する知識があれば、構成ファイルを使って仮想マシンを起
動する際に、その仮想マシンの構成ファイルからゲストOSにストリングを
引き渡すことができます。このストリングは、machine.idと呼ばれるも
のです。ゲストOSにどの情報を伝達するかは、ユーザーが決定します。 

詳細情報（サービスコンソールとゲスト間での双方向のメッセージ伝達に関
する情報等）とスクリプトのサンプルに関しては、 www.vmware.com/support/

developer/scripting-API/doc/Scripting_API.pdfでダウンロード可能な VMware 
Scripting API 関連ドキュメントをご覧ください。
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この操作は、スクリプト言語に精通し、システムスタートアップスクリプト
の変更方法に詳しい方以外にはお勧めいたしません。

サービスコンソールからゲストへのストリング伝達の例
同一の仮想ディスクに関連付けられた複数の構成ファイルを使用する場合、
各構成ファイルに独自の machine.idラインを設定することができます。

<config_file_1>.vmx の内容：

scsi0:1.present = TRUE
scsi0:1.name = "my_common_virtual_hard_drive.dsk"
scsi0:1.mode = "persistent"
machine.id = "the_id_for_my_first_vm"

<config_file_2>.vmx の内容：

scsi0:1.present = TRUE
scsi0:1.name = "my_common_virtual_hard_drive.dsk"
scsi0:1.mode = "persistent"
machine.id = "the_id_for_my_second_vm"

machine.idを使って 、Windows のシステム ID（SID）、マシン名、または IP
アドレスといったストリングを伝達できます。次に、ゲストOSのスタート
アップスクリプト内でゲストサービスにそのストリングを検索させれば、
ユーザーのスクリプトがそのストリングを使って、仮想マシンのシステム
ID やマシン名、IP アドレスを設定することができます。 

次の例では、Linux ゲストを使って、 仮想マシンのマシン名や IP アドレスと
なる情報を含むストリングをゲストサービスに検索させる方法を解説してい
きます。ここでは仮想マシン名として RedHat62VMを、IP アドレスとして
148.30.16.24 を使用します。 

1. machine.idストリングを定義します。「仮想マシンの構成ファイルを
直接編集 (p.166)」の指示に従って仮想マシンの構成ファイルに次のオ
プションを定義してください。

machine.id = "RedHat62VM 148.30.16.24" 

次に、その構成ファイルを使って仮想マシンを起動します。
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2. 仮想マシン内で machine.idストリングを検索します。システムのス
タートアップスクリプトで、次のコマンドをネットワークスタート
アップのセクションの前に追加します。 
/etc/vmware/vmware-guestd --cmd 'machine.id.get' 

注意： Windowsゲストでのストリング検索には次のコマンドを使います。
VMwareService --cmd machine.id.get 

さらに、スタートアップ時にゲストサービスが検索するこのストリン
グを使って、仮想マシンのネットワーク名を RedHat62VMに、IP アド
レスを 148.30.16.24 に設定するように、このスタートアップスクリプト
をカスタマイズする必要があります。 ネットワークサービスが開始され
る前に、このストリングをスクリプトに渡すようにしてください。例
えばWindows 2000 ゲストOS を使用している場合、NetShell ユーティ
リティ (netsh) を呼び出してストリングの内容を伝達し、その情報を
使用させることができます（つまり、最初にストリングで IP アドレス
を伝達したのであれば、新しい IP アドレスが仮想マシンに設定されま
す）。

サービスコンソールがゲストサービスを使ってゲストOSにストリングを伝
達しないように、サービスコンソールで設定を行うこともできます。これに
は、仮想マシンの構成ファイルに次の行を設定します。

isolation.tools.machine.id.get.disable = TRUE 
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仮想マシンで PXE を使用
Preboot eXecution Environment( 一般的に PXE と呼ばれています）を使っ
て、ネットワーク経由で仮想マシンを起動することが可能です。PXE を仮想
マシンで使用すれば、以下のことが可能です。

• オペレーティングシステムのインストール用メディアなしに、ネット
ワーク経由でゲストOSをリモートインストール

• 仮想ディスクのイメージを仮想マシンに展開

• ネットワーク経由で Linux 仮想マシンを起動し、ディスクなしで実行

PXE は、Windows 2000 Remote Installation Services や Red Hat Linux 9.0 イン
ストーラの PXE パッケージといったリモートインストール ツールと合わせ
て仮想マシンで使用します。 既に構成済みの仮想ディスクのイメージを新し
い仮想マシンに流用するには、Ghost または Altiris を使用することができま
す。 

仮想マシンには、必ず仮想ネットワークアダプタを構成しておいてくださ
い。仮想ネットワークアダプタは、デフォルトでインストールされます。
ESX Server は、仮想マシンが vmxnetまたは vlance仮想ネットワークアダ
プタのいずれかを使用するように構成されている場合に PXE をサポートし
ます。

仮想マシンには、ゲストOSがインストールされていない仮想ディスクが必
要です。

仮想マシンの起動時にゲストOSがインストールされていない場合、仮想マ
シンの BIOS で指定されたブートシーケンス順にデバイス（ハードディス
ク、CD-ROMドライブ、FDドライブ、ネットワークアダプタ）から起動し
ようとします。仮想マシンで PXE を使用する予定であれば、ネットワーク
アダプタをブート順序の最初に設定しておくことをお勧めします。仮想マシ
ンが最初に起動する際、<F2> キーを押して仮想マシンの BIOS 画面を表示
し、そこからブート順序を変更しておいてください。 

仮想マシンは、ネットワークアダプタから起動する際、DHCP サーバへの接
続を試みます。DHCP サーバは、仮想マシンに IP アドレスとネットワーク
上で利用可能な PXE サーバの一覧を提供します。仮想マシンが PXE サーバ
に接続したら、ブート可能なディスクイメージ（オペレーティングシステム
のイメージやGhost、Altiris のディスクイメージ等）に接続して、ゲストOS
のインストールを開始することができます。
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以下の PXE 構成は、弊社検証済みであり、ESX Server で正式にサポートされ
ています。

• Windows Server 2003 Automated Deployment Services が動作している
サーバからのWindows Server 2003 ゲストOSのリモートインストール

• Windows 2000 Server/Advanced Server Remote Installation Services が動
作しているサーバからのWindows 2000 ゲスト OSの リモートインス
トール

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 AS PXEブートサーバからのLinuxゲストOSの 
リモートインストール

• Windows 2000 及び Ghost RIS Boot パッケージを利用した、Ghost イメー
ジからの対応ゲストOSの リモートインストール

• Windows 2000 Altiris サーバを使用した、Altiris イメージからの対応ゲス
トOSの リモートインストール

• Linux Disklessで Red Hat Enterprise Linux 3.0 ASサーバに接続することに
よる、Linux 仮想マシンのネットワークブーティング

注意： PXE を使った Windows XP ゲスト OSのインストールはサポートされ
ていません。
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仮想マシンが LSI Logic SCSI アダプタを
使用するように構成
ESX Server 仮想マシンは、仮想 BusLogic アダプタと仮想 LSI Logic SCSI アダ
プタを使用することができます。仮想マシンは、デフォルトで BusLogic ア
ダプタを使用します。ただし、新しいWindows Server 2003 仮想マシンは、
デフォルトで LSI Logic アダプタを使用するように構成されています。 

LSI Logic SCSI アダプタは、構成ファイルを変更すれば、どの仮想マシンに
も追加することが可能です。この際、既存の仮想マシンや新しく作成された
Windows XP/2000 の仮想マシンでは、ゲストOS で特別な作業が必要になり
ます。

Windows XP と Windows 2000 には LSI Logic SCSI アダプタ用ドライバが含
まれておらず、これらのゲストはデフォルトで BusLogic アダプタを使用し
ます。このため、LSI Logic SCSI アダプタをWindows XP やWindows 2000
仮想マシンで使用するには、LSI Logic 社 Webサイトのダウンロードセン
ターからドライバをダウンロードする必要があります。 www.lsilogic.com/

support/ で、使用中のゲストOS向けのLSI20320 SCSIアダプタ ドライバを探し
てください。ファイルは WinZip の圧縮ファイルとして提供されています。 

注意： 2.4.18 シリーズ以降のカーネルを持つ Linux ディストリビューション
には、LSI Logic アダプタをサポートするドライバが含まれています。それ
以前のカーネルを使用しているゲストで、BusLogic アダプタの代わりに LSI
アダプタを使いたい場合は、 該当ディストリビューションで利用できる最新
のものにカーネルパッケージをアップグレードすることをお勧めします。ド
ライバを LSI Logic 社からダウンロードする必要はありません。

仮想マシンの構成ファイルにアダプタを追加
LSI Logic SCSI アダプタを使用するには、Windows 仮想マシンと Linux 仮想
マシンのいずれの場合も、その構成ファイルを変更する必要があります。新
しい仮想マシンの場合、ゲストOSをインストールする前に次の作業を行っ
てください。

既存の仮想マシンで LSI Logic アダプタを使用する場合は、次の作業を始め
る前に、ゲストOSをシャットダウンして仮想マシンをパワーオフしておい
てください。

注意： SuSE Linux 8.1 には LSI Logic 向けの適切なドライバが含まれています
が、SuSE Linux のプロセス エラーのため、まずゲストOSを BusLogic ドラ
イバでインストールする必要があります。一旦 SuSE Linux 8.1 ゲスト OSが
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インストールされ、起動したら、仮想マシンをシャットダウンして次の作業
を行ってください。

1. サービスコンソールに接続し、そこからテキストエディタを使って仮
想マシンの構成ファイル (.vmx) を開きます。 

2. 次のいずれかを実行してください。

• BusLogic アダプタが構成された新しい仮想マシン（Windows Server 
2003 以外のゲスト）に LSI Logic アダプタを追加する場合、次の変更
を行って既存の BusLogic アダプタを LSI Logic アダプタに切替えてく
ださい。
下記の行を、
scsi<n>.virtualDev = "vmxbuslogic"

次のように変更します。 
scsi<n>.virtualDev = "vmxlsilogic"

• BusLogicアダプタが構成された既存の仮想マシンにLSI Logicアダプタ
を追加する場合、BusLogic デバイスの後に、LSI Logic アダプタをデ
バイスが接続されていない状態で追加してください。例えば、仮想
マシンに既に SCSI アダプタが 1個設定されている場合、 構成ファイ
ルは次のようになっているはずです。 
###
### SCSI devices
###

# SCSI controller scsi0

scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "vmxbuslogic"

scsi0:1.present = "TRUE"
scsi0:1.name = "vmhba0:6:0:1:win2k.dsk"
scsi0:1.mode = "persistent"

ここに LSI Logic アダプタを追加するには、次の行を BusLogic のデバ
イス情報の後に挿入します。
scsi1.present = "TRUE"
scsi1.virtualDev = "vmxlsilogic"

3. 変更を保存して、構成ファイルを閉じます。
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LSI Logic SCSI アダプタを仮想マシンの構成に追加したら、ゲストOSに認識
させる必要があります。Windows ゲストと Linux ゲストでは、実行方法が
異なります。下記のセクションで該当する項の作業を行ってください。 

新しい（適切なカーネルを使用している）Linux 仮想マシンの場合、 この時
点でゲストOSをインストールできます。すると、LSI Logic アダプタを使用
するように自動的に構成されます。他の作業は必要ありません。既存の
Linux 仮想マシンの場合、「Linux ゲスト OSで LSI Logic SCSI アダプタを構成 
(p.58)」の手順に従ってください。

Windows ゲスト OSで LSI Logic SCSI アダプタを構成
Windows ゲストの構成を開始する前に、LSI Logic 社 Web サイトから LSI 
Logic ドライバをダウンロードしておいてください（前項参照）。 

新しい仮想マシンの場合、ドライバファイルをフロッピーディスクに解凍し
ます。このフロッピーディスクは、ゲストOSのインストール プロセスで必
要になります。

既存の仮想マシンでは、ドライバファイルをゲストOS内のディレクトリに
解凍し、ゲストをシャットダウンしてから仮想マシンをパワーオフします。

1. 仮想マシンをパワーオンしてください。

2. 次のいずれかを実行します。

• 新しくゲストOSをインストールする場合、インストールの最初に
<F6> キーを押すと、ドライバディスクを求める画面が表示されま
す。 追加ドライバを読み込むように促されますので、 ドライバファイ
ルを保存したフロッピーディスクを挿入し、Windows にドライバ
ファイルをコピーさせ、インストールを続行します。インストーラ
がゲストを再起動させるまで、フロッピーディスクをドライブから
抜き取らないでください。

• 既存の仮想マシンでBusLogicからLSI Logicアダプタに変更する場合、
ゲストOSが LSI Logic アダプタの存在を検知し、ログイン後に新し
いハードウェアの追加ウィザードが起動します。ドライバファイル
を解凍したディレクトリを指定すると、Windows がそれを必要な場
所にコピーします。

3. LSI Logic ドライバをインストールしたら、仮想マシンが起動プロセス
を完了したことを確認してｋら、ゲストOSのデバイスマネージャに
LSI Logic アダプタが表示され、動作していることを確認してください。
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新しいゲストOSに LSI アダプタをインストールした場合、 これで作業
は完了です。既存マシンで BusLogic アダプタから切替えている場合
は、引き続き残りの作業を行います。 

4. 仮想マシンをシャットダウン、パワーオフしてください。次に構成
ファイルを編集します。次の変更を行って、既存の BusLogic アダプタ
を LSI Logic アダプタに切替えます。 
下記の行を
scsi0.virtualDev = "vmxbuslogic"

次のように変更してください。 
scsi0.virtualDev = "vmxlsilogic"

5. 下記の行を削除して、前述のステップで追加した LSI Logic アダプタを
削除します。
scsi1.present = "TRUE"
scsi1.virtualDev = "vmxlsilogic"

6. 構成ファイルへの変更を保存し、仮想マシンを再び起動します。仮想
マシンが起動したら、ゲストが LSI Logic ドライバのみを使用している
ことをデバイスマネージャで確認してください。

注意： ドライバは既にインストール済みなので、ゲストが自動的にド
ライバを検知するはずです。仮想デバイスを移動すると、PCI スロット
が変更されることがあります。 この場合、ゲストが一部のデバイス
（vmxnetネットワークドライバ等）を検出し直すことがあります。オ
ペレーティングシステムにデバイスの検出を行わせ、先に進んでくだ
さい。

Linux ゲスト OS で LSI Logic SCSI アダプタを構成
以下の手順は、Red Hat Linux 7.3 及び SuSE Linux 8.0 以降のディストリ
ビューションをゲストOSとして実行している既存の仮想マシンを対象とし
ています。このようなディストリビューションのカーネルには、LSI Logic 
SCSI アダプタをサポートするドライバが含まれています。このドライバは
mptscsihという名前で、 mptbaseと呼ばれる別のモジュールに依存してい
ます。それ以前のカーネルにも mptscsihドライバが含まれていることが
ありますが、LSI Logic SCSI アダプタはサポートしていません。

注意： Red Hat Linux 7.3 または SuSE Linux 8.0 以降をゲストOSとしてイン
ストールする予定の新しい Linux 仮想マシンの場合、ゲストOSのインス
トール以外に特別な作業は必要ありません。インストールプロセスで、ゲス
トは LSI Logic アダプタを使用するように構成されます。 
www.vmware.com58



第 2 章  仮想マシンの作成と構成
LSI Logic アダプタを上記バージョン以前のディストリビューションにイン
ストールする場合、仮想マシンのカーネルをアップグレードするか、LSI 
Logic 社 Web サイトからダウンロードしたソースをカーネルに適用してか
らカーネルを再コンパイルしてください。次に、LSI Logic アダプタが検出
されていることを確認します。ゲストのコマンドプロンプトから、次のよう
に入力してください。

modprobe mptscsih

エラーが表示されなければ、lsmodで mptscsihと mptbaseが共にイン
ストールされているかを確認してから残りの作業を続けます。エラーが表示
された場合は、ドライバが読み込まれない原因を探す必要があります。

構成を変更した既存の Linux 仮想マシンでは、root パーティションがマウン
トされる前に初期 RAMディスク (initrd) からこのドライバが読み込まれ
るように、ゲストを LSI Logic SCSI アダプタで起動する必要があります。 

1. /etc/modules.confを編集し、scsi_hostアダプタを mptscsih

に設定します。

2. 実行中のカーネル向けに新しく初期 RAMディスクを作成してください。
mkinitrd --preload mptbase
/boot/initrd-<kernelname>-lsi.img <kernelname>

ここで、<kernelname>の箇所には、ゲストが使用しているカーネル
のバージョン（2.4.18-3 等）が入ります。 

ステップ 1で行った modules.confの変更により、 mkinitrdがブー
ト中にカーネルへ LSI Logic SCSI ドライバを提供することができます。

3. /etc/lilo.confまたは /boot/grub/grub.confの内、ゲストで使
用されている方を編集してください。 既存のカーネルを新しい RAM
ディスクファイルで使用するように、新しいエントリを作成します。問
題が発生して BusLogic アダプタで起動する必要が出てきた時のために、
オリジナルのブートエントリも必ず残しておいてください。ブートロー
ダを再びインストールします（liloか grub-install /dev/sda）。

4. 仮想マシンをシャットダウン、パワーオフします。次に、管理イン
ターフェイスで構成ファイルを編集します。既存の BusLogic アダプタ
を LSI Logic アダプタに切替えるには、次の変更を行います。 
下記の行を
scsi0.virtualDev = "vmxbuslogic"

次のように変更してください。
scsi0.virtualDev = "vmxlsilogic"
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5. 下記の行を削除して、前述のステップで追加した LSI Logic アダプタを
削除します。
scsi1.present = "TRUE"
scsi1.virtualDev = "vmxlsilogic"

6. 構成ファイルへの変更を保存し、仮想マシンを再び起動します。仮想
マシンが起動するはずですが、起動しない場合は BusLogic に構成を戻
して元の構成で起動し、 次の点を確認してください。

• RAMディスクが正しく作成されていない可能性があります。 RAMディ
スクが mptbaseをプレロードし、ステップ 1 で指定した mptscsih

をメイン SCSI ドライバとして読み込む必要があります。このアク
ティビティが両方とも実行されているか確認してください。

• ブートローダがインストールされていない場合、あるいは正しくイ
ンストールされていない場合、ローダが古い RAMディスクイメージ
を読み込んでしまう可能性があります。ブートローダの構成を確認
し、ブートローダをもう一度インストールしてみてください。 

• 使用中のカーネルがLSI Logicアダプタをサポートしていない可能性が
あります。手作業で modprobe mptscsiを実行してもエラーが発
生しないか、また mptscsiが lsmodのアウトプットに表示される
かを確認してください。カーネルがサポートしていない場合は、
カーネルをアップグレードし、作業をもう一度始めから行ってくだ
さい。

注意： ディストリビューションによっては、異なる結果が表示される
ことがあります。
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仮想マシンのインポート、アップグレード、
エクスポート
仮想マシンのインポート、アップグレード、エクスポートには、下記のアク
ティビティが含まれます。

• 仮想マシンが 1個以上の仮想プロセッサを使用するように構成 (p.61)

• 旧バージョンの ESX Server 仮想マシンの移行 (p.63)

• VMware Workstation と VMware GSX Server 仮想マシンの移行 (p.65)

• GSX Server またはWorkstation の仮想マシンをインポート (p.68)

• 仮想マシンのエクスポート (p.70)

仮想マシンが 1個以上の仮想プロセッサを使用するように構成
ESX Server 2.1 で仮想マシンを作成する場合、仮想プロセッサを 1個にする
か 2個にするか選択できます。 仮想マシンに仮想プロセッサを 2個構成する
には、次の条件が必要です。

• ESX Server 2.1 で作成された仮想マシンでなければなりません。ESX 
Server 1.5.2 で作成された仮想マシンを ESX Server 2.1 にアップグレード
しても、マルチプロセッサあるいはACPI 仮想マシンとして構成するこ
とはできません。また、VMware GSX Server 2.5.1 や VMware Workstation 
4.0 で作成された仮想マシンを ESX Server 2.1 にインポートしても、仮想
プロセッサの数をアップグレードすることはできません。

•  ESX Server 向け VMware Virtual SMP製品を購入し、 ESX Server 2.1 で仮想
マシンを作成する必要があります。 ESX Server 向け VMware Virtual SMP 
製品に関する詳しい情報は、弊社または承認販売代理店までお問い合
わせください。ライセンスを購入された場合、ESX Server システムの構
成時にシリアル番号を入力して製品のインストールを行います。
「VMware ESX Server インストールガイド」を参照してください。

• ゲストOSがマルチプロセッサをサポートしている必要があります。こ
のようなオペレーティングシステムとして、Windows Server 2003、
Windows 2000、Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 等が挙げられます。マ
ルチプロセッサあるいは SMPをサポートするゲストは、「VMware ESX 
Server インストールガイド」の対応ゲストの一覧で確認いただけます。
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• ESX Server システムで使用されている物理プロセッサ数以上の仮想プロ
セッサを仮想マシンに構成することはできません。つまり、仮想プロ
セッサを 2個持つ仮想マシンを作成するには、ESX Server システムに少
なくとも 2個の物理プロセッサが存在しなければなりません。 

まず、2個の仮想プロセッサを使用するように仮想マシンを構成してくださ
い。これには、管理インターフェイスを使用します。実行方法は、「仮想マ
シンのメモリと仮想プロセッサを構成 (p.121)」を参照してください。次に、
使用中のゲストOSに合った手順を下記から探し、それを実行してください。 

Windows Server 2003 ゲストOS
Windows Server 2003 が HAL を自動的にアップグレードします。管理イン
ターフェイスを使って、仮想マシンが 2個の仮想プロセッサを使用するよ
うに構成を行う以外、特別な作業は必要ありません。 仮想マシンをパワーオ
ンすると、ゲストOSが新しいプロセッサを検出してHAL を更新します。

Windows 2000 ゲストOS
Windows 2000 ゲスト OSで 2個の仮想プロセッサを使用するには、まず 2
個の仮想プロセッサを使用するように仮想マシンを構成する必要がありま
す。次にゲストOSの HAL をアップグレードしなければなりません。ESX 
Server 2.1 で 1 個のプロセッサを使って作成された仮想マシンは、ACPI 
Uniprocessor HAL を使用します。一方で、2個の仮想プロセッサを使用する
には、ACPI Multiprocessor HAL が必要となります。 HAL を変更するには、
Microsoft 社知識ベースの指示に従ってください。support.microsoft.com/

default.aspx?scid=kb;EN-US;237556を参照してください。

Linux ゲスト OS
2 個の仮想プロセッサを使った仮想マシンを作成するには、仮想プロセッサ
を 2個使用する仮想マシンを新しく作成し、その仮想マシンにゲストOS を
インストールしてください。

この際、Linux ディストリビューションが SMPをサポートしている必要が
あります。2個の仮想プロセッサを構成できる対応 Linux ゲストOS として、
Red Hat Enterprise Linux 2.1 及び 3.0、Red Hat Linux 9.0、SuSE Linux 8.2 及び
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8 が挙げられます。

仮想プロセッサ 1個にダウングレード
VMware ESX Server では、マルチプロセッサ仮想マシンからユニプロセッサ
仮想マシンへのダウングレードはサポートしていません。 
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旧バージョンの ESX Server 仮想マシンの移行
ESX Server 2.1 より前のバージョンで作成した仮想マシンを使用することも
できます。ESX Server 1.5 で作成した仮想マシンはそのままでも動作します
が、ESX Server 2.1 の新しい機能を利用するには、特別な作業を行って仮想
マシンをアップグレードする必要があります。

ESX Server 1.5 で作成した仮想マシンをアップグレードしないで使用する場
合は、レガシーモードで実行することができます。下記の「ESX Server 1.5
仮想マシンをレガシーモードで実行」をご覧ください。

注意： ESX Server 1.0 や ESX Server 1.1 で作成した仮想マシンを ESX Server 2.1
に移行するには、まずその前に ESX Server 1.5 にアップグレードしておく必
要があります。このような仮想マシンを一旦 ESX Server 1.5 で実行したら、
ESX Server 2.1 に移行することができます。アップグレードに関する指示は、
www.vmware.com/support/esx15/doc/install_esx.htmlをご覧ください。

最初に仮想マシンのハードウェアをアップグレードしてください。この作業
は、ESX Server 1.0、1.1、1.5 のいずれを使って作成された仮想マシンにも必
要です。 仮想マシンのハードウェアをアップグレードするには、仮想マシン
をパワーオフしておく必要があります。管理インターフェイスの [Status 
Monitor] ページで、ターミナルアイコン (  ) の右側にある矢印をクリック
し、[Configure Hardware] を選択します。[Hardware] タブで [Upgrade 
Virtual Hardware] をクリックしてから [OK] をクリックすると、ハードウェ
アがアップグレードされます。

次に、ディスク帯域幅のシェアをその仮想マシンに割り当てます。詳しく
は、「VMware Management Interface からディスク帯域幅を管理 (p.457)」を
参照してください。

ESX Server 1.5.2で作成したWindows Server 2003ゲストOSをアップグレード
ESX Server 1.5.2 で作成したWindows Server 2003ゲストOSの仮想マシンを
アップグレードする場合、その仮想マシンの構成ファイルに存在する
guestOS構成パラメータをアップデートする必要があります。 この作業を行わ
ないと、仮想マシンをESX Server 2.1 で正常に動作させることができません。

guestOS構成パラメータのアップデートは、以下の手順で行います。

1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）に、該当する
仮想マシンの所有者、あるいは root ユーザーとしてログインします。 

2. Windows Server 2003 仮想マシンのターミナルアイコンの右側にある矢
印をクリックしてから、[Configure Options] を選択してください。 
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3. [Options] タブをクリックしてから、[Verbose Options] の箇所のリンク
をクリックしてください。

4. guestOS構成パラメータの値を、以下のいずれかに変更してください。

• winNetWeb (Windows Server 2003 Web Edition) 

• winNetStandard (Windows Server 2003 Standard Edition) 

• winNetEnterprise (Windows Server 2003 Enterprise Edition) 

5. [OK] をクリックして変更を保存します。

ESX Server 1.5 仮想マシンをレガシーモードで実行
ESX Server 1.5 仮想マシンは、アップグレードせずにレガシーモードで実行
することができます。この方法では、仮想ディスクをそのままの状態で使用
することが可能です。 変更は仮想ディスクファイルに書き込まれます。レガ
シー仮想マシンには仮想ハードウェアを追加することができ、VMware 
Tools もアップグレードできます。ただし、ESX Server 2.1 以前のバージョン
で作成された仮想マシンは、単一の仮想プロセッサしか持つことができませ
ん。マルチプロセッサを構成するには、仮想マシンを ESX Server 2.0 で作成
する必要がありま。

LSILogic SCSI アダプタの使用
ESX Server 2.1 以前では、仮想マシンは BusLogic SCSI アダプタのみを使用し
ていました。現バージョンでは、BusLogic SCSI アダプタと LSI Logic SCSI ア
ダプタのいずれを仮想マシンで使用するか選択できるようになりました。

旧バージョンの ESX Server 仮想マシンをアップグレードする場合、作業を
進める前に、仮想ハードウェアを必ずアップグレードしておいてください。
最新の VMware Tools もインストールしてください。必要に応じて仮想マシ
ンをパワーオフし、仮想ハードウェアをアップグレードしてください。ゲス
トOSが完全に起動することを確認します。仮想マシンをパワーオフし、
バックアップを作成してください。これで、LSI Logic アダプタを追加する
準備ができました。

LSI Logic SCSI アダプタの仮想マシンへの追加に関しては、 「仮想マシンが
LSI Logic SCSI アダプタを使用するように構成 (p.55)」を参照してください。 
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VMware Workstationと VMware GSX Server 仮想マシンの移行
VMware Workstation 4 以前または VMware GSX Server 2.5.1 以前で作成され
た仮想マシンは、VMware ESX Server システムに移行することができます。 

移行する仮想マシンには、仮想 SCSI ディスクが構成され、対応ゲストOS
がインストールされていなければなりません。対応ゲストOSの一覧は、
「VMware ESX Server インストールガイド」を参照してください。

注意： GSX Server 2.0 以前またはWorkstation 3.2 以前を使って作成された仮
想マシンは、ESX Server 2.1 に移行する前に ESX Server 1.5 にアップグレード
しておく必要があります。このような仮想マシンを一旦 ESX Server 1.5 で実
行したら、ESX Server 2.1 に移行することができます。アップグレードの手
順は 、www.vmware.com/support/esx15/doc/install_esx.htmlをご覧ください。

最初に、仮想ディスクと redo ログをサーバにインポートし、新しく仮想マ
シン構成を作成する必要があります。詳しくは、「GSX Server または
Workstation の仮想マシンをインポート (p.68)」を参照してください。

仮想マシンを格納する VMFS パーティションに、オリジナルの仮想ディスク
の全容量を格納するのに十分なスペースがあるか確認してください。ESX 
Server で作成される仮想ディスクは、仮想ディスクの作成時に全容量が割り
当てられます。例えば 2GBの仮想ディスクの場合、仮想ディスクファイル
のサイズはディスクの作成時から 2GBです。

VMware Workstation と GSX Server では、仮想ディスクは通常小さなファイ
ルとしてスタートし、データが追加されるに従って最大容量まで拡大しま
す。 このため、2GBの仮想ディスクを作成してゲストOS をインストールし
ても、仮想ディスクを格納しているファイルのサイズは 500MBかもしれま
せん。ただし、仮想ディスクを ESX Server に移行すると、インポートプロ
セスでディスクが ESX Server 向けに変換されるため、そのディスクはパー
ティション上に 2GBのスペースを占めることになります。 

注意： 単一の .vmdkファイルに格納されている、2GB（ Workstation 4 仮想
ディスクのデフォルト値）以上の仮想ディスクを ESX Server に移行する場
合、ディスクをWorkstation ホストから ESX Server マシンに FTP あるいはコ
ピーする必要があります。ファイルがサービスコンソールにコピーされた
ら、vmkfstoolsを使ってディスクを ESX Server にインポートしてくださ
い。ディスクのインポート方法のシンタックスは、 「vmkfstools の使用例 
(p.322)」を参照してください。
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仮想ディスクに関連付けられた redo ログ（GSX Server 2.5、Workstation 3.2
以前の仮想マシン）やスナップショット（Workstation 4 仮想マシン）があ
る場合、次のいずれかを行ってください。

• 仮想ディスクの最新イメージをインポートしたいのであれば、redo ロ
グに保存されている変更を適用するか、インポートする直前のスナッ
プショットを使ってください。

• 基本ディスクを使用する場合、redo ログに保存されている変更を破棄
するか、スナップショットファイル (.vmss) 抜きで仮想マシンを移行
してください。

VMware ESX Server 仮想マシンに VMware Tools をインストールする際、新
しくネットワークドライバを設定することも可能です。

Workstation や GSX Server から移行した仮想マシンを、複数の仮想プロセッ
サを使うように構成することはできません。

GSX Server 仮想マシンを ESX Server にインポートする際に発生する
ディスクジオメトリの問題
GSX Server で作成された仮想マシンを vmkfstoolsを使って ESX Server に
インポートする場合、仮想マシンのインポート後に下記のメッセージが表示
されることがあります。

「Disk geometry mismatch. To power on the virtual machine you should 
specify scsi<adapter-id>:<target-
id>.biosGeometry="<cylinders>/<heads>/<sectors>" in the 
configuration file.」

仮想マシンを管理インターフェイスのファイルマネージャを使ってインポー
トした場合にも、同様の問題が発生することがあります。ただし、この場合
メッセージは表示されません。インポートしたディスクを使って仮想マシン
をパワーオンできない場合は、仮想ディスクのジオメトリに不一致が発生し
ている可能性があります。

GSX Server で作成された仮想ディスクは、ESX Server で作成された仮想ディ
スクとは異なるディスクジオメトリを使用しています。正しいディスクジオ
メトリを決定するには、次の vmkfstoolsコマンドをオリジナルの仮想
ディスク（VMFS パーティションのディスクではなく、GSX Server ホスト上
の仮想ディスク）で実行してください。

vmkfstools -g //path/to/<sourceVirtualDisk>.vmdk
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ディスクジオメトリが決定したら、正しいジオメトリ情報を構成ファイルに
追加することができます。構成ファイルの修正は、「構成ファイルを直接変
更（上級者用） (p.146)」の手順に従ってください。 

scsi<adapter-id>:<target-id>.biosGeometryというオプションを
作成し、 オプションの値を "<cylinders>/<heads>/<sectors>"に設定
してください。ここで、<adapter-id>:<target-id> には ESX Server シ
ステム上の仮想ディスクの SCSI ID が、"<cylinders>/<heads>/

<sectors>" には vmkfstoolsコマンドで返答された仮想ディスク上のシ
リンダ、ヘッド、セクタ数が入ります。

例えば、仮想ディスクが ESX Server システム上の仮想マシン内の SCSI 0:0 
ノードに格納されており、オリジナルの仮想ディスク（GSX Server ホスト上
のディスク）のディスクジオメトリに 261 シリンダ、255 ヘッド、63 セク
タが含まれていると判断した場合、 次のオプションを構成ファイルに追加す
ることになります。

scsi0:0.biosGeometry

また、この新しいオプションに次の値を割り当てます。
261/255/63

新しいジオメトリ情報を構成ファイルに追加しないと、仮想マシンをパワー
オンした時に「Error loading operating system」というメッセージ
が表示されます。仮想マシンをパワーオンするためには、上述のように構成
ファイルに新しいオプションを追加しなければなりません。 

GSX Serve 仮想マシンをインポートする際に発生するパス名の問題
GSX Server で作成された仮想マシンが使用する Plain ディスクには、ESX 
Server が認識できないディスクファイル名が含まれていることがあります。 
Versions 2.5 以前の GSX Server は、Plain ディスクの作成時に、ディスクファ
イルの特定に絶対パス名を使用していました。ただし、旧バージョンの
GSX Server で作成された Plain ディスクがすべて、ESX Server にインポート
できないパス名を持っているわけではありません。vmkfstoolsで Plain
ディスクをインポートしようとした時に ESX Server に以下のメッセージが
表示された場合は、Plain ディスクのパス名をチェックしてください。

DiskLib_Open() failed. No such file or directory (131591)

注意： この問題は、Plain ディスクでのみ発生します。GSX Server で作成さ
れた仮想ディスク及び Rawディスクは、vmkfstoolsを使って問題なくイ
ンポートできるはずです。
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該当する Plain ディスクの記述子ファイル (.pln) を開いて、ディスクファ
イルへのパス名を確認してください。記述子ファイルが存在するディレクト
リ以外をパス名が参照している場合は、パス名を変更してください。例えば
パス名が以下のような場合、ESX Server は、GSX Server のパス名を変換して
Plain ディスクのデータファイル (.dat) を見つけることができません。 

C:￥user￥vmware￥VMs￥W2KServSP3￥Win2KSv1.dat

この場合、データファイルを記述子ファイルと同じディレクトリに格納し、
直接データファイルを参照するようにパス名を変更すれば、Plainディスクを
修復することが可能です。上記の例では、記述子ファイルを編集して、以下
のようにファイル名から絶対パスを削除し、ファイルを保存してください。

Win2KSv1.dat

次に以下のコマンドで Plain ファイルをインポートしてください。
$ vmkfstools -i Win2KSv1.pln vmhba0:0:2:Win2KSv1.dsk

このコマンドは、同じディレクトリに存在する Win2KSv1.datを見つけ、 
それを指定した ESX Server の仮想ディスクファイルにインポートします。

GSX Server またはWorkstation の仮想マシンをインポート
仮想マシンを VMware ESX Server にインポートするには、次の手順に従って
ください。

1. ソースとなる仮想マシンが格納されているディレクトリのファイルに
アクセスできることを確認してください。ソースの格納場所をマウン
トすることができるかもしれません。また、サービスコンソール上の
一時フォルダにファイルを FTP あるいはコピーする方法もあります。

ソースファイルの格納場所が確かでない場合は、それを作成した
VMware 製品で該当する仮想マシンを開き、構成エディタ
（Configuration Editor）を表示します ([ 設定 ] - [ 構成エディタ ] または
[Settings] - [Configuration Editor] ）。Windows がホストの場合、移行す
るドライブの名前をクリックしてください。ディスクファイルのセク
ションで [選択 ] または [Choose] をクリックして格納場所の情報を表
示します。Linux がホストの場合、SCSI ドライブのツリーを展開してか
ら、移行するドライブの名前をクリックしてください。[Choose] をク
リックして格納場所の情報を表示します。

2. Web ブラウザを使って、ESX Server マシンに root の権限でログイン
し、[Manage Files] をクリックします。VMware Management Interface
（管理インターフェイス）のファイルマネージャを使って、下記のファ
イルコピーの作業を全て行ってください。ファイルマネージャの使用
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は、「VMware Management Interface のファイルマネージャを使用 
(p.168)」を参照してください。 

3. ファイルマネージャでソースディスクファイルの格納場所を指定しま
す。移行する仮想ディスクのメインディスクファイル (.vmdk または
.dsk) を指定し、[Copy] をクリックします。

注意：仮想ディスクのバックアップコピーを残しておくために、仮想
ディスクファイルを切り取らないでください。

4. [vmfs] フォルダを探し、仮想ディスクファイルを格納する VMFSパー
ティション向けのフォルダを開いてください。 [Paste] をクリックします。

「You are transferring one or more console virtual disks to a VMFS 
partition. In order for virtual machines to access these disks, they must be 
converted to the VMFS format. Although you can convert console disks at 
any time, it is recommended that you do so now」というメッセージ画
面が表示されます。

これは、VMFS パーティションがファイルを仮想ディスクとして認識
し、インポート中にこのディスクを VMFS-2 フォーマットに変換したこ
とを示します。これで、ESX Server 2.1 で実行される仮想マシンがこの
ディスクにアクセスできるようになります。

貼り付けを行うファイルが選択されていますので、[OK] をクリックし
てください。

仮想ディスクが VMFS パーティションにインポートされ、新しい
フォーマットに変換されました。

注意： ディスクの変換に関するメッセージが表示されない場合は、イ
ンポートプロセスで問題が発生しています。正しい [vmfs] フォルダに
貼り付けているか確認してください。

5. 新しくインポートした .dskファイルを選択し、[Edit Properties] をク
リックします。

6. 右側の欄に表示されているユーザー名とグループ名を変更し、この
ファイルの所有者とグループが仮想マシンを実行するユーザーのもの
と一致するようにしてください。

[OK] をクリックします。

7. 一旦ログアウトしてから、新しい仮想マシンを実行するユーザーとし
て再びログインします。

8. 「新しい仮想マシンの作成 (p.32)」の手順に従って新しく仮想マシンを
作成してください。新しい仮想マシンのディスクのファイル名を設定
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する時、 VMFS パーティションにコピーしたばかりの仮想ディスクファ
イルを使います。

9. ESX Server 1.5.2、GSX Server 2.5.1 あるいはWorkstation 3.2 以前から仮
想マシンをインポートした場合、仮想ハードウェアをアップグレード
してください。

仮想マシンのハードウェアをアップグレードするには、仮想マシンを
パワーオフする必要があります。[Status Monitor] ページで、ターミナ
ルアイコン (  ) の右側にある矢印をクリックし、[Configure Hardware]
を選択します。[Hardware] タブで [Upgrade Virtual Hardware] をクリッ
クしてから [OK] をクリックすると、ハードウェアがアップグレードさ
れます。

10. Workstation 4.0 あるいはGSX Server 2.5 からWindows Server 2003、
Windows XP の仮想ディスクをインポートした場合、仮想マシンをパ
ワーオンする前に、仮想マシンの構成ファイルのエントリを 1つ変更
しなければなりません。

構成ファイルの変更は、「構成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」
の手順に従って行います。構成ファイルで scsi0.virtualDevとい
うオプションを見つけ、その値を vmxlsilogicから vmxbuslogic

に変更してください。

11. リモートコンソールで仮想マシンを起動し、VMware Tools とネットワー
クドライバを仮想マシンにインストールします。 詳しくは、
「VMwareTools をゲストOSにインストール (p.41)」を参照してくださ
い。

一部のゲストOSでは、ハードウェアの変更が検出されたことを告げる
メッセージが表示され、仮想マシンの再起動を求められます。これは、
VMware ESX Server が使用するチップセットと BIOS のエミュレーショ
ンが、他の VMware 製品で使用されるものと若干異なるためです。

仮想マシンのエクスポート
ユニプロセッサの仮想マシンであれば、Workstation 4 にエクスポートする
ことが可能です。マルチプロセッサ (SMP) 仮想マシンを Workstation 4 にエ
クスポートすることはできません。仮想ディスクがUndoable モードの場
合、仮想マシンをエクスポートする前に redo ログに保存されている変更を
適用しなければ、変更を残すことはできません。

ただし、Workstation 4 は LSILogic SCSI アダプタをサポートしていません。 
仮想マシンで SCSI アダプタを使用するには、BusLogic アダプタに切替えて
ください。
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ESX Server 2.1 仮想マシンの ESX Server 1.5 以前、VMware Workstation 3.2 以
前、あるいは VMware GSX Server 2.5 以前へのエクスポートはサポートされ
ていません。

Workstation や GSX Server の使用に向けてエクスポートする前に、VMware 
Tools を仮想マシンからアンインストールしておいてください。 

仮想マシンに関連付けられている仮想ディスクをエクスポートするには、
サービスコンソールで vmktoolsコマンドを使用してください。 詳しくは、
「基本的な vmkfstools オプション (p.313)」の vmkfstoolsの箇所の -

exportfilオプションを参照してください。-exportfileオプションの使
用例は、「vmkfstools の使用例 (p.322)」をご覧ください。
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リモート管理ソフトウェアを使用する前に
VMware ESX Server は、VMware Remote Console（リモートコンソール）や 
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使ってリモート
ワークステーションから管理することができます。

リモートコンソール ソフトウェアは、Windows と Linux の両方のワークス
テーションで使用することができます。リモートコンソール を使えば、仮
想マシンに直接接続できます。プログラムのスタート /ストップやゲスト
OS の構成変更などのタスクを、実際のコンピュータで作業を行っているか
のように実行することが可能です。 

注意： 管理ワークステーションとサーバ間でセキュア通信が必要な場合、
ESX Server の構成時に適切なセキュリティ レベルを必ず選択しておいてくだ
さい。詳細は、「セキュリティ設定の構成 (p.237)」を参照してください。

仮想マシンの登録
Virtual Machine Configuration Wizardを使って仮想マシンを作成すると、作成さ
れたマシンは自動的にサーバのサービスコンソール上にある /etc/vmware/

vm-listファイルに登録されます。リモート管理ソフトウェアはこのファイル
をチェックして、ユーザーが管理したい仮想マシンへのポインタを探します。 

ウィザード以外の方法で設定した仮想マシンを管理する場合、まずそのマシ
ンを登録しなければなりません。

この際、仮想マシンはパワーオフしておいてください。次に、管理インター
フェイスの [Status Monitor] ページで、登録したい仮想マシンのターミナル
アイコンを選択してから [Edit Configuration] をクリックします。[ Edit 
Configuration] ページ上部の [Registered] を選択してください。 

注意： 登録済みの仮想マシンは、その構成ファイルが ESX Server コン
ピュータにローカルに保存されている場合にのみ一覧表示されます。構成
ファイルがNFS でマウントしたドライブに保存されている場合、その仮想
マシンは一覧には表示されません。

仮想マシンは、サービスコンソールで次のコマンドを使って登録することも
可能です。

vmware-cmd -s register /<configpath>/<configfile>.vmx

仮想マシンを一覧から削除するには、次のコマンドを使用してください。
vmware-cmd -s unregister /<configpath>/<configfile>.vmx
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Remote Console ソフトウェアの
インストール
管理ワークステーションで実行されているオペレーティングシステム向けの
パッケージを使い、次の指示に従ってインストール作業を行ってください。

インストーラファイルは、ディストリビューション CD-ROMに含まれてい
ます。VMware Management Interface（管理インターフェイス）の [Status 
Monitor] ページから該当するインストーラをダウンロードすることも可能
です。

Windows クライアント
1. インストーラファイル（VMware-console-2.v.v-xxxx.exe）を、
ディストリビューション CD-ROMあるいはファイルをダウンロードし
たディレクトリで見つけてください。

2. VMware-console-2.v.v-xxxx.exeをダブルクリックして、インス
トールを開始します。 

3. 後は画面の指示に従ってください。

Linux ー RPM インストーラ
1. インストーラファイル（VMware-console-2.v.v-xxxx.i386.rpm）
を、ディストリビューション CDあるいはファイルをダウンロードした
ディレクトリで見つけ、そのディレクトリまで移動します。 

2. root ユーザーになります。
su -

3. RPMインストーラを実行してください。
rpm -Uhv VMware-console-2.v.v-xxxx.i386.rpm

Linux ー Tar インストーラ
1. インストーラファイル（VMware-console-2.v.v-xxxx.tar.gz）
を、ディストリビューション CDあるいはファイルをダウンロードした
ディレクトリで見つけ、そのファイルを /tmpディレクトリかユー
ザーが選んだ別のディレクトリにコピーします。

2. root ユーザーになります。
su -
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3. tar アーカイブを解凍します。
tar zxf VMware-console-2.v.v-xxxx.tar.gz

4. アーカイブを解凍したディレクトリに移動してください。
cd vmware-console-distrib

5. インストーラを実行します。
./vmware-install.pl

リモートコンソールから仮想マシンを実行する際の情報は、「Remote 
Console を使って仮想マシンを実行 (p.187)」を参照してください。
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サードパーティソフトウェアとの互換性
ここでは、仮想マシンをサードパーティのミドルウェアや管理ソフトウェア
と合わせて使用する際の特別な注意点を挙げていきます。

Citrix MetaFrame XP が使用できるように仮想マシンを構成
Windows 2000 仮想マシンをMetaFrame XP サーバとして使用するのであれ
ば、 FR1 か FR2 を使用していることを確認してから、次の手順に従って仮想
マシンを構成します。Windows NT 仮想マシンでMetaFrame XP を使用する
のであれあば、特別な作業は必要ありません。

1. Citrix hotfix XE102W014 を適用します。

ホットフィクスのダウンロード用リンクやその適用の手順は、Citrix 社
Web サイト (http://www.citrix.com) でサポートセクションを探し、
XE102W014 を検索してください。 

2. [Save Changes] をクリックして、構成ファイルを保存します。

パフォーマンスチューニングに関する情報は、弊社知識ベースの第 869 項
を参照してください。
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仮想マシンの電源操作時にスクリプトを
実行
仮想マシンの電源状態を変える際に（仮想マシンのパワーオン、パワーオ
フ、サスペンド、レジューム）、ゲストOSでスクリプトを実行することが
できます。

スクリプトは、仮想マシンの電源操作時のゲストOS操作を自動化するのに
効果的です。

注意： FreeBSD ゲストOSにはスクリプトが存在しません。

このような電源操作は、ツールバーもしくはコンソールメニューから実行で
きます。コンソールからの仮想マシンの電源操作に間する詳細は、「仮想マ
シンの特殊な電源オプション (p.188)」をご覧ください。

VMware Management Interface（管理インターフェイス）で電源ボタンを使
用すると、スクリプトを実行できます。詳細情報は、「VMware 
Management Interface の実行 (p.87)」をご覧ください。

スクリプトは、VMware ゲストOS サービスが起動しているときのみ実行可
能です。ゲストOSサービスは、ゲストOSを起動するとデフォルトで起動
します。ゲストOSサービスの詳細情報は、「VMware ゲストOSサービスに
ついて (p.47)」をご覧ください。

デフォルトのスクリプトは VMware Tools に含まれています。仮想マシンの
サスペンド時に実行されるデフォルトスクリプトはその仮想マシンのネット
ワークを中断させ、レジューム時に実行されるデフォルトスクリプトはネッ
トワークを再開させます。

さらに、独自のスクリプトを作成することもできます。Windows ホストで
実行するスクリプトはバッチファイルでなければなりません。一方、Linux 
ホストでは（シェルあるいは Perl スクリプトのような）あらゆる実行可能
なフォーマットを利用することができます。デフォルトスクリプトを修正し
たり、あるいは独自のスクリプトを作成したりするには、これらの種類のス
クリプトに精通している必要があります。

独自のスクリプトを作成した場合、それぞれのスクリプトを特定の電源操作
と関連付けしなければなりません。詳しくは「電源操作時に実行する
VMware Tools スクリプトの指定 (p.192)」をご覧ください。

スクリプト及びそれが関連する電源操作が動作するためには、次の条件が必
要です。

1. VMware ゲストOS サービスが仮想マシン内で動作していること。
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2. VMware Tools が現バージョンに更新されていること。旧バージョンの
VMware ESX Server もしくは他の旧 VMware 製品で作成された仮想マシ
ンを使用している場合、このリリースに含まれているバージョンに
VMware Tools をアップグレードしてください。

3. スクリプトが実行するオペレーションによっては、仮想マシンに仮想
ネットワークアダプタが接続されている必要があります。さもなけれ
ば電源操作が正常に機能しません。

考慮すべき問題
VMware ESX Server ソフトウェアをアップグレード後、VMware Tools を再イ
ンストールする場合、デフォルトスクリプトに行った変更は全て上書きされ
ます。自分で作成したスクリプトはそのまま残されますが、デフォルトスク
リプトを機能強化するために行われた変更を利用することはできません。
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仮想マシンの構成
既存の仮想マシンの主な構成設定は、VMware Management Interface（管理
インターフェイス）から変更することができます。構成を変更する際は、仮
想マシンをパワーオフしておいてください。

1. 管理インターフェイスからサーバに、構成ファイルの変更権限を持つ
ユーザーとしてログインします (http://<hostname>) 。

2. 再構成を行う仮想マシンの名前をクリックしてください。

3. その仮想マシン向けの [Status Monitor] ページの [Configuration] セク
ションで、[Hardware] か [Options] をクリックしてください。

4. 構成を行うデバイスかオプションを選択し、[Edit] をクリックします。

5. 既存の構成を変更したら、[OK] をクリックします。

構成設定の変更に関する詳細は、「仮想マシンの構成 (p.106)」に記載されて
います。

注意： 特定の仮想マシンに対する構成を、同時に複数のユーザーが変更し
ないでください。

次のような構成設定も変更することができます。

• 推奨構成オプション (p.79)

• SMBIOS UUID の変更 (p.80)

• 物理ハードウェアのOEM ID が仮想マシンに認識されるように設定 
(p.83)

このような構成設定を変更するには、次のいずれかの方法を用いて、手動で
構成ファイルを編集してください。

• VMware Management Interface の構成ファイルエディタを使用します。
該当する仮想マシンのターミナルアイコンを選び、そのアイコンの右
側にある矢印をクリックしてから [Configure Options] を選択します。
次に [Verbose Options] の箇所でリンクをクリックします。詳しくは、
「構成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」を参照してください。

• サービスコンソールにログインして、そこからテキストエディタを使
用します。

ここでは、/virtual machines/vmというディレクトリにあるファイル
（newvm.vmx）で作業する場合を想定して説明を行います。
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推奨構成オプション
ここでは、仮想マシンのパフォーマンスに影響するオプションについて詳し
く解説します。ここで扱う設定は、VMware ESX Server を正常に動作させる
ために必要なものではありません。

SleepWhenIdle 
構成ファイルの monitor.SleepWhenIdleオプションは、VMkernel がア
イドル状態の仮想マシンをスケジュールから外すかどうかを決定します。複
数の仮想マシンを実行する際にパフォーマンスを大幅に向上させるため、こ
のオプションはデフォルトでは有効になっています。 

（VMware ESX Server のベンチマーク等のために）単一の仮想マシンしか実
行しない時は、その仮想マシンで最高のパフォーマンスを達成させるため
に、仮想マシンの構成ファイルに monitor.SleepWhenIdle オプション
を追加してください（ただし、サービスコンソールでの応答性にマイナスの
影響が生じます）。

「構成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」の手順に従って、
monitor.SleepWhenIdleというオプションを作成し、その値を 0に設定
します。

ディスクアクセスエラー モードの最適化
ESX Server には、ディスクアクセスに問題が発生した場合の仮想マシンの対
処方法を最適化するための構成オプションが含まれています。特に
scsi<n>.returnBusyOnNoConnectStatusオプションは、SCSI 仮想アダ
プタとの接続トラブルや接続を開始した後のアクセス上のトラブルを ESX 
Server がどのように報告するかを決定します。このオプションを TRUEか
FALSEに設定することで、物理ディスクへのアクセスに問題が発生した場
合、仮想マシンにどのように反映されるかを決定することができます。

• このオプションを TRUEに設定すると、ESX Server は「SCSI BUSY」と
いうエラーメッセージで回答します。

• このオプションを FALSEに設定した場合、該当する仮想デバイスに指
定した SCSI コントローラの種類によって、ESX Server が返答する 値が
異なります。

• BusLogic アダプタを選択した場合（例えば [Virtual Device] が
vmxbuslogicに設定されている場合）、仮想マシンは
「DEVICE_NOT_THERE」というエラーメッセージを受け取ります。
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• LSI Logic アダプタを選択した場合（例えば [Virtual Device] が
vmxlsilogicに設定されている場合）、仮想マシンは
「BTSTAT_SELTIME0」というエラーメッセージを受け取ります。

仮想マシンで稼動するディスク管理ソフトウェアがアクセスエラーを検知す
る必要がある場合、returnBusyOnNoConnectStatusを FALSEに設定し
なければならないことがあります。例えば、一部のディスクミラーリングソ
フトウェアは、プライマリディスクへのアクセスエラーを個別に検知しない
限り、複製ディスクを使用しません。ターゲットディスクが利用不可能であ
ると報告する代わりに、ビジー状態である旨の報告を行うと、ミラーリング
プログラムは複製ディスクを選択する代わりに、接続を確立しようと再試行
みることがあります。

ESX Server は、仮想マシンの各 SCSI ディスクに対して
returnBusyOnNoConnectStatusオプションの明示的な定義を自動的に
提供している訳ではありません。仮想マシンの構成ファイルで、このオプ
ションが特定のディスクに対して定義されていない場合、デフォルトで ESX 
Server はこのオプションの値が TRUEに設定されているものと解釈します。 
デフォルト値 TRUEを上書きするには、各ディスクに対してオプション定義
を作成し、その値を FALSEに設定する必要があります。詳しい手順は、「構
成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」をご覧ください。

SMBIOS UUID の変更
各 ESX Server 仮想マシンには、UUID（Universally Unique Identifier）が自動
的に割り当てられます。UUID は SMBIOS システム情報記述子に保存されて
おり、標準的な SMBIOS スキャンソフトウェアを使用してアクセスすること
が可能です。また、UUID は、物理コンピュータのUUID を使用する場合と
同じように、システム管理に使用することができます。

UUID は 128 ビットの整数です。この値の 16 バイトは、それぞれスペース
で区切られています。ただし、8番目と 9番目の 16 バイトのペアは －（ハ
イフン）で区切られています。UUID は、例えば次のように示されます。

00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff

UUID の自動生成
自動生成されるUUID は、物理コンピュータの識別子と仮想マシンの構成
ファイルへのパスに基づいて決定されます。このUUID は、仮想マシンをパ
ワーオンまたはリセットするときに生成されます。生成されたUUID は、仮
想マシンを移動またはコピーしない限り、同じものがそのまま使用されま
す。
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自動生成されたUUIDはまた、仮想マシンの構成ファイルに uuid.location

の値として書き込まれます。 

仮想マシンを移動またはコピーすると、仮想マシンをパワーオンした時に新
しいUUID が生成されます。このUUID は、新しい場所での物理コンピュー
タの識別子と、仮想マシンの構成ファイルのパスに基づいて決定されます。

仮想マシンをサスペンドまたはレジュームしても、UUID を生成するプロセ
スは開始されません。このため、その仮想マシンをコピーまたは移動して
も、仮想マシンのサスペンド時に使用していたUUID が仮想マシンをレ
ジュームする時にそのまま使用されます。ただし、次回仮想マシンを再起動
する時にはUUID が再び生成されます。仮想マシンがコピーまたは移動され
ている場合は、異なるUUID が生成されます。

仮想マシンの移動後も同じUUID をそのまま使用したい場合などは、特定の
UUID を仮想マシンに割り当てることができます。この場合、自動生成され
るUUID を上書きする必要があります。これには、仮想マシンの構成ファイ
ルを編集し、uuid.biosパラメータの値を設定します（このセクションの
説明参照）。 

自動生成されたUUID と構成ファイルパラメータとの比較
仮想マシンをパワーオンすると、ESX Server は先に説明したようにUUID を
生成し、構成ファイルに保存されている uuid.locationの値と、存在す
る場合は uuid.biosの値を自動生成されたUUID と比較します。

自動生成されたUUID が uuid.locationの値と一致した場合、ESX Server 
は uuid.biosの有無を調べます。uuid.biosが存在する場合、その値が
仮想マシンのUUID として使用されます。uuid.biosが存在しない場合は、
自動生成されたUUID が使用されます。

自動生成されたUUID が uuid.locationの値と一致しない場合、新しく
生成された値が仮想マシンのUUID として使用され、構成ファイルに保存さ
れます。構成ファイルの uuid.locationの値は（存在する場合は
uuid.biosの値も）、自動生成されたUUID に変更されます。

注意： UUID に加えられた変更は、仮想マシンが再起動するまで反映されま
せん。
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移動していない仮想マシンのUUID 設定
移動していない仮想マシンに特定のUUID を割り当てるには、構成ファイル
に記述を追加します。いずれかの方法で構成ファイルを編集してください。

• 管理インターフェイスで、該当する仮想マシンのターミナルアイコン
の右側にある矢印をクリックし、その仮想マシンのメニューから
[Configure Options] を選択します（「仮想マシンメニューの使用 (p.95)」
を参照してください）。次に [Verbose Options] のリンクをクリックしま
す。uuid.bios というオプションを作成し、下記のフォーマットの値
を設定してください。

• サービスコンソールにログインし、そこからテキストエディタを使用
して仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を開き、次の行を追加します。 
uuid.bios = <uuidvalue>

UUID 値 (<uuidvalue>) は二重引用符 ('' '') で挟んでください。例えば、次
のように記述します。

uuid.bios = "00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff"

この行を構成ファイルに追加したら、仮想マシンを再起動します。仮想マシ
ンが起動すると、設定したUUID が使用されます。

移動した仮想マシン向けにUUID を設定
仮想マシンを移動しても移動前のUUID をそのまま使い続けたい場合は、移
動する前に使用されていたUUID を記録しておき、移動後に構成ファイルに
そのUUID を設定します。UUID は次の手順で設定できます。

1. 仮想マシンを移動する前に、構成ファイルをチェックしてください。
次のいずれかの作業を行います。

• 管理インターフェイスで、該当する仮想マシンのターミナルアイコ
ンの右側にある矢印をクリックし、その仮想マシンのメニューから
[Configure Options] を選択します（「仮想マシンメニューの使用 
(p.95)」を参照してください）。次に [Verbose Options] のリンクをク
リックします。

• サービスコンソールにログインし、そこからテキストエディタを使
用して仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を開きます。

仮想マシンのUUID がすでに特定の値に設定されている場合は、構成
ファイルに uuid.biosで始まる行が含まれています。uuid.biosと
いうパラメータの後に 128 ビットの 16 進数が続きます。これが、移動
後の場所で使用する値になります。
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uuid.biosから始まる行が存在しない場合は、uuid.locationから
始まる行を探し、このパラメータに続く 128 ビットの 16 進数の値を記
録します。

2. この仮想マシンのディスクファイル(.dsk) を新しい場所に移動します。 

3. 管理インターフェイスを使って新しい仮想マシンの構成を作成し、先
のステップで移動した仮想ディスクファイルを使用するように設定し
ます。

4. 仮想マシンの構成ファイルを編集して、uuid.biosの行を追加しま
す。「移動していない仮想マシンのUUID 設定 (p.82)」の手順に従って
ください。uuid.biosの値をステップ 1で記録した値に設定します。
また、仮想マシンの構成ファイルから uuid.locationの行を削除し
てください。

5. 仮想マシンを起動します。これで移動前と同じUUID が仮想マシンに設
定されるはずです。

物理ハードウェアのOEM ID が仮想マシンに認識されるよう
に設定
各仮想マシンにはOriginal Equipment Manufacturer ID (OEMID) が自動的に
割り当てられます。これは SMBIOS システム情報記述子に保存されており、
[Manufacturer] や [Product Name] を含みます。標準的な SMBIOS スキャンソ
フトウェアを使用してアクセスすることが可能です。また、UUID は、物理
コンピュータのOEMID を使用する場合と同じように、システム管理に使用
することができます。 

デフォルトで、Manufacturer ストリングは「VMware, Inc.」に、Product 
Name ストリングは「VMware Virtual Platform」に設定されています。

仮想マシンの構成ファイルに次のオプションが存在する場合、 
SMBIOS.reflectHost = TRUE

その仮想マシンのManufacturer 及び Product Name ストリングはホストシ
ステムのManufacturer 及び Product Name と 同じです。

これらのストリングは、すべての仮想マシン BIOS POST(Power On Self Test)
でアップデート（ホスト BIOS から仮想マシンの BIOS にコピー）されます。
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3 章
VMware Management Interface
を使って仮想マシンを管理
本章では、VMware Management Interface（管理インターフェイス）の使用
に関して、様々な点から解説していきます。

• VMware Management Interface の実行 (p.87)

• VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)

• Internet Explorer 6.0を使ってVMware Management Interfaceにアクセス 
(p.90)

• VMware Management Interface にログイン (p.92)

• Status Monitor ページの使用 (p.93)

• 仮想マシンの構成 (p.106)

• 仮想マシンの周辺機器を変更 (p.152)

• VMware Management Interface を使って仮想マシンを削除 (p.158)

• ESX Server のリソース管理 (p.160)

• VMware ESX Server の構成 (p.161)
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• VMware Management Interface からログアウト (p.162)

• MIME タイプを設定して VMware Remote Console を起動 (p.164)

• 仮想マシンの構成ファイルを直接編集 (p.166)

• VMware Management Interface のファイルマネージャを使用 (p.168)

• 仮想マシンの登録と登録の抹消 (p.174)

• ESX Server 上で多くの仮想マシンを実行 (p.177)

• 仮想マシンのバックアップ (p.181)
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VMware Management Interface の実行
VMware ESX Server では、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）というWeb ベースの管理ツールを提供しています。このツール
を使って、次の作業が可能です。 

• 仮想マシン及び仮想マシンが実行されている VMware ESX Server マシン
の状態を監視

• サーバ上で仮想マシンを制御 ( パワーオン、サスペンド、レジューム、
リセット、パワーオフ )

• 特定の仮想マシンに VMware Remote Console（リモートコンソール）
を接続し、直接的に管理

• 仮想マシンの構成を変更

• ユーザー及びグループの管理

• SAN の構成

• 仮想マシンの作成と削除

• 仮想マシンが送信する質問に応答し、メッセージを承認

• ESX Server を構成 (root ユーザーのみ )

VMware Management Interface は、ESX Server がインストールされている
サーバマシンではなく、管理ワークステーションから使用してください。 
サーバのサービスコンソールから Xウィンドウシステムを実行することは
お勧めいたしません。 

VMware Management Interface を使用するには、仮想マシンを登録する際
に、ブラウザから管理する各仮想マシンの全ユーザーに対して読み取り権限
を設定してください。

注意： Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスに接続する場合、
ブラウザの構成を行う必要があります。「Internet Explorer 6.0 を使って
VMware Management Interface にアクセス (p.90)」を参照してください。

注意： 管理インターフェイスの表示に利用できるのは、ASCII 文字のみです。

ユーザー名とパスワードが管理インターフェイスによって認証されると、
[Status Monitor] ページが表示されます。[Status Monitor] ページには、接続
先ホストサーバ上の全仮想マシンに関するハイレベルな詳細情報が表示され
ます。このページは個々の仮想マシンに対する詳細ページにリンクされてお
り、仮想デバイス、構成オプション、最近のイベントのサマリ等を見ること
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ができます。また、ブラウザから仮想マシンの作成および削除を行うことも
できます。 

これらのページは、90 秒ごとに自動的に再読み込みを行って更新されます。
ただし、管理インターフェイスから仮想マシンのサスペンドやレジューム、
パワーオン /パワーオフを行う前、あるいはリモートコンソールで電源操作
を行った後は、別のユーザーが操作の直前に同じ操作または競合する操作を
行っていないか、手作業でページを更新または再読み込みすることをお勧め
します。ページを更新するには、ページ上部にある [Refresh] をクリックし
てください。 

注意： 管理インターフェイスのセッションは、アイドル状態のまま 60分経
過するとタイムアウトします。

この設定は、/home/vmware/mui/apache/conf/access.conf に保存
されている vmware_SESSION_LENGTHという変数で指定します。
vmware_SESSION_LENGTHを 0分に設定すれば、全ユーザーの管理イン
ターフェイスへのアクセスをブロックすることができます。さらに
vmware_SESSION_LENGTHを -1に設定すれば、セッションをタイムアウト
せずに継続させることができます。
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VMware Management Interfaceに
統計期間を設定
VMware Management Interface（管理インターフェイス）は、デフォルトで
過去 5分間のアクティビティをまとめたサーバ及び仮想マシンの統計を提
供します。この統計は 20 秒ごとに更新されます。

この設定を 1分間に指定すれば、より詳細な使用状況の情報を得ることがで
きます。また 15分間に設定すれば、短期的な変動にあまり左右されない情
報を得ることができます。統計期間を長くすると、更新頻度が 20秒毎から 1
分毎に変更されます。また、サーバコンソール上の負荷が減るため、サーバ
が多数の仮想マシンを実行している場合、パフォーマンスが改善します。

管理インターフェイスの統計期間は、次の手順で設定します。

1. ターミナルでサービスコンソールに接続します。

2. /usr/lib/vmware-mui/apache/conf/access.confファイルを
編集してください。 

3. PerlSetEnv vmware_SESSION_LENGTH 60という行の下に、次の
いずれかの行を追加します。

• 統計期間を 1分に設定するには、下記の行を追加してください。 
PerlSetEnv vmware_STATS_PERIOD 1

• 統計期間を 15 分に設定するには、下記の行を追加してください。
PerlSetEnv vmware_STATS_PERIOD 15

4. ファイルを保存してから閉じます。

5. 変更が反映されるように、Apache を再スタートしてください。 
/etc/init.d/httpd.vmware restart
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Internet Explorer 6.0を使ってVMware 
Management Interfaceにアクセス
Windows 管理ワークステーションで Internet Explorer 6.0 を使って VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）を実行する予定であれば、
特定の手順に従って Internet Explorer を正しく設定する必要があります。 

下記の手順で設定を行えば、次のアクティビティを実行できます。

• 暗号化サーバ上で管理インターフェイスからリモートコンソールを起
動 (p.90)

• プロキシサーバ上で管理インターフェイスに接続 (p.91)

暗号化サーバ上で管理インターフェイスから
リモートコンソールを起動
VMware Remote Console（リモートコンソール）は、VMware Management 
Interface から自動的に起動することができます。SSL が ESX Server のリモー
ト接続を暗号化する、Windows システムの Internet Explorer 6.0 ブラウザで
これを行うには、[暗号化されたページをディスクに保存しない ] オプショ
ンを必ずオフにしておいてください。

リモート接続の暗号化に関する詳細情報は、「セキュリティ設定の構成 
(p.237)」をご覧ください。

上記オプションが選択されている場合、ヘルパーアプリケーションに渡す必
要があるものを始めとして、あらゆるファイルを Internet Explorer がディス
クに保存できなくなります。このため、リモートコンソールが自動的に起動
できなくなります。

注意： 機密ファイルがディスクに保存されないように、故意にこのオプ
ションが選択されていることがあります。このオプションをオフにすると、
他の機密情報もディスクへ保存される可能性があります。

このオプションをオフにするには、次の作業を行ってください。

1. Internet Explorer 6.0 ウィンドウでインターネットオプションパネルを表示
します。[ツール ] - [ インターネットオプション ]を選択してください。

2. [ 詳細設定 ] タブをクリックします。

3. セキュリティの箇所までスクロールし、[暗号化されたページをディス
クに保存しない ] の選択を解除します。

4. [OK] をクリックします。
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プロキシサーバ上で管理インターフェイスに接続
ご使用になられているネットワークがプロキシサーバで保護されている場
合、Windows システムの Internet Explorer 6.0 で管理インターフェイスを使
用するには、特別な作業が必要です。該当するWindows の箇所にある手順
に従ってください。

Windows Server 2003 システム
1. Internet Explorer 6.0 を起動します。

2. [ ツール ] - [ インターネットオプション ] を選択し、[ セキュリティ ] タ
ブをクリックします。 

3. [ 信頼済みサイト ] を指定してから [ サイト ] をクリックします。

4. [ 次のWeb サイトをゾーンに追加する ]の欄に次のように入力します。
https://*.domain.com

5. [ 追加 ] をクリックします。

6. ブラウザの通常のウィンドウに戻るまで [OK] をクリックしてください。

Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスに接続する時は、必ず
FQDNを使用してください。

Windows Server 2003 以外のWindows システム
Windows 2000、Windows XP 及びWindows NT では、次の手順に従ってく
ださい。

1. Internet Explorer 6.0 を起動します。

2. [ ツール ] - [ インターネットオプション ] を選択してください。

3. [ 接続 ] タブをクリックしてから [LAN の設定 ] をクリックします。

4. [ ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない ] の項に必ず
チェックマークを付けてください。

5. ブラウザの通常のウィンドウに戻るまで [OK] をクリックしてください。

Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスに接続する時は、FQDN
を使用しないでください。

プロキシサーバが存在しない環境で管理インターフェイスに接続
Windows システム上でネットワークがプロキシサーバを使用していない場
合、Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスに接続する際には
FQDNを使用してください。
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VMware Management Interface に
ログイン
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使用するには、
次のプログラムのいずれかが必要です。

• Internet Explorer 5.5 (Internet Explorer 6.0 以降を強く推奨します）

• Netscape Navigator 7.0 以降

• Mozilla 1.x. 以降

管理したいサーバのサーバ名または IP アドレスを確認し、そのサーバ上で
有効なユーザー名とパスワードも準備しておいてください。 

サーバには、最大8つまでの管理インターフェイスセッションが接続できます。

サーバに接続するURL は http://<hostname>です。

Netscape Navigator か Mozilla を使用する場合は、 詳細設定（[ 編集 ] - [ 設定 ] 
- [ 詳細 ]）で JavaScript とスタイルシートが共に有効になっていることを確
認してください。この際、監視したいサーバのホスト名または IP アドレス
が必要です。またスタイルシートは、ブラウザの種類やバージョンに関係な
く、使用中のブラウザで有効になっていることを確認してください。

[Login] ページが表示されます。

[Login]ページにはユーザー名とパスワードの入力フィールドが表示されます。

[Login] ページにホストマシンで使用するユーザー名とパスワードを入力し、
[Login] をクリックします。すると [Status Monitor] ページが表示されます 。
[Status Monitor] ページに関する詳細は、「Status Monitor ページの使用 
(p.93)」をご覧ください。
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Status Monitor ページの使用
[Status Monitor] ページには 、サーバシステムのサマリ情報や登録済み仮想
マシンの一覧など、VMware ESX Server ホストについての概要が表示されま
す。

VMware ESX Server のサマリ情報を表示
[System Summary] の下には、次の情報が表示されます。

• ESX Server 上のプロセッサの個数：過去 5分間の仮想マシン及びサービ
スコンソールの平均 CPU使用率やシステム全体での使用状況も表示さ
れます。

• ESX Server 上のメモリ容量：過去 5分間に仮想マシンに使用されたメモ
リの平均容量、サーバ上で実行されているその他のプロセスのメモリ
使用量、およびシステム全体で使用されたメモリの総量を含みます。

注意： 上記統計の対象期間は変更することができます。「VMware 
Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」をご覧ください。
93



VMware ESX Server 運用ガイド
VMware ESX Server 上の仮想マシンのサマリ情報を表示
[Virtual Machines] の下には、ホストで登録済みの全仮想マシンの一覧が表示
されます。仮想マシンが稼動中であれば、[Status Monitor] ページの仮想マ
シンの電源状態の後にその ID 番号が表示されます。 

注意： 仮想マシンの構成ファイルがNFS マウントされたドライブに保存さ
れている場合、その仮想マシンは一覧に表示されないことがあります。仮想
マシンの構成ファイルがNFS マウントされたドライブに存在する場合、
root 権限が許可されないために root ユーザーがファイルにアクセスできな
いケースが頻繁に起こります。また NFS ディレクトリがマウントされてい
ない場合も、仮想マシンは一覧に表示されません。 

次の操作が実行可能です。

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• 仮想マシンのサスペンドとレジューム (p.98)

• 仮想マシンについての情報を表示 (p.103)

• リモート管理パッケージのダウンロード (p.104) ([Status Monitor] ページ
のみ )

• 新しい仮想マシンンの作成 (p.104) ([Status Monitor] ページのみ )

• 仮想マシンの登録の抹消 (p.104)

• 仮想マシンの削除 (p.104)

• VMware ESX Server の構成 (p.105) ([Options] ページのみ )

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

VMware Remote Console で仮想マシンに接続
特定の仮想マシンのデスクトップを見る必要がある場合、VMware Remote 
Console（リモートコンソール）を実行し、仮想マシンに接続することがで
きます。ターミナルアイコン (  ) をクリックし、リモートコンソールを起
動します。リモートコンソールに接続する方法についての詳細は「Remote 
Console の使用 (p.186)」を参照してください。

Netscape と Mozilla ユーザーは必ず最初にコンソールのMIME タイプを定義
してください。Internet Explorer は、リモートコンソールのインストール時
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に自動的に構成されます。詳しくは「MIME タイプを設定して VMware 
Remote Console を起動 (p.164)」を参照してください。

仮想マシンにインストールされているゲストOSによって、ターミナルアイ
コンの概観が多少異なります。 この視覚的なヒントは、例えばディスプレイ
名でゲストOSがわからない場合に、仮想マシンの識別に役立ちます。下記
に、管理インターフェイスに表示される異なる種類のターミナルアイコンを
表示しています。

 ー Windows ゲスト OSであることを示します。

 ー Linux ゲスト OSであることを示します。

 ー NetWare ゲストOSであることを示します。

 ー その他のゲスト OSであることを示します。

仮想マシンメニューの使用
ターミナルアイコン (  ) の右にある矢印をクリックすると、仮想マシンに
対するオプションのメニューが表示されます。 メニューには下記のコマンド
が含まれます。これらのコマンドのほとんどは、管理インターフェイスのボ
タンやその他の視覚的エレメントを使って実行することも可能です。アクセ
ス権や仮想マシンの状態によっては、使用できないオプションがあります。 

• [Attach Remote Console] ー この仮想マシンに接続する、 VMware 
Remote Console を起動します。これは、  をクリックすることと同じ
です。ホストにログインする必要があります。詳しくは、「Remote 
Console の使用 (p.186)」を参照してください。

注意： Netscape と Mozilla ユーザーは必ず最初にコンソールのMIME タ
イプを定義してください。Internet Explorer は、リモートコンソールの
インストール時に自動的に構成されます。詳しくは「MIME タイプを設
定して VMware Remote Console を起動 (p.164)」を参照してください。

• [Properties] ー この仮想マシンに対する [Status Monitor] ページを、新し
いブラウザウィンドウに開きます。 これは [Display Name] 欄でディスプ
レイ名のリンクをクリックすることと同じです。

• [Configure Hardware] ー 仮想マシンのハードウェア構成を編集すること
ができる [Hardware] ページを開きます。ほとんどの構成オプションは、
仮想マシンがパワーオフされている場合にのみ変更可能です。仮想マ
シンがパワーオンされている場合も、取外し可能デバイスと仮想ネッ
トワークアダプタは編集することができます。
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詳しくは、「仮想マシンのハードウェアを構成 (p.117)」を参照してくだ
さい。

• [Configure Options] ー 仮想マシンの一般的な情報（ゲストOS、ディス
プレイ名、サスペンド状態ファイルの格納場所等）を編集できる
「Options」を開きます。この内ディスプレイ名以外のオプションは、
仮想マシンがパワーオフされている場合にのみ変更可能です。

詳しくは、「一般的な仮想マシンの構成オプションを設定 (p.143)」を参
照してください。

• [Shut Down Guest] ー ゲストOSをシャットダウンし、仮想マシンをパ
ワーオフしてから、その電源操作に関連するスクリプトを実行します。
これは電源状態のポップアップにある   をクリックすることと同じで
す。

• [Suspend after Running Script] ー 関連するスクリプトを実行してから、
稼動中の仮想マシンをサスペンドします。これは、電源状態のポップ
アップにある  をクリックすることと同じです。

• [Power On/Resume and Run Script] ー 停止している仮想マシンをパワー
オンするか、サスペンド中の仮想マシンをレジュームし、この電源操
作に関連付けられたスクリプトを実行します。これは、電源状態の
ポップアップにある  をクリックすることと同じです。

• [Restart Guest] ー ゲストOS と仮想マシンを再起動します。これは電源
状態のポップアップにある  をクリックすることと同じです。

• [Power Off] ー スクリプトを実行することなく、直ちに仮想マシンをパ
ワーオフします。これは、物理的なコンピュータの電源を切ることと
同じです。 

• [Suspend] ー パワーオンされている仮想マシンを、スクリプトを実行す
ることなくサスペンドします。

• [Power On/Resume] ー スクリプトを実行することなく、停止している
仮想マシンをパワーオンするか、サスペンド中の仮想マシンをレ
ジュームします。

• [Reset] ー スクリプトを実行することなく、仮想マシンを直ちにリセッ
トします。これは物理的なコンピュータのリセットボタンを押すこと
と同じです。

• [Unregister Virtual Machine] ー 仮想マシンの登録を抹消します。登録抹
消された仮想マシンは [Status Monitor] ページに表示されなくなるた
www.vmware.com96



第 3 章  VMware Management Interface を使って仮想マシンを管理
め、管理、アクセスできなくなります。仮想マシンの登録に関する情
報は、「仮想マシンの登録と登録の抹消 (p.174)」を参照してください。

• [Delete Virtual Machine] ー 仮想マシンまたはその構成だけを削除します
(仮想マシンはパワーオフされている必要があります )。詳しくは、
「VMware Management Interface を使って仮想マシンを削除 (p.158)」を
参照してください。

仮想マシンの電源状態を変更
ユーザーのアクセス権限によっては、管理インターフェイスから仮想マシン
の電源状態を変更できます。ユーザーが持つ権限は、該当する仮想マシンの
[Users and Events] タブに一覧表示されます。詳しくは「接続中ユーザーの
一覧を表示 (p.149)」を参照してください。

仮想マシンの電源状態を変更するには、仮想マシンの現在の電源状態を表す
ボタンをクリックします。ポップアップメニューが開き、次のボタンが表示
されます。

電源状態を変更すると、その変更に関連付けられたスクリプトが実行されま
す。スクリプトの実行についての詳細は、「電源操作時に実行する VMware 
Tools スクリプトの指定 (p.192)」を参照してください。

ボタン 説明

ゲストOS をシャットダウンし仮想マシンをパワーオフします。
VMware ESX Server は仮想マシンをパワーオフする前に、開いてい
るアプリケーションをすべて閉じ、ゲストOS をシャットダウンし
ます。この電源状態の変更に関連付けられたスクリプトがある場
合、VMware Tools がそれを実行します。このアイコンが赤い場合、
仮想マシンはパワーオフされています。

実行中の仮想マシンをサスペンドするか、サスペンド中の仮想マシ
ンをレジュームします。この電源状態の変更に関連付けられたスク
リプトがある場合、VMware Tools がそれを実行します。このアイ
コンが黄色い場合、仮想マシンはサスペンドされています。

停止されている仮想マシンをパワーオンするか、サスペンド中の仮
想マシンをレジュームします。この電源状態の変更に関連付けられ
たスクリプトがある場合、VMware Tools がそれを実行します。こ
のアイコンが緑色の場合、仮想マシンは稼動中です。

ゲストOS を再起動します。VMware ESX Server はゲストOS を再起
動する前に、開いているアプリケーションをすべて閉じ、ゲスト
OSをシャットダウンします。 
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仮想マシンのサスペンドとレジューム
ここでは次の内容を紹介します。

• サスペンドディレクトリの設定 (p.98)

• 反復レジュームを有効にする (p.100)

仮想マシンのサスペンドとレジュームは、管理インターフェイスで行うこと
ができます。「仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)」を参照してください。
また、リモートコンソールから仮想マシンをサスペンド、レジュームするこ
とも可能です。「仮想マシンのサスペンドとレジューム (p.197)」を参照して
ください。

仮想マシンをサスペンドし、後で操作をレジュームすれば、予備サーバの展
開といったプロビジョニングのタスクをスピードアップすることができま
す。VMware ESX Server では、サスペンド中の仮想マシンのレジュームに次
の 2つの構成をサポートしています。 

• 好きな時に実行中の仮想マシンをサスペンドし、後で操作をレジュー
ムします。その後も必要に応じてマシンをサスペンドすると、その時
の状態からレジュームできるようになります。

• 仮想マシンを特定の操作状態でサスペンドし、その時点の状態にロッ
クします。仮想マシンを再起動する度に、仮想マシンは最初にサスペ
ンドした時と同じ状態でレジュームします。

注意： 仮想マシンをサスペンドした後は、その構成ファイルを変更しない
でください。構成ファイルがサスペンド中の仮想マシンと一致しない場合、
仮想マシンは正常にレジュームできません。また物理ディスクを移動した
り、サスペンド中の仮想マシンが使用している VMFファイルシステムの名
前を変更したりすることも避けてください。レジューム時に仮想マシンが仮
想ディスクにアクセスできなくなってしまいます。

サスペンド状態の情報を記録したファイルをユーザー指定の場所に保存する
ように、各仮想マシンの構成を設定することも可能です。

サスペンドディレクトリの設定 
仮想マシンをサスペンドすると、その状態は拡張子 .vmssが付けられた
ファイルに書き込まれます。 .vmssファイルはデフォルトで、VMFS ボ
リュームに書き込まれます。同様に、仮想マシンがレジュームされると、
ESX Server は同じ VMFS ボリューム内の .vmssファイルを探します。

仮想マシンのサスペンド状態ファイルを保存するディレクトリを変更するに
は、その仮想マシンをパワーオフしなければなりません。次に、以下の手順
を実行してください。
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1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）にログインし
てから、変更を行う仮想マシン向けのターミナルアイコン (  ) の右側
にある矢印をクリックしてください。次に [Configure Options] を選択
します。

すると、その仮想マシン向けの [Options] ページが新しいブラウザウィ
ンドウに表示されます。 

2. [Edit] をクリックすると、[Edit Options]ページが表示されます。 

[Suspend File Location] の一覧から適切な VMFS ボリュームを選択する
と、サスペンド /復元操作を最も早く行うことができます。仮想マシ
ンが別のマシンのサスペンド状態ファイルを上書きしないように、ESX 
Server はサスペンド状態ファイルの名前に自動的にサフィックスを割
り当てます。

3. [OK] をクリックして、変更を保存します。
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反復レジュームを有効にする
仮想マシンを通常の方法で、つまりリモートコンソールか管理インターフェ
イスにある [Suspend] ボタンをクリックしてサスペンドすると、.vmssと
いう拡張子のファイルが生成されます。 このファイルには、サスペンド時の
仮想マシンの状態がすべて格納されています。仮想マシンをレジュームする
と、サスペンド時の状態が .vmssファイルから復元されます。そして仮想
マシンを実行すると、.vmssファイルに変更が加えられていきます。つま
り、通常の操作では、その .vmssファイルを使って仮想マシンをオリジナ
ルのサスペンド状態から再びレジュームすることはできません。 

仮想マシンを同じ状態から繰り返しレジュームしたいのであれば（例えば、
サーバに故障が生じた場合にすぐ切替えられるように予備仮想マシンを特定
の状態に設定しておきたい場合等）、次の手順に従ってください。 

1. 仮想マシンはシャットダウン、またはパワーオフしてください。 管理イ
ンターフェイスで仮想マシンメニューを表示させます。ターミナルア
イコン (  ) の横にある矢印をクリックしてから [Configure Hardware]
を選択します。
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2. [Virtual Disk] の隣に表示されている [Edit] をクリックしてください。

3. [Nonpersistent] を選択してから、[OK] をクリックして変更を保存しま
す。
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4. [Option] タブをクリックします。次に [Verbose Options] 下のリンクを
クリックすると、構成ファイルがエディタで開かれます。
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5. [Add] をクリックし、resume.repeatableというオプションを作成
してから、その値を TRUEに設定します。

6. [OK] をクリックし、構成ファイルを保存して閉じます。

7. 仮想マシンをパワーオンしてください。

8. リモートコンソールを使って必要な操作を行い、仮想マシンをサスペ
ンドしたい状態にしてください。

9. [Suspend] をクリックして、反復レジュームを設定します。

10. これで、仮想マシンをレジュームする度に、設定したサスペンドポイ
ントからレジュームするようになります。[Power Off] をクリックする
と仮想マシンがパワーオフし、次回は設定したサスペンドポイントか
らレジュームします。

一度設定した反復レジュームポイントから仮想マシンをレジュームする必要
がなくなった場合は、仮想マシンをシャットダウンし、仮想マシンディレク
トリからサスペンド状態ファイル (.std) を手動で削除してください。ファ
イルを削除したら、仮想マシンを新しい状態でサスペンドし、新しく反復レ
ジュームポイントを作成することができます。反復レジュームを利用しない
場合は、構成ファイルの resume.repeatableフラグを FALSEに設定す
ることも可能です。

仮想マシンについての情報を表示
[Status Monitor] ページでは、仮想マシンに関する重要な情報を簡単に確認
できます。

• [Display Name] 欄のリンクは、仮想マシンのディスプレイ名を示しま
す。もしディスプレイ名が指定されていない場合は、代わりにその仮
想マシンの構成ファイルへのパスがここに表示されます。 この欄には、
仮想マシンの電源状態と ( 稼動中の場合は )そのプロセス ID 及び仮想
マシン IDも表示され、VMware Tools がインストールされていない場合
はそのように告げるメッセージが表示されます。

仮想マシンがシステムメッセージに対する応答を待っている場合、
「Waiting for input」リンクがここに表示されます。リンクをクリックす
ると、メッセージが表示され、それに応答することができます。

仮想マシンについての詳細を見るには、その仮想マシン名のリンクを
クリックしてください。すると、その仮想マシンの [Status Monitor]
ページが新しいブラウザウィンドウに表示されます。詳細は「仮想マ
シンの構成 (p.106)」を参照してください。 
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• [Up] 欄の値は仮想マシンの実行経過時間を示します。

• [No.] 欄の値は、仮想マシン内の仮想プロセッサ数を示します。 

• [% CPU] 欄の値は、ページの最終更新時の前１分間の、仮想マシンによ
るホストOSプロセッサ 容量の平均使用率を示します。より詳細なプ
ロセッサの情報は [Status Monitor] ページで確認できます。

• [RAM] 欄の値は、その仮想マシンに割り当てられているメモリ容量を示
します。 メモリの使用に関する詳細は、「仮想マシンのメモリ使用状況
を設定 (p.111)」を参照してください。メモリに関する一般的な情報は、
「仮想マシンのメモリ (p.448)」で確認いただけます。

リモート管理パッケージのダウンロード
リモート管理パッケージは、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）の [Status Monitor] ページからダウンロードできます。 

[Status Monitor] ページからリモートコンソールパッケージをダウンロード
するには、ページ下部の適切なインストールファイルのリンクをクリックし
てください。こうすれば、管理インターフェイスをログアウトすることなく
必要なコンソールを迅速にダウンロードできます。

新しい仮想マシンンの作成
管理インターフェイスを使って新しく仮想マシンを作成するには、[Status 
Monitor] ページで [Add Virtual Machine] をクリックします。すると Add 
Virtual MachineWizard が起動します。 管理インターフェイスから仮想マシン
を作成する際の情報は、「新しい仮想マシンの作成 (p.32)」を参照してくだ
さい。

仮想マシンの登録の抹消
[Status Monitor] ページに仮想マシンを表示したり、そこから管理、アクセ
スすることを中止したい場合は、仮想マシンの登録を抹消することができま
す。仮想マシンの登録に関する詳細は、「仮想マシンの登録と登録の抹消 
(p.174)」を参照してください。

仮想マシンの削除
管理インターフェイスを使って仮想マシンを削除するには、該当するターミ
ナルアイコン (  ) の右側にある矢印をクリックして、[Delete Virtual 
Machine] を選択してください。[The Confirm: Deleting <Virtual Machine>]
ページが新しいウィンドウに表示されます。管理インターフェイスを使って
仮想マシンを削除する際の情報は、「VMware Management Interface を使っ
て仮想マシンを削除 (p.158)」を参照してください。
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VMware ESX Server の構成
[Options] タブでは、VMware ESX Server の構成に変更を加えることができま
す。詳細は、「VMware ESX Server の構成 (p.161)」と「VMware ESX Server の
変更 (p.224)」を参照してください。

注意： このタブにアクセスできるのは、root 権限を持つユーザーのみです。

コマンドコントロールの使用
上記の項目に加えて、管理インターフェイスのほとんどの、あるいは全ての
ページに、次のリンクが表示されます。

[Refresh] ー 現在のページを更新、つまり再読み込みするためのリンクです。
他のユーザーとの衝突をさけるため、仮想マシンのシャットダウン、サスペ
ンド、レジューム、パワーオンといった操作を管理インターフェイスで実行
する前、あるいはリモートコンソールでこのような操作を行った後は、この
ボタンをクリックしてください。 

[Manage Files] ー管理インターフェイスのファイルマネージャを開くリンク
です。ファイルマネージャを使えば、VMware ESX Server マシンのファイル
システムをリモートから管理することができます。詳しくは、「VMware 
Management Interface のファイルマネージャを使用 (p.168)」を参照してく
ださい。

[Help] ーこのリンクから、 管理インターフェイスで現在開かれているページ
に関する VMware ESX Server オンラインドキュメントに接続することができ
ます。

[Logout] ー 管理インターフェイスからログアウトするためのリンクです。
ログアウトは、｢ Status Monitor ｣ページと [Options] ページからのみ行うこと
ができます。[Logout] をクリックすると [Login] ページに戻ります。詳しく
は、「VMware Management Interface からログアウト (p.162)」を参照してく
ださい。

[Close] ー その管理インターフェイスウィンドウを閉じます。ウィンドウは、
[Add Virtual Machine] ページと仮想マシンの詳細ページからのみ閉じること
ができます。 
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仮想マシンの構成
特定の仮想マシンの詳細情報を表示し、その構成を変更するには、 [Status 
Monitor] ページの［Display Name］欄で該当する仮想マシンのリンクをク
リックしてください。すると [Status Monitor] ページが新しいブラウザウィ
ンドウに表示されます。

「Status Monitor」 ページには次の情報が表示されます。

• 仮想マシンの現在の電源状態 （パワーオン、パワーオフ、サスペンド）

• 仮想マシンのプロセス ID

• 仮想マシンの VMID：これは実行中の仮想マシン向けの vmkernelバー
ジョンの PID です。

• その仮想マシンによる過去５分間のサーバプロセッサ容量の最小 /最大
使用率及び平均使用率

注意： このような統計の対象期間は変更することができます。
「VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」を参照して
ください。

• その仮想マシンによる過去５分間のサーバメモリ容量の最小 /最大使用
率及び平均使用率
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注意： このような統計の対象期間は変更することができます。
「VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」を参照して
ください。

• 仮想マシンの実行経過時間

• VMware Tools ステータス：VMware Tools がインストールされ、実行さ
れているかを表示します。

• 過去１分間の仮想マシンによるハートビートの平均受信率。ハート
ビートは、VMware ゲスト OSサービスによってゲストOS から仮想マ
シンに送信されます。ここに表示されるパーセントは、このページの
最終更新時の前１分間に仮想マシンが受信すると予測したハートビー
ト数と比較したものです。ゲストOSへの負荷が大きい場合、正常に動
作している場合でも、期待されたハートビート数の 100％を送信しない
場合があります。一般的に、ハートビートの受信率がゼロに落ちた場
合にのみ、ゲストOSが異常であると考えます。

注意： VMware Tools がインストールされていない場合、または実行さ
れていない場合、ゲストOSはその仮想マシンにハートビートを送信し
ません。この場合、該当する欄には [Not Available] というメッセージが
表示されます。

• 仮想マシンの IP アドレス

• 仮想マシンのハードウェアと一般的な構成オプションを編集するため
のリンク。仮想マシンのハードウェアを編集するには、[Hardware] を
クリックして [Hardware] ページを開きます。仮想マシンの一般的な構
成オプションを編集するには、[Options] をクリックしてください。す
ると [Options] ページが表示されますので、そこから仮想マシンの構成
を編集してください。ほとんどのオプションは、仮想マシンがパワー
オフされている場合にのみ変更することができます。

• 仮想マシンにインストールされているゲストOS

• 仮想マシン内の仮想プロセッサ数

• 仮想マシンに割り当てられているメモリ容量

• ESX Server システム上にある仮想マシンの構成ファイルへのパス

仮想マシンの詳細情報を表示中は、次の操作を行うことができます。

• 仮想マシンの構成を編集 (p.108)

• 仮想マシンの CPU使用状況を設定 (p.109)
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• 仮想マシンのメモリ使用状況を設定 (p.111)

• 仮想マシンのディスク使用状況を設定 (p.113)

• 仮想マシンのネットワーク設定を構成 (p.115)

• 仮想マシンのハードウェアを構成 (p.117)

• 一般的な仮想マシンの構成オプションを設定 (p.143)

• 接続中ユーザーの一覧を表示 (p.149)

• 仮想マシンのイベントログを表示 (p.150)

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

仮想マシンの構成を編集
仮想マシンの構成は、次のいずれかの方法で管理インターフェイスから編集
することができます。

• [Status Monitor] ページで [Hardware] あるいは [Options] をクリックしま
す。ほとんどの構成オプションは、仮想マシンがパワーオフされてい
なければ編集できません。

• [Status Monitor] ページかその仮想マシン向けの詳細ページで、ターミ
ナルアイコン (  ) の右側にある矢印をクリックし、仮想マシンメ
ニューにある [Configure Hardware] か [Configure Options] を選択して
ください。（「仮想マシンメニューの使用 (p.95)」を参照 ) 

新しいブラウザウィンドウが表示されますので、そこから仮想マシンの構成
を変更します。
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仮想マシンの CPU使用状況を設定
仮想マシンのプロセッサ使用状況を確認、設定するには、[CPU] タブをク
リックしてください。すると [CPU] ページが表示されます。

[CPU] ページには、各仮想プロセッサによるサーバプロセッサの使用量、
CPU リソースの仮想マシンへの割当て状況、ハイパースレッディングの設
定（有効 /無効）、サーバ上の特定プロセッサへのスケジューリングアフィ
ニティの有無が表示されます。

[Performance] 欄に表示される値
[Performance ] の下に表示される値は、過去５分間の統計に基づいていま
す。これらの統計の対象期間は変更することができます。詳しくは、
「VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」を参照してくだ
さい。[Performance] には以下の情報が表示されます。

• [CPU Utilization] ー 各仮想プロセッサが利用するサーバプロセッサ量

[Resources] 欄に表示される値
[Resources] の下に表示される値は、仮想マシンに許可されるプロセッサ使
用率の範囲を示したものです。[Resources] には以下の情報が表示されます。

• [Minimum] ー仮想マシンをパワーオンするのに必要なプロセッサ使用
率の最小値を示します。

• [Maximum] ー プロセッサがアイドル状態であっても仮想マシンが消費
することができるプロセッサ使用率の最大値を示します。仮想マシン
に複数の仮想 CPUが構成されている場合、最大値が 100%を超えるこ
ともあります。

• [Shares] ー プロセッサ容量を割り当てる際の相対的なメトリックです。
ここに表示される [low]、[normal]、[high] という値は、 サーバ上の全仮
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想マシン及びサービスコンソールのシェアの総計と比較して決定され
ます。シェア割当てシンボル値を使って数値への変換を設定すること
が可能です。

• [Isolated from Hyper-Threading] ー 仮想マシンの CPU運用状況を表しま
す。このオプションを有効にすると、ハイパースレッディングが有効
になっている時に、仮想マシンが物理 CPUを他の仮想マシンと共有し
なくなります。

注意： このオプションを有効にすると、仮想マシンがハイパースレッ
ディングによるパフォーマンス上の利点を使用しなくなります。

シェアの値に関する情報は、リソース管理のマニュアルページ cpu(8)、
diskbw(8)、及び mem(8)を参照してください。ハイパースレッディングに
関する詳しい情報は、hyperthreading(8)マニュアルページを参照して
ください。

• [Scheduling Affinity] ー ESX Serverシステムがマルチプロセッサシステム
である場合に、どの ESX Server プロセッサでその仮想マシンが稼動で
きるかを示します。

CPU 値の変更
上記の値は変更することができます。[Edit] をクリックしてください。CPU
設定の変更に関しては、「CPUリソースの管理 (p.410)」をご覧ください。

仮想マシンの CPU情報を設定する際、他に次のようなアクティビティも実
行できます。

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。
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仮想マシンのメモリ使用状況を設定
仮想マシンのメモリ使用状況を確認、設定するには、[Memory] タブをク
リックしてください。すると [Memory] ページが表示されます。 

[Memory] ページには、その仮想マシンのメモリ使用量と仮想マシンへのメ
モリの割り当て状況が表示されます。

[Performance] 欄に表示される値
[Performance ] の下に表示される値は、過去５分間の統計に基づいていま
す。これらの統計の対象期間は変更することができます。詳しくは、
「VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」を参照してくだ
さい。[Performance] には以下の情報が表示されます。

• [Used Memory] ー構成時に 仮想マシンに割当てられたメモリ容量、そ
の仮想マシンが最近使用したメモリ量、サーバ上で稼動中の全仮想マ
シン間及びその仮想マシン自体の中で共有されたメモリ量を表示しま
す。 

• [Reclaimed Memory] ー 重い負荷がかかっている時、あるいはメモリを
過剰にコミットした時に、ESX Server が解放したメモリ量を表示しま
す。

• [Virtualization Overhead] ー 仮想マシンのプロセスが、割り当てメモリ
以外に余分に使用しているメモリ量を示します。
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[Resources] 欄に表示される値
[Resources ] の下に表示される値は、仮想マシンに割当てられるシステムメ
モリの範囲を示したものです。[Resources ] には以下の情報が表示されます。

• [Minimum] ー仮想マシンをパワーオンするのに必要なメモリ容量の最
小値を示します。

• [Maximum] ー 仮想マシンの構成時にその仮想マシンに割当てられたメ
モリ容量を示します。

• [Shares] ー 全仮想マシンにメモリを割当てる際の相対的なメトリックで
す。[low]、[normal]、[high] というシンボリック値は、 サーバ上の全仮
想マシン及びサービスコンソールのシェアの総計と比較して決定され
ます。シェア割当てシンボル値を使って数値への変換を設定すること
が可能です

シェアの値に関する情報は、リソース管理のマニュアルページ cpu、
diskbw及び memを参照してください。

• [Memory Affinity] ー ESX ServerシステムがNUMAシステムである場合に、
仮想マシンがバインドできる ESX Server システム上のNUMAノードを
表示します。 NUMAシステムに関する情報は、「NUMAシステムの使用 
(p.442)」を参照してください。

メモリ値の変更
メモリ値を変更するには [Edit] をクリックしてください。メモリ設定の変更
に関しては、「メモリリソースの管理 (p.427)」をご覧ください。

仮想マシンのメモリ情報を設定する際、他に次のようなアクティビティも実
行できます。

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。
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仮想マシンのディスク使用状況を設定
仮想マシンのディスク設定を確認、構成するには、[Disk] タブをクリックし
てください。すると [Disk] ページが表示されます。

[Disk] ページには、 仮想ディスクのパフォーマンス情報と仮想ディスクに割
当てられるリソースが表示されます。ディスク帯域幅には、サーバの物理
ディスクに書き込まれた、あるいはそこから読み出したデータの量が表示さ
れます。

[Performance] 欄に表示される値
[Performance ] の下に表示される値は、過去５分間の統計に基づいていま
す。これらの統計の対象期間は変更することができます。詳しくは、
「VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」を参照してくだ
さい。[Performance] には以下の情報が表示されます。

• [Read Bandwidth] ー 仮想マシンがサーバ上の物理ディスクから読み出
す時に使用する帯域幅を表示します。

• [Write Bandwidth] ー 仮想マシンがサーバ上の物理ディスクに書き込む
時に使用する帯域幅を表示します。
113



VMware ESX Server 運用ガイド
[Resources] 欄に表示される値
[Resources ] の下に表示される値は、 仮想マシンに割当てられるディスク帯
域幅の範囲を示したものです。 

• [Shares] ー 全仮想マシンに対するディスク帯域幅をコントロールする際
の相対的なメトリックです。[low]、[normal]、[high] という値は、 サー
バ上の全仮想マシン及びサービスコンソールのシェアの総計と比較し
て決定されます。シェア割当てシンボル値を使って数値への変換を設
定することが可能です。

シェアの値に関する情報は、リソース管理のマニュアルページ cpu、
diskbw及び memを参照してください。

• [Memory Affinity] ー この項目が存在する場合、仮想マシンがバインド
できる ESX Server システム上のNUMAノードを表示します。 NUMA シ
ステムに関する情報は、「NUMAシステムの使用 (p.442)」を参照してく
ださい。

ディスク値の変更
ディスク値を変更するには [Edit] をクリックしてください。ディスク設定の
変更に関しては、「ディスク帯域幅の管理 (p.456)」をご覧ください。

仮想マシンのディスク情報を設定する際、他に次のようなアクティビティも
実行できます。

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。
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仮想マシンのネットワーク設定を構成
仮想マシンのネットワーク設定を確認、構成するには、[Network] タブをク
リックしてください。すると [Network] ページが表示されます。

[Network] ページには、ネットワークのパフォーマンス情報と仮想マシンの
仮想ネットワークカードに割当てられるリソースが表示されます。受信帯域
幅及び送信帯域幅は、仮想マシンへの、あるいは仮想マシンからのデータの
転送速度を示します。

[Performance ] の下に表示される値は、過去５分間の統計に基づいていま
す。これらの統計の対象期間は変更することができます。詳しくは、
「VMware Management Interface に統計期間を設定 (p.89)」を参照してくだ
さい。

[Network] ページにはまた、トラフィックシェーピング機能が有効になって
いるかどうかも示されます。この設定は、変更することが可能です。

仮想マシンのネットワーク情報を設定する際、他に次のようなアクティビ
ティも実行できます。

• トラフィックシェーピングを有効にする (p.115)

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。

トラフィックシェーピングを有効にする
トラフィックシェーピングを有効にすると、送信ネットワーク帯域幅がここ
で指定する値に限定されます。ネットワークトラフィックは変動が激しいた
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め、長期の継続的な「Average」伝送率と短期の「Peak」伝送率の両方をコ
ントロールするために、異なるパラメータが提供されます。「Burst」パラ
メータは、「Average」伝送率を超えて１回のバーストで送信できるデータの
量を示します 。「Peak」伝送率は、バースト中の最大帯域幅を制限します。

ネットワークトラフィックシェーピングは、次の手順で有効にします。

1. [Network] ページで [Edit] をクリックすると、 [Network Resource 
Settings] ページが表示されます。

2. トラフィックシェーピンを有効にするには、[Enable Traffic Shaping] に
チェックマークを付けてからネットワークトラフィック パラメータを
定義してください。

3. 平均帯域幅を指定します。[Average Bandwidth] フィールドでネット
ワーク帯域幅の平均値を指定し、次に指定した値の単位を [Mbps]（メ
ガビット /秒）、[Kbps]（キロビット /秒）または [bps]（ビット /秒）
から選んでください。

4. ピーク帯域幅を指定します。[Peak Bandwidth] フィールドでネットワー
ク帯域幅のピーク値を指定し、次に指定した値の単位を [Mbps]（メガ
ビット /秒）、[Kbps]（キロビット /秒）または [bps]（ビット /秒）か
ら選んでください。

5. バーストサイズを指定します。[Burst Size] フィールドでバーストの最
大許容サイズを指定し、次に指定した値の単位を [M]（メガバイト）、
[K]（キロバイト）または [B]（バイト）から選んでください。

6. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じてください。

ネットワークリソースの管理に関する詳細は、「ディスク帯域幅の管理 
(p.456)」をご覧ください。
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仮想マシンのハードウェアを構成
仮想マシン内の仮想ハードウェアを確認、構成するには、[Hardware] タブ
をクリックしてください。すると [Hardware] ページが表示されます。

[Hardware] ページには、仮想マシン内の仮想ハードウェア（仮想ディスク等の
構成済みデバイス、FDドライブやCD-ROM/DVD-ROMドライブ等の取外し可
能デバイス、仮想ネットワークアダプタ、仮想マシンへの割当てメモリ及び
画面の設定）の一覧が表示されます。デバイスごとに関連する情報が一覧表
示され、仮想ハードウェアコンポーネントごとに構成を行うことができます。

ほとんどのハードウェアは、仮想マシンがパワーオフされている場合にのみ
構成することができます。 

仮想マシンのハードウェアを設定する際、次のアクティビティも実行できます。

• 仮想マシンの FDドライブを構成 (p.119)

• 仮想マシンのDVD-ROM/CD-ROMドライブを構成 (p.120)

• 仮想マシンのメモリと仮想プロセッサを構成 (p.121)

• 仮想マシンの仮想ネットワークアダプタを構成 (p.122)

• 仮想マシンの SCSI コントローラを構成 (p.124)
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• 仮想マシンの仮想ディスクを構成 (p.125)

• 仮想マシンの画面の設定を構成 (p.128)

• 仮想ディスクを仮想マシンに追加 (p.130)

• 仮想ネットワークアダプタを仮想マシンに追加 (p.133)

• 仮想DVD/CD-ROMドライブを仮想マシンに追加 (p.135)

• 仮想 FDドライブを仮想マシンに追加 (p.137)

• Generic SCSI デバイスを仮想マシンに追加 (p.139)

• テープドライブを仮想マシンに追加 (p.141)

• ハードウェアを仮想マシンから削除 (p.142)

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。
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仮想マシンの FDドライブを構成
各仮想マシンは、サーバ上の物理 FDドライブにもフロッピーイメージファ
イルにもアクセスすることができます。

仮想マシンの FDドライブは、次の手順で構成します。

1. [Hardware] ページの [Floppy Drive] セクションにある [Edit] をクリック
します。すると [Floppy Drive] ページが表示されます。

2. この仮想マシンを FDドライブに接続するには、[Connected] にチェッ
クマークを付けてください。

注意： サーバ上の FDドライブには、一度に１台の仮想マシンしか接続
できません。

3. この仮想マシンがパワーオン時に FDドライブに接続するように設定し
たい場合は、[Connect at Power On] にチェックマークを付けてくださ
い。

4. サーバの FDドライブに接続するのかフロッピーイメージに接続するの
かを指定してください。[Device] リストで [System Floppy Drive] か
[Floppy Image] を選択します。

5. [Location] フィールドにドライブあるいはフロッピーイメージの格納場
所を入力してください。例えばサーバの FDドライブの場合、
/dev/fd0といった情報を入力します。

6. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンのDVD-ROM/CD-ROMドライブを構成
各仮想マシンは、サーバ上の物理 DVD/CD-ROMドライブにも ISO イメージ
ファイルにもアクセスすることができます。

仮想マシンDVD/CD-ROMドライブは、次の手順で構成します。 

1. [Hardware] ページの [DVD/CD-ROM Drive] セクションにある [Edit] をク
リックします。すると [DVD/CD-ROM Drive] ページが表示されます。

2. この仮想マシンをサーバのDVD/CD-ROMドライブに接続するには、
[Connected] にチェックマークを付けてください。

注意： サーバ上のDVD/CD-ROMドライブには、一度に１台の仮想マシ
ンしか接続できません。

3. この仮想マシンがパワーオン時にサーバのDVD/CD-ROMドライブに接
続するように設定したい場合は、[Connect at Power On] にチェック
マークを付けてください。

4. サーバのDVD/CD-ROMドライブに接続するのか ISO イメージに接続す
るのかを指定してください。[Device] リストで [System DVD/CD-ROM 
Drive] か [ISO Image] を選択します。

5. [Location] フィールドにドライブあるいは ISO イメージの格納場所を入
力してください。例えばサーバの CD-ROMドライブの場合、dev/

cdromといった情報を入力します。

6. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンのメモリと仮想プロセッサを構成
仮想マシンへのメモリ割り当て量は変更することができます。また ESX 
Server が推奨するメモリ容量、仮想マシンに割り当てることができる最大メ
モリ容量、現在の仮想プロセッサ数で仮想マシンをスムーズに実行するため
の最大メモリ容量を確認することもできます。

仮想マシン内のゲストOSの種類やサーバ上のプロセッサ数によっては、使
用する仮想プロセッサの個数を変更することが可能です。ただし、次の点に
注意してください。

• 一部ゲストOS（Windows NT など）の仮想マシンでは、シングルプロ
セッサしか構成できません。マルチプロセッサあるいは SMPをサポー
トしているゲストは、「VMware ESX Server インストールガイド」の対
応ゲストOS の一覧で確認してください。

• サーバが 2つ以上のプロセッサを持つ場合にのみ、仮想マシンをマルチ
プロセッサで構成することができます。仮想マシンがサーバの物理プ
ロセッサ数以上の仮想プロセッサを持つことはできません。

• シングルプロセッサが構成されたマルチプロセッサ対応ゲストOSの仮
想プロセッサ数を増やす場合、特別な調整が必要となることがありま
す。仮想マシンには最大２個の仮想プロセッサを設定することができ
ます。詳細は、「仮想マシンが 1個以上の仮想プロセッサを使用するよ
うに構成 (p.61)」を参照してください。

• 2 個の仮想プロセッサが構成、チューニングされたマルチプロセッサ対
応ゲストOSの構成をシングルプロセッサに変更すると、起動しなくな
る可能性があります。また、恐らく他の仮想マシンのパフォーマンス
を低下させてしまいます。マルチプロセッサ仮想マシンをユニプロ
セッサに変更することはお勧めいたしません。

注意： デュアル仮想プロセッサを使用する仮想マシンの構成には、  ESX 
Server 向け VMware Virtual SMP 製品の購入が必要です。この製品に関する
詳細情報は、弊社または承認販売代理店までお問い合わせください。
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仮想マシンの仮想プロセッサとメモリは、次の手順で構成します。

1. [Hardware] ページの [Processors and Memory] セクションにある [Edit]
をクリックします。すると [Processors and Memory] ページが表示され
ます。

2. ゲストOSの種類と構成されているプロセッサ数によって、 [Edit 
Processor Configuration] の箇所にメッセージが表示されます。マルチ
プロセッサ対応のゲストOSを使用しており、プロセッサの個数を変更
したい場合は、 [click here] リンクをクリックしてください。次に
[Processors] リストで仮想プロセッサ数を指定します。

3. [Memory] フィールドに仮想マシンに割当てるメモリ容量を入力しま
す。入力する値は、４の倍数でなければなりません。

4. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。

仮想マシンの仮想ネットワークアダプタを構成
仮想マシンの仮想ネットワークアダプタ向けの設定（仮想マシンをバインド
する仮想ネットワークデバイスや使用するネットワークドライバ）を指定す
ることができます。

仮想ネットワークデバイスとして、vmnicアダプタか vmxnetアダプタの
いずれかを選んでください。vmnicアダプタは仮想マシンを物理ネット
ワークアダプタに接続するため、仮想マシンはネットワーク上の１台のコン
ピュータとして認識され、またそのように動作することができます。vmnet
アダプタは仮想マシンを他の仮想マシンによる内部ネットワークに接続しま
す。同じコンピュータ上の仮想マシンで、特定の vmnetに接続されている
ものは全て、同一ネットワークに存在することになります。 
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このネットワーク接続向けのネットワークドライバとして、自動的にインス
トールされる vlanceドライバか、より優れたネットワークパフォーマン
スを提供する vmxnetドライバのいずれかを選んでください。ネットワー
クパフォーマンスの違いは、仮想マシンンがGigabit Ethernet カードに接続
されている場合に最も顕著です。

注意： Windows または Linux 仮想マシンで vmxnetを使用する場合、 
VMware Tools をインストールしなければ、仮想ネットワークデバイスはゲ
ストOSに認識されません（「VMware Tools を Linux ゲストにインストール 
(p.45)」をご覧ください )。 

仮想マシンの作成後、このタブを使って別のネットワークアダプタを仮想マ
シンに割当てることができます。

どのネットワークアダプタが特定のデバイス名に関連付けられているかを判
断する際にヘルプが必要であれば、サービスコンソールの findnicコマン
ドを使用してください (「VMkernel ネットワークカードの確認 (p.385)」を
ご覧ください )。 

仮想マシンの仮想ネットワークアダプタは、次の手順で構成します。

1. [Hardware] ページの [Network Adapter] セクションにある [Edit] をク
リックします。すると [Network Adapter] ページが表示されます。 

2. [Device Binding] リストから、仮想マシンに使用させる仮想ネットワー
クデバイスを選択してください。 

3. [Virtual Device] リストから、仮想マシンに使用させるネットワークドラ
イバを選択してください。[vlance] か [vmxnet] のいずれかのドライ
バを選びます。

4. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンの SCSI コントローラを構成
仮想マシンの仮想 SCSI コントローラ向けの設定（仮想 SCSI コントローラ ド
ライバの選択、SCSI バスを仮想デバイス /物理デバイスと共有するかどう
か）をここで指定することができます。 

仮想マシンの仮想 SCSI コントローラは、次の手順で構成します。

1. [Hardware] ページの [SCSI Controller] セクションにある [Edit] をクリッ
クします。すると [SCSI Controller] ページが表示されます。

2. [Virtual Device] リストから、仮想マシンで使用する SCSI コントローラ 
ドライバを選択してください。[vmxbuslogic] か [vmxlsilogic] の
いずれかを選びます。

注意：異なるドライバを選択する前に、そのドライバを必ずゲストOS
にインストールしておいてください。ドライバがインストールされて
いないと、ゲストが起動できません。vmxlsilogicドライバへの切替
は、「仮想マシンが LSI Logic SCSI アダプタを使用するように構成 
(p.55)」を参照してください。

3. [Bus Sharing] リストで、その仮想マシンによるバスの共有方法を指定
します。 次のいずれかを選択してください。

• [Physical] ー 任意のサーバ上の仮想マシンとディスクを共有します。

• [Virtual] ー 同じサーバ上の仮想マシンとディスクを共有します。

• [None] ー 他の仮想マシンとディスクを共有しません。

4. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンの仮想ディスクを構成
既存の仮想ディスクを構成する場合、ディスクモードを変更することができ
ます。また、仮想マシンが使用する仮想ディスクを変更したり、その仮想マ
シン向けに新しく仮想ディスクを作成することも可能です。

ESX Server では、４つの異なるモードでディスクを使用できます。

• Persistent： Persistent モードのディスクは、コンピュータ上の従来の
ディスクドライブとまったく同じ様に動作します。Persistent モードの
ディスクに書き込まれたデータはすべて、ゲストOSがデータの書き込
みを行った時点でディスクに恒久的に保存されます。

• Nonpersistent：Nonpersistent モードのディスクへ変更を加えても、仮
想マシンのセッションをパワーオフするとすべて破棄されます。

• Undoable： Undoable モードでは、仮想マシンのセッション中に行った
変更を保存するか破棄するかを、仮想マシンをパワーオフする時点で
選択することができます。保存 /破棄の選択を行うまで、変更は Redo
ログファイルに保存されます。

• Append： Append モードも変更を Redo ログファイルに保存します。
Redo ログファイルを削除するか、vmkfstoolsで commitコマンドを
使って変更をディスクに反映させるまで、変更は継続的に Redo ログに
追加されていきます（「vmkfstools の使用 (p.311)」を参照してくださ
い）。
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仮想マシンの仮想ディスクは、次の手順で構成します。

1. [Hardware] ページの [Virtual Disk] セクションにある [Edit] をクリックし
ます。すると [Virtual Disk] ページが表示されます。

仮想ディスクとして LUN上の物理ディスクを使用している場合、代わ
りに次のウィンドウが表示されます。
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2. 次のいずれかを実行してください。

• 既存の仮想ディスクとして LUN上の物理ディスクを使用していなけ
れば、ディスクモードの変更が可能です。[Disk Mode] の箇所で、
[Persistent]、[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをク
リックしてください。

• 別の仮想ディスクを選択するには、次の手順に従ってください。

a. 使用する仮想ディスクの格納場所を指定します。[VMFS Volume] リス
トから仮想ディスクが格納されているボリュームを選択します。 

b. [VMware Disk Image] リストから、使用したい仮想ディスクを選びま
す。選択した仮想ディスクのサイズが [Capacity] フィールドに表示さ
れます。

c. ディスクモードを選択します。[Disk Mode] の箇所で、[Persistent]、
[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをクリックして
ください。

• LUN 上の物理ディスクを持たない仮想マシン向けに新しく仮想ディ
スクを作成するには、次の手順に従ってください。

a. 新しい仮想ディスクの格納場所を指定します。[VMFS Volume] リスト
から仮想ディスクを格納するボリュームを選択します。 ボリューム名
の横に空き容量が一覧表示されますので、仮想ディスクをどのくら
い大きくできるかをそこから判断してください。

b.仮想ディスクに名前を付けます。[VMware Disk Image] リストで
[Other] を選択してから、ディスク名を指定します。この際、ファイ
ルに .dsk拡張子が付けられているか確認してください。 [OK] をク
リックして、先に進みます。

c. 仮想ディスクのサイズを指定します。[Capacity] フィールドに仮想
ディスクのサイズをMB単位で指定してください。

d.ディスクモードを選択します。[Disk Mode] の箇所で、[Persistent]、
[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをクリックして
ください。

• 仮想ディスクとして LUN上の物理ディスクを使用している場合、次
の手順に従ってください。

a. LUN 上の別の物理ディスクを選択する場合は、[System LUN/Disk] リ
ストから選んでください。
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b. 仮想デバイスノードを変更します。[Virtual SCSI Node] リストから適
当な SCSI ID を選択してください。

注意： 仮想ディスクが SCSI コントローラ 0:0 上に存在する場合、
「SCSI ノードを変更すると仮想マシンが正常に起動しなくなる可能が
あります」といった内容の警告が表示されます。

3. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。

仮想マシンの画面の設定を構成
仮想マシンの色深度（色数）を設定することができます。色深度を上げる
と、画面の再描画が遅くなり、ネットワーク接続を利用してリモートコン
ソールに仮想マシンを表示させている場合、ネットワークの負荷も大きくな
ります。一方で、色深度を高くすれば色解像度や精度が向上します。仮想マ
シンで実行予定のアプリケーションによっては、このような要因が大切な場
合もあります。 

仮想マシンの画面の設定は、次の手順で構成します。

1. [Hardware] ページの [Display] セクションにある [Edit] をクリックしま
す。すると [Display] ページが表示されます。

2. [Colors] リストから仮想マシンで使用したい色深度（色数）を選択しま
す。[256 Colors (8 bit)]、[Thousands of Colors (15 bit)]、[Thousands of 
Colors (16 bit)]、[Millions of Colors (24 bit)] から選んでください。

3. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンのGeneric SCSI デバイスを構成
仮想マシン内のどの Generic SCSI デバイスも、ここで構成することができま
す。仮想マシンがパワーオフされているか確認してから、次の手順を実行し
てください。 

1. 既存の Generic SCSI デバイスを構成するには、 [Hardware] ページの
[Generic SCSI Device] セクションにある [Edit] をクリックします。する
と [Generic Device (SCSI <ID>)] ページが表示されます。 

2. 仮想マシンのパワーオン時にこの仮想マシンをサーバの SCSI デバイス
に接続するには、[Connect at Power On] にチェックマークを付けてく
ださい。

3. [Device] 入力フィールドでデバイス名を指定します（/dev/sga等）。

4. 仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストから適当
な SCSI ID を選んでください。

注意： 仮想デバイスが SCSI コントローラ 0:0 上に存在する場合、「SCSI
ノードを変更すると仮想マシンが正常に起動しなくなる可能がありま
す」といった内容の警告が表示されます。

5. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想ディスクを仮想マシンに追加
仮想ディスクを仮想マシンに追加するには、仮想マシンをパワーオフしてか
ら次の手順を実行します。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックします。すると、Add 
Device ウィザードが起動します。

2. [Hard Disk] をクリックすると、[Virtual Disk Type] ページが表示されます。
www.vmware.com130



第 3 章  VMware Management Interface を使って仮想マシンを管理
3. 次のいずれかの仮想ディスクを作成してください。

• 新しい仮想ディスクを作成するには [Blank] をクリックしてください。
次に下記の項目を指定します。 

a. 新しい仮想ディスクの格納場所を指定します。[VMFS Volume] リスト
から仮想ディスクを格納したいボリュームを選択します。 ボリューム
名の横に空き容量が一覧表示されますので、仮想ディスクをどのく
らい大きくできるかをそこから判断してください。

b.仮想ディスクに名前を付けます。[VMware Disk Image] リストで
[Other] を選択してから、ディスク名を指定します。この際、ファイ
ルに .dsk拡張子が付けられているか確認してください。 [OK] をク
リックして、先に進みます。

c. 仮想ディスクのサイズを指定します。[Capacity] フィールドに仮想
ディスクのサイズをMB単位で指定してください。表示されている
デフォルト値は、指定したボリュームで利用可能な空き容量です。

d.仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストから適
当な SCSI ID を選択してください。
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e. ディスクモードを選択します。[Disk Mode] の箇所で [Persistent]、
[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをクリックして
ください。

• 既存の仮想ディスクを仮想マシンに追加するには、[Existing] をク
リックしてください。次に下記の項目を指定します。

a. 使用したい仮想ディスクの格納場所を指定します。[VMFS Volume] リ
ストから、仮想ディスクが格納されているボリュームを選択します。 

b. [VMware Disk Image] リストから、使用したい仮想ディスクを選びま
す。選択した仮想ディスクのサイズが [Capacity] フィールドに表示さ
れます。

c. 仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストから適
当な SCSI ID を選択してください。

d. ディスクモードを選択します。[Disk Mode] の箇所で、[Persistent]、
[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のいずれかをクリックして
ください。
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• 仮想マシンが LUN上の物理ディスクにアクセスできるようにするに
は、[System LUN/Disk] をクリックしてください。 次に下記の項目を
指定します。

a. 使用する LUNを [Storage Controller LUN] リストから選んでくださ
い。

b.仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストから適
当な SCSI ID を選択してください。

4. [OK] をクリックすると、ディスクが追加されます。

仮想ネットワークアダプタを仮想マシンに追加
新しい仮想ネットワークアダプタを仮想マシンに追加するには、まず仮想マシ
ンがパワーオフされていることを確かめてから、次の手順を行ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックしてください。すると
Add Device ウィザードが起動します。
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2. [Network Adapter] をクリックすると、[Network Adapter] ページが表示
されます。

3. [Device Binding] リストから、仮想マシンで使用したい仮想ネットワー
クデバイスを選択してください。

4. [Virtual Device] リストから、仮想マシンで使用したいネットワークドラ
イバを選択してください。 [vlance] か [vmxnet] のいずれかのドライバ
を選びます。

5. [OK] をクリックすると、ネットワークアダプタが追加されます。
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仮想DVD/CD-ROMドライブを仮想マシンに追加
使用中のサーバにDVD/CD-ROMドライブが設定されている場合、仮想マシ
ンにDVD/CD-ROM ドライブを追加することが可能です。その CD-ROMドラ
イブを ISO ディスクイメージファイルに接続させることも可能です。

同一サーバ上の１個のデバイスに一度に接続できるのは、1台の仮想マシン
に限られます。

新しい仮想DVD/CD-ROMドライブを仮想マシンに追加するには、 まず仮想マシ
ンがパワーオフされていることを確かめてから、次の手順を行ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックしてください。すると
Add Device ウィザードが起動します。

2. [DVD/CD-ROM] をクリックすると、「cdrom」が表示されます。
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3. パワーオン時にこの仮想マシンがサーバのDVD/CD-ROMドライブに接
続するように設定したい場合は、[Connect at Power On] にチェック
マークを付けてください。

4. サーバのDVD/CD-ROMドライブに接続するのか ISO イメージに接続す
るのかを指定してください。[Device] リストで [System DVD/CD-ROM 
Drive] か [ISO Image] を選択します。

5. [Location] フィールドにドライブあるいは ISO イメージの格納場所を入
力してください。例えばサーバの CD-ROMドライブの場合、dev/

cdromといった情報を入力します。

6. [OK] をクリックすると、ドライブが追加されます。
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仮想 FDドライブを仮想マシンに追加
使用中のサーバに FDドライブが設定されている場合、仮想マシンに仮想
FDドライブを追加することが可能です。その FDドライブを FDイメージ
ファイルに接続させることも可能です。

同一サーバ上の１個のデバイスに一度に接続できるのは、1台の仮想マシン
に限られます。

新しい仮想 FDドライブを仮想マシンに追加するには、 まず仮想マシンがパ
ワーオフされていることを確かめてから、次の手順を行ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックしてください。すると
Add Device ウィザードが起動します。

2. [Floppy Drive] をクリックすると、[Floppy Drive] ページが表示されま
す。
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3. パワーオン時に仮想マシンが FDドライブに接続するように設定したい
場合は、[Connect at Power On] にチェックマークを付けてください。

4. サーバの FDドライブに接続するのかフロッピーイメージに接続するの
かを指定してください。[Device] リストで [System Floppy Drive] か
[Floppy Image] を選択します。

5. [Location] フィールドにドライブあるいはフロッピーイメージの格納場
所を入力してください。例えばサーバの FDドライブの場合、
/dev/fd0といった情報を入力します。

6. [OK] をクリックすると、ドライブが追加されます。
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Generic SCSI デバイスを仮想マシンに追加
新しい Generic SCSI デバイス を仮想マシンに追加するには、 まず仮想マシン
がパワーオフされていることを確かめてから、次の手順を行ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックしてください。すると
Add Device ウィザードが起動します。

2. [Generic SCSI Device] をクリックすると、[SCSI Device] ページが表示さ
れます。

3. パワーオン時にこの仮想マシンがサーバの SCSI デバイスに接続するよ
うに設定したい場合は、[Connect at Power On] にチェックマークを付
けてください。

4. [Device] 入力フィールドでデバイス名を指定します（/dev/sga等）。
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5. 仮想デバイスノードを指定します。[Virtual SCSI Node] リストから適当
な SCSI ID を選んでください。

6. [OK] をクリックすると、デバイスが追加されます。
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テープドライブを仮想マシンに追加
新しいテープドライブ を仮想マシンに追加するには、 まず仮想マシンがパ
ワーオフされていることを確かめてから、次の手順を行ってください。

1. ESX Server が認識するテープドライバ向けコントローラの SCSI ID を確
認します。サービスコンソールにログインし、
/proc/vmware/scsi/vmhba<x>/<y>:<z>という名前が付けられて
いる各ファイルの出力を表示します。ここで <x>には ESX Server が割
り当てたHBA ID が、<y>には SCSI ターゲット ID が、<z>には SCSI 
LUN ID が入ります。

いずれかのファイルの上部にテープドライブが記述されているはずで
す。テープドライブの記述があるファイルの名前から <x>、<y>及び
<z>に相当する値を書き留めておいてください。 

2. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックしてください。すると
Add Device ウィザードが起動します。
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3. [Generic SCSI Device] をクリックすると、[SCSI Device] ページが表示さ
れます。

4. パワーオン時にこの仮想マシンがサーバの SCSI デバイスに接続するよ
うに設定したい場合は、[Connect at Power On] にチェックマークを付
けてください。

5. [Virtual SCSI Node] フィールドで、 ステップ 1 で決定された <x>:<y>を
指定します。

6. [Device] 入力フィールドに次のように入力してください。
vmhba<x>:<y>:<z>:0

7. [OK] をクリックすると、デバイスが追加されます。

ハードウェアを仮想マシンから削除
仮想マシンからハードウェアを削除するには、まず [Hardware] ページにア
クセスしてください。削除したいアイテムの横にある [Remove] をクリック
します。デバイスが削除される前に、確認の画面が表示されます。

注意： プロセッサ、SCSI コントローラ、仮想ディスプレイ等、一部のアイ
テムは仮想マシンから削除できません。
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一般的な仮想マシンの構成オプションを設定
仮想マシンの基本的な情報を確認、変更するには、また構成ファイルに直接
アクセスするには、[Options] タブをクリックしてください。すると、
[Options] ページが表示されます。

[Options] ページには、次の一般的な仮想マシン情報が表示されます。 

• [Display Name] ー 仮想マシンを判別するのに便利です。

• [Guest Operating System] ー 仮想ディスクにインストールされているゲ
ストOSを表示します。

• [Suspend File Location] ー サスペンド状態ファイルの格納場所です 
（VMFS ボリューム）。このファイルは仮想マシンをサスペンドすると作
成され、サスペンド時の仮想マシンの状態に関する情報を記録します。
仮想マシンが別の仮想マシンのサスペンド状態ファイルを上書きして
いまわないように、ESX Server はサスペンド状態ファイルの名前に自動
的にサフィックスを付けます。 

注意： 旧バージョンの ESX Server とは異なり、サスペンド状態ファイ
ルは VMFS ボリュームにしか常駐できません。サービスコンソール内
の仮想マシン構成ファイルが格納されているディレクトリには保存で
きません。

• [Enable Logging] ー ロギングが有効になっているかを示します。

• [Run with Debugging Information] ー 仮想マシンがデバッグ情報を収集
しながら実行されているかどうかを示します。仮想マシンでトラブル
が生じた場合、このオプションを有効にすると便利です。収集された
デバッグ情報を弊社サポートに提出していただければ、トラブル
シューティングの参考となします。

• [System Startup Options] ー サーバ起動時の、この仮想マシンに対する
スタートアップオプションです。
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• [System Shutdown Options] ー サーバのシャットダウン時の、この仮想
マシンに対するシャットダウンオプションです。

スタートアップオプションとシャットダウンオプションを変更するに
は、「仮想マシンのスタートアップ及びシャットダウンオプションを設
定 (p.144)」をご覧ください。他のオプションを変更するには、「構成オ
プションの変更 (p.146)」をご覧ください。

[Verbose Options] の箇所では、構成ファイルのエントリを手作業で入
力、変更することが可能です。 詳しくは、「構成ファイルを直接変更
（上級者用） (p.146)」を参照してください。

仮想マシンのスタートアップ及びシャットダウンオプション
を設定
システム起動時の仮想マシンのアクションとシステムのシャットダウン時の
仮想マシンのシャットダウン方法を設定することが可能です。サーバ全体に
対するスタートアップ /シャットダウン オプションが有効になっている場
合にのみ、このようなオプションを有効にすることができます。詳しくは、
「仮想マシンに対してスタートアップ及びシャットダウン オプションを設定 
(p.271)」を参照してください。

スタートアップオプション
仮想マシンのスタートアップオプションには、以下のものがあります。

• [At System Startup] ー サーバの起動時に、この仮想マシンを起動させる
かどうかを指定します。デフォルトでは、システム起動時に仮想マシ
ンは自動的には起動しません。 

• [Continue Starting Other Virtual Machines After] ー 仮想マシンを起動し
てから次の仮想マシンを起動するまでの待ち時間を指定します。仮想
マシンを起動する際の設定として、システムデフォルト、待たずに起
動、指定した待ち時間の後に起動、VMware Tools がスタートしてから
起動、のいずれかを選択できます。

シャットダウンオプション
仮想マシンのシャットダウンオプションには、以下のものがあります。

• [At System Shutdown, Attempt to] ーサーバのシャットダウン時の仮想
マシンのシャットダウンアクションを設定します。システム シャット
ダウン時の仮想マシンのシャットダウン設定として、仮想マシンのパ
ワーオフ、ゲストOSのシャットダウン、仮想マシンのサスペンド、の
いずれかを選択できます。デフォルトでは、システムのシャットダウ
ン時に全仮想マシンがパワーオフされます。 
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• [Continue Stopping Other Virtual Machines After] ー仮想マシンを停止し
てから次の仮想マシンを停止するまでの待ち時間を指定します。仮想
マシンを停止する際の設定として、システムデフォルト、待たずに停
止、指定した待ち時間の後に停止、のいずれかを選択できます。

仮想マシンのスタートアップ及びシャットダウンオプションを指定
次の手順に従ってください。

1. 仮想マシンをパワーオフしてから [System Startup Options] または
[System Shutdown Options] の項の [Edit] をクリックしてください。
[Options] ページが表示されます。

2. システム起動時に仮想マシンを起動させるには、[Start Virtual Machine]
チェックボックスにチェックマークを付けてください。

3. 次の仮想マシンが起動するまでの待ち時間を指定してください。
[Continue Starting Virtual Machines After] リストから適当な時間（分）
を選択するか、待たずに次の仮想マシンを起動させる旨を指定してく
ださい。[Other] を選択した場合は、表示される画面で待ち時間（分）
を指定してください。

仮想マシンで VMware Tools をスタートさせてから次の仮想マシンを起
動したい場合は、[when VMware Tools starts] チェックボックスに
チェックマークを付けてください。上記で指定した時間が経過しても
VMware Tools が仮想マシンでスタートしない場合は、ESX Server が次
の仮想マシンを起動します。

システム シャットダウン時の仮想マシンの処理を指定します。[At 
System Shutdown] の箇所で、[Attempt to] リストから仮想マシンをパ
ワーオフするのか、ゲストOSをシャットダウンするのか、あるいは仮
想マシンをサスペンドするのかを選択してください。

この仮想マシンが停止した後、ESX Server が次の仮想マシンを停止する
タイミングを指定するには、[Continue Stopping Other Virtual Machines 
After] リストから待ち時間（分）を選択するか、待たずに次の仮想マシ
ンを停止させる旨を指定してください。リストに表示されている待ち
時間以外の値（分）を指定したい場合は、[Other] を選択してから表示
される画面に待ち時間（分）を入力します。 

4. [OK] をクリックして設定を保存します。

5. [Close Window] をクリックして仮想マシンの [Options] ページに戻りま
す。
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構成オプションの変更
構成オプションのいずれかを変更するには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシンをパワーオフしてから [Edit] をクリックしてください。する
と [Options Configuration] ページが表示されます。

注意： ディスプレイ名は、仮想マシンがパワーオンされていても変更可能
です。

2. 必要な変更を行ったら、[OK] をクリックして変更を保存してください。

3. ウィンドウを閉じてください。

構成ファイルを直接変更（上級者用）
構成ファイル以外からは管理インターフェイスでアクセスできない仮想マシ
ンンの構成オプションを追加、変更する必要がある場合、[Options] タブか
ら仮想マシンの構成ファイル（.vmx拡張子が付いたファイル）を編集する
ことが可能です。例えば、 仮想マシンで反復レジュームを有効にしたい場
合、下記の手順で構成ファイルにオプションを追加することになります。 

注意： ユーザードキュメントに構成ファイルへ追加する特定オプションが
記載されている場合、あるいは仮想マシン上のトラブルを解決するために弊
社サポートと連絡を取り合っている場合を除き、構成ファイルにオプション
を追加したり、ファイルのオプションを変更したりしないでください。

構成ファイル (.vmx) にオプションを追加するには、必ずその仮想マシンの
ユーザー、またはその仮想マシンを変更する権限を持つユーザー（root
ユーザー等）として管理インターフェイスにログインしてください。 次に以
下の作業を行います。
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1. [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックします。すると、
「Options」ウィンドウが表示されます。

2. [Add] をクリックします。

3. プロンプト画面で、オプション名を入力してから [OK]をクリックします。

例えば、仮想マシンで反復レジュームを有効にしたい場合は、
resume.repeatableというオプションを作成します。

4. 別のプロンプト画面が表示されますので、指定したオプションに対す
る値を入力してから [OK] をクリックします。

例えば、resume.repeatableの値を TRUEに設定します。

5. [Options] ウィンドウで [OK] をクリックし、変更を構成ファイルに保存
します。
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構成ファイル (.vmx) のオプションを変更するには、次の作業を行ってくだ
さい。

1. [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックします。すると、
「Options」ウィンドウが表示されます。

2. 変更するオプションを探し、オプション右側の入力フィールドでその
オプションの値を変更します。

3. OK] をクリックして変更を保存し、「Options」ウィンドウを閉じます。
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接続中ユーザーの一覧を表示
リモートコンソールを使って仮想マシンに接続しているユーザーの一覧を表
示するには、[Users and Events] タブをクリックします。すると、[Users and 
Events] ページが表示されます。

[Remote Console Connections] 欄の一覧では、リモートコンソールを使って
仮想マシンに接続しているすべてのユーザーを確認できます。一覧には、そ
のユーザーが仮想マシンに接続した時間と接続元の IP アドレスが表示され
ます。

[Permissions] の箇所には、現在のユーザーの仮想マシンに対する権限が表示
されます。次の権限に対して許可 (Allow)、拒否 (Denied) のいずれかが表示
されます。

• [View virtual machine status] ー 仮想マシンのステータスの確認

• [Modify virtual machine configuration] ー 仮想マシンの構成の変更

• [Control virtual machine] ー 仮想マシンの制御（パワーオン、パワーオ
フ、サスペンド、レジューム）
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仮想マシンのユーザーとイベントの情報を表示中に実行できるアクティビ
ティには以下のものがあります。

• VMware Remote Console で仮想マシンに接続 (p.94)

• 仮想マシンメニューの使用 (p.95)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (p.97)

• コマンドコントロールの使用 (p.105)

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。

仮想マシンのイベントログを表示
仮想マシンのイベントログを新しいものから 15個確認することができま
す。[Users and Events] タブをクリックしてください。すると [Users and 
Events] ページが表示されます。
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[Events] には、仮想マシンに記録されている最新のアクション /イベントの
ログが一覧表示されます。これには、VMware ESX Server からの質問、エ
ラー、仮想マシンのパワーオンやパワーオフといったイベントが含まれま
す。イベントは、新しいものから順に表示されます。 

イベントログは、仮想マシンの構成ファイル向けログファイルからデータを
収集します。このファイルは、デフォルトでその仮想マシンのディレクトリ
<homedir>/vmware/<guestOS>に保存されています。

管理インターフェイス内で行ったアクションによって、ユーザーが応答しな
ければ先に進むことができないメッセージを仮想マシンが生成した場合、
[Display Name] 欄にメッセージの入力待ちである旨が表示されます。そのリ
ンクをクリックすると、ポップアップウィンドウが現れて応答を求められま
す。応答すると、ポップアップウィンドウは閉じます。 

ログには、イベントが発生した日付と時刻、イベントの説明が表示されま
す。イベントには、発生したイベントの種類を表す記号が付けられているこ
とがあります。

 - この種のイベントは、仮想マシンによって質問あるいは警告が生成され
たことを示します。

 - この種のイベントは、仮想マシンでエラーが発生したことを示します。

該当する仮想マシンに関する別の情報を確認するには、ページ上部のタブを
クリックしてください。
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仮想マシンの周辺機器を変更
仮想マシンの周辺デバイスは、管理インターフェイスから確認、変更するこ
とが可能です。ここでは、構成を変更する際のオプションを解説します。

次のような変更を行うことができます。

• 仮想マシンに SCSI 仮想ディスクを 6個以上追加 (p.152)

• 仮想マシンで物理 (Raw) ディスクを使用 (p.153)

• 仮想マシンでパラレルポートを使用 (p.154)

• 仮想マシンでシリアルポートを使用 (p.155)

• ディスクモードの使用 (p.157)

注意： これらの手順には、仮想マシンの構成ファイル設定を直接変更する
作業が含まれます。上級者以外はこの作業を行わないでください。変更を行
う前に、構成ファイル (.vmx) のバックアップを行うことをお勧めします。

仮想マシンに SCSI 仮想ディスクを 6個以上追加
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って、仮想マ
シンの単一の SCSI コントローラ上に仮想 SCSI ディスクを最大 6個まで追加
することが可能です。これには、仮想マシンを構成する権限を持つユーザー
として管理インターフェイスにログインし、該当する仮想マシン名のリンク
をクリックします。次に、その仮想マシンのサマリ内の [Configuration] の
横にある [Hardware] をクリックしてから [Add Device] をクリックしてくだ
さい。ウィザードに従って新しく [Hard Disk] を追加します。

同じコントローラに 6個以上ディスクを追加するには（最大 8個余計に追
加可能です）、 仮想マシンの構成ファイルを直接編集する必要があります。
Device ID 7 は SCSI コントローラが使用しているため、この ID は仮想ディス
クに使用できません。ID 8 ～ ID 15 にディスクを追加する度に、次ページの
作業を行ってください。
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1. 仮想マシンの [Options] タブから [Verbose Options] の箇所にあるリンク
をクリックしてください。

2. [Add] をクリックします。scsi0:8.presentというオプションを作成
し、その値を trueに設定します。

3. [Add] をクリックします。scsi0:8.nameというオプションを作成し、そ
の値を <vmfsname>:<diskfilename>.dskに設定します。

ここで、scsi0 は最初の SCSI コントローラを、8はデバイス ID を意
味します。 

4. [OK] をクリックして変更を保存し、構成ファイルを閉じます。

仮想ディスクはデフォルトで Persistent モードに作成されます。ディスク
モードを変更するには、[Hardware] をクリックしてください。「仮想マシン
の仮想ディスクを構成 (p.125)」の手順に従ってディスクを編集します。

仮想マシンで物理 (Raw) ディスクを使用
構成によっては、VMFS 上のファイルに格納されている仮想ディスクを使用
する代わりに、LUN上の物理ディスクパーティションに仮想マシンを直接
アクセスさせることを希望する場合があるかもしれません。これは、例えば
仮想マシンが物理ディスク上のデータへ共有アクセスする必要がある場合な
どに便利です。

仮想マシンを物理ディスクにアクセスさせるには、新しい仮想ディスクを
「仮想ディスクを仮想マシンに追加 (p.130)」の手順に従って追加します。こ
の際、必ず [System LUN/Disk] ディスクをクリックしてください。
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仮想マシンでパラレルポートを使用
仮想マシンの最初のパラレルポート (LPT1) を物理コンピュータの最初のパ
ラレルポートに接続するには、次の手順に従ってください。

1. 物理コンピュータを再起動し、マシンのブート中に BIOS 画面を表示し
ます（通常は<F2> キーか <Delete> キーを押します）。パラレルポー
トのモード設定を見つけて、それを PS/2 に設定します（一般的な選択
肢は AT と PS/2 です）。PS/2 がオプションとして利用できない場合は、 
bidirectional に設定してください。

2. コンソールOSに root の権限でログインし、次のコマンドを入力しま
す。
/sbin/insmod parport
/sbin/insmod parport_pc
/sbin/insmod ppdev

lsmodとタイプして、これらのモジュールが読込み済みモジュールの
一覧に含まれているか確認してください。 

この変更を恒久的に保存するには、上記 3行をファイル /etc/rc.d/

rc.localの終わりに追加してください。

3. 仮想マシンがパワーオフ、シャットダウンされていることを確認して
から、次のオプションを「構成ファイルを直接変更（上級者用） 
(p.146)」の手順に従って仮想マシンの構成ファイルに追加します。

• parallel0.presentというオプションを追加し、その値を trueに
設定します。

• parallel0.fileNameというオプションを追加し、その値を
“/dev/parport0”に設定します。

• parallel0.bidirectionalというオプションを追加し、その値を
trueに設定します。

4. 仮想マシンが仮想ハードウェア version 6 を使用しているか確かめてく
ださい。構成ファイルに次の行があるか確認します。
config.version = 6

ESX Server 1.5.x. または ESX Server 2.1 で作成した仮想マシンであれば、
構成ファイルに上記の行がすでに存在しているはずです。仮想マシン
が ESX Server 1.0 か 1.1 で作成されており、まだ更新されていない場合
は、構成ファイルに config.version = 6 という行を追加してくだ
さい。
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注意： 仮想ハードウェアのバージョンを更新した後に仮想マシンをス
タートすると、「The CMOS of this virtual machine is incompatible with 
the current version of VMware ESX Server. A new CMOS with default 
values will be used instead.」というメッセージが表示されます。[OK] を
クリックしてください。仮想マシンが起動すると、ゲストOSが新しい
仮想ハードウェアを検出して、そのドライバをインストールすること
があります。画面のメッセージには、物理コンピュータでハードウェ
アをアップグレードした場合と同じ要領で応答してください。

5. リモートコンソールを使って仮想マシンを起動します。ブート開始時
にリモートコンソールのウィンドウ内をクリックしてから <F2> キーを
押すと、仮想マシンの BIOS 画面が表示されます。[Advanced I/O 
Device Configuration] の箇所でその仮想マシンに対するパラレルポート
のモードを双方向（bidirectional）に設定してください。

これで、仮想マシンがドングル等のパラレルポートデバイスを使えるように
なります。

注意： 仮想マシンを起動した時に、パラレルポートが切断されていること
を告げる警告メッセージが表示されることがあります。この場合、リモート
コンソールから仮想マシンに接続し、リモートコンソールの [Devices] メ
ニューを使ってパラレルポートを接続してください。

注意： パラレルポートには、一度に１つのオペレーティングシステムしか
接続できません。1台以上の仮想マシンが一度に特定のパラレルポートを使
用するように構成することはできません。 

仮想マシンでシリアルポートを使用
仮想マシンの最初のシリアルポート (COM1) を物理コンピュータの最初のシ
リアルポートに接続するには、VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）を使って仮想マシンの構成ファイルを直接編集します。

仮想マシンがシャットダウン、パワーオフされていることを確かめてから、
「構成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」の手順に従って構成ファイ
ルに次の行を追加してください。

• serial0.presentというオプションを追加して、その値を trueに設
定します。

• serial0.fileTypeというオプションを追加して、その値を deviceに
設定します。

• serial0.fileNameというオプションを追加して、その値を /dev/

ttyS0に設定します。
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仮想マシンをパワーオン後、ゲストOSでシリアルポートを構成することが
できます。

仮想マシンの実行中は、リモートコンソールの [Devices] メニューを使って
シリアルポートの接続 /切断が可能です。

仮想マシンのシリアルポートが物理コンピュータのシリアルポートに接続し
た状態で仮想マシンが起動するように指定することも可能です。仮想マシン
の起動時に最初のシリアルポートが接続されるように設定するには、「構成
ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」の手順に従って、構成ファイルに
serial0.startConnectedというオプションを追加し、その値を trueに設定
してください。

最初のシリアルポートが切断された状態で仮想マシンが起動するように構成
し直すには、serial0.startConnected option の値を falseに設定しま
す。

注意： シリアルポートには、一度に１つのオペレーティングシステムしか
接続できません。1台以上の仮想マシンが一度に特定のシリアルポートを使
用するように構成することはできません。シリアルポートをさらに追加する
には、構成ファイルに行を追加する際にもっと大きな数を使用してくださ
い。

serialの後の数字を変えると、仮想マシン内で利用できるシリアルポート
が変わります。/dev/ttySの後の数字を変えると、物理コンピュータで使
用するポートが変更されます。例えば、仮想マシンの 2番目のシリアル
ポート (COM2) を物理コンピュータの 2番目のシリアルポートに接続する場
合、 「構成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」の手順に従って構成
ファイルに次の行を追加します。

• serial1.presentというオプションを追加して、その値を trueに設
定します。

• serial1.fileTypeというオプションを追加して、その値を deviceに
設定します。 

• serial1.fileNameというオプションを追加して、その値を /dev/
ttyS1に設定します。
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ディスクモードの使用
ESX Server では、4つの異なるモード（Persistent、Nonpersistent、
Undoable、Append）でディスクを実行できます。

• Persistent： Persistent モードのディスクは、コンピュータ上の従来の
ディスクドライブとまったく同じ様に動作します。Persistent モードの
ディスクに書き込まれたデータはすべて、ゲストOSがデータの書き込
みを行った時点でディスクに恒久的に保存されます。

• Nonpersistent：Nonpersistent モードのディスクへ変更を加えても、仮
想マシンをパワーオフするとすべて破棄されます。

• Undoable： Undoable モードでは、仮想マシンのセッション中に行った
変更を保存するか破棄するかを、後で選択することができます。保存 /
破棄の選択を行うまで、変更は Redo ログファイルに保存されます。仮
想マシンをパワーオフすると、変更を適用するか、ログを保留して引
き続き変更を redo ログに保存しておくか、 変更を破棄するかの選択画
面が表示されます。

• Append： VMware ESX Server では、 VMFS ファイルとして格納されてい
る仮想ディスクに対して、Append モードもサポートしています。
Undoable モードと同様に、Append モードも Redo ログを記録します。
ただし、このモードでは、仮想マシンをパワーオフしても変更を反映
するかどうかの選択画面は表示されません。変更は全て継続的に Redo
ログに追加されていきます。Redo ログを削除すれば、好きな時に変更
を元に戻すことができます。仮想マシンの Redo ログを削除する前に、
ゲストOSをシャットダウンしてから仮想マシンをパワーオフしてくだ
さい。また、vmkfstoolsで commitオプションを使って変更をメイ
ン仮想ディスクファイルに反映させることも可能です。詳しくは、
「vmkfstools の使用 (p.311)」を参照してください。

仮想ディスクのディスクモードを変更するには、「仮想マシンの仮想ディス
クを構成 (p.125)」を参照してください。 
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VMware Management Interface を
使って仮想マシンを削除
仮想マシンの削除は、root ユーザーか構成ファイルの所有者である場合、
あるいはユーザーが構成ファイルや構成ファイルが保存されているディレク
トリに対して十分な権限を持っている場合にのみ可能です。

仮想マシンを削除すると、その仮想マシンに関連付けられたファイル（つま
り同じディレクトリに存在するファイル）が削除されます。このようなファ
イルとして、構成ファイル (.vmx ファイル )、ログファイル及び nvram

ファイルが挙げられます。Redo ログや（存在する場合は）ロックファイル
は削除されません。

ホスト上の他の登録済み仮想マシンに関連付けられていない仮想ディスクが
あれば、削除することができます。あるいは後で使用するように全ての仮想
ディスク、あるいは一部を保存しておくことも可能です。これらのファイル
を格納しているディレクトリも、ディスクファイル等のファイルが削除され
ずに残されている場合を除き、削除されます。 

仮想マシンは、次の手順で削除します。

1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）で、削除する
仮想マシンを見つけてください。その仮想マシンがパワーオンされて
いるかサスペンド中である場合は、パワーオフします。

2. 仮想マシンメニューにアクセスします。ターミナルアイコン (  ) の右
側にある矢印をクリックしてください。
www.vmware.com158



第 3 章  VMware Management Interface を使って仮想マシンを管理
3. [Delete Virtual Machine] を選択すると、「The Confirm: Deleting <Virtual 
Machine>」 ページが新しいウィンドウに表示されます。

4. 削除予定のファイルが全て一覧表示されます。ホスト上の他の仮想マ
シンには関連付けられていないディスクファイルについては、次のい
ずれかを行ってください。 

• 仮想ディスクファイルを保存するには [Save] オプションを選択しま
す。

• 仮想ディスクファイルを削除するには [Delete] オプションを選択しま
す。

注意： 別の登録済み仮想マシンに関連付けられている仮想ディスク
ファイルは、このウィンドウには表示されません。

5. 仮想マシンを削除する準備が整ったら、[Delete Selected Files] をクリッ
クしてください。「Confirm: Deleting <Virtual Machine>」ウィンドウが
終了します。また、その仮想マシンは管理インターフェイスに表示さ
れなくなります。

注意： この仮想マシンを削除したくない場合は、[Cancel] をクリックし
てください。
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ESX Server のリソース管理
サーバリソースの管理に関する詳細は、「VMware ESX Server のリソース管
理 (p.403)」をご覧ください。
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VMware ESX Server の構成
特定の VMware ESX Server の設定を構成するには、[Status Monitor] ページか
ら [Options] タブをクリックしてください。すると [Options] ページが表示
されます。

注意： このタブにアクセスできるのは、管理特権を持つユーザー（root
ユーザー）のみです。

このページには、ESX Server を構成するためのオプションが表示されます。
これらの各リンクに関する詳細は、「VMware ESX Server の変更 (p.224)」を
参照してください。

[Status Monitor] ページに戻るには、[Status Monitor] タブをクリックしてく
ださい。
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VMware Management Interface から
ログアウト
VMware Management Interface（管理インターフェイス）からログアウトし
たい時は、「Status Monitor」か [Options] ページで [Logout] をクリックして
ください。ログアウトを確認する画面が表示されます。VMware 
Management Interface をログアウトしても、ホスト上の仮想マシンや管理
インターフェイスから開いたリモートコンソールには影響ありません。

VMware Management Interface のセッションは、何も操作が行われない状態
またはアイドル状態で 60分経過すると自動的にタイムアウトとなります。 
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Apache Web サーバと
管理インターフェイス
VMware ESX Server では、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）と一緒に Apache サーバがインストールされます。次は、
Apache サーバを起動、停止、再起動するコマンドです。

これらのコマンドを使用するには、まず root（su -）ユーザーとしてログ
インしてください。

Apache サーバを起動するには、次のように入力します。 
/etc/init.d/httpd.vmware start

Apache サーバを停止するには、次のように入力します 
/etc/init.d/httpd.vmware stop

Apache サーバを再起動するには、次のように入力します。
/etc/init.d/httpd.vmware restart
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MIME タイプを設定して VMware 
Remote Console を起動
ブラウザから該当する仮想マシンのターミナルアイコン (  ) をクリックす
ると、リモートコンソールから仮想マシンに接続できます。ただし、
Netscape や Mozilla を使用する場合は、その前に x-vmware-consoleの
MIME タイプを定義し、リモートコンソールプログラムファイルに関連付け
る必要があります。Internet Explorer の場合 は、コンソールのインストール
時に自動的に構成が行われます。 

Netscape 7.0 およびMozilla 1.x におけるMIMEタイプの設定
Netscape 7.0 またはMozilla 1.x を使用して、VMware Management Interface
（管理インターフェイス）から VMware Remote Console（リモートコンソー
ル）を起動する場合は、最初にリモートコンソールプログラムについて
MIME タイプを設定する必要があります。 

設定方法は、Windows ホストと Linux ホストとでほぼ同じです。どちらの
場合も、リモートコンソールに対する起動コマンドを含む短いスクリプトを
作成します。

Netscape またはMozilla の画面で、MIME タイプを次の手順で設定します。 

1. テキストエディタで、次のいずれかを実行してください。

• Windows ホストの場合、vmwareConsole-helper.batという短い
バッチファイルを作成します。 

バッチファイルには次の行を記述します。
“<path_to_vmwareConsole>” -o “%1”

<path_to_vmwareConsole>のデフォルト値は以下の通りです。 
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Remote Console￥
vmwareConsole.exe

• Linux ホストの場合、vmware-console-helper.shという短いシェ
ルスクリプトを作成します。 

このシェルスクリプトには次の 2行を記述します。
#!/bin/sh
“<path_to_vmware-console>” -o $1 > /dev/null 2>&1;

<path_to_vmware-console>のデフォルト値は以下の通りです。
/usr/bin/vmware-console
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2. 作成したスクリプトファイルを任意の場所に選択します。

注意： Linux ホストでは、ファイルを保存したディレクトリに移動し、
次のように入力してそのファイルを実行する権限を獲得してください。
chmod +x vmware-console-helper.sh

3. ブラウザから、管理対象のサーバに接続します。

4. リモートコンソールで表示したい仮想マシンのターミナルアイコン (  )
をクリックします。

5. ファイルの処理方法の選択を求めるダイアログボックスが表示されま
す。［Advanced］をクリックしてください。

6. ［New Type］ダイアログボックスの［Description of type］フィールド
に、「VMware Remote Console」と入力します。

7. ［File extension］フィールドに「xvm」と入力します。

8. ［MIME type］フィールドに「application/x-vmware-console」
と入力します。

9. ［Application to use］フィールドに vmwareConsole-helper.batま
たは vmware-console-helper.shへのパスを入力します。

10. ［OK］を 2回クリックします。これで、ターミナルアイコンをクリック
するとリモートコンソールが起動するようにブラウザが設定されます。 
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仮想マシンの構成ファイルを直接編集
仮想マシンの特定構成オプションは、2通りの方法で編集できます。

• 特定の仮想マシン向けの「Options」タブから構成オプションを追加、
変更することが可能です。詳しくは、「構成ファイルを直接変更（上級
者用） (p.146)」をご覧ください。

• サービスコンソールでテキストエディタを使って仮想マシンの構成
ファイル (.vmx) を編集することも可能です。この方法では、仮想マシ
ンの構成を追加、変更、削除することができます。

注意：テキストエディタを使った構成ファイルの変更は、上級者以外に
は推奨いたしません。仮想マシンはパワーオフしておいてください。
また、テキストエディタで変更を行う前に、構成ファイルをバック
アップしておいてください。

仮想 SCSI アダプタの変更
Linux、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP Professional がゲスト
の場合、ESX Server はデフォルトで BusLogic 仮想 SCSI アダプタをゲスト
OS に割当てます。同様に、Windows 2003 Server ゲストには LSI Logic SCSI
仮想アダプタが割当てられます。

このようなデフォルト設定は、管理インターフェイスを使ってその仮想マシ
ンの構成ファイルを編集すれば、変更できます（「構成ファイルを直接変更
（上級者用） (p.146)」の手順に従ってください )。

1. 仮想マシンの構成ファイルで次のような行を探してください。
scsi0.present = “TRUE”
scsi0.virtualDev = “vmxbuslogic”
scsi0.sharedBus = “none”

2. 使用したい仮想 SCSI アダプタに変更してください。例えば、 
scsi0.virtualDevオプションの “vmxbuslogic”の箇所を
“vmxlsilogic”に変更します。

3. [OK] をクリックして変更を保存し、[Options] ウィンドウを閉じます。

注意： 仮想マシンの仮想 SCSI アダプタをカスタムアダプタに切替えた場合、
その仮想マシンのゲストOSを変更しても、指定したカスタム仮想 SCSI ア
ダプタはそのまま残されます。

一方で、BusLogic か LSI Logic SCSI 仮想アダプタが設定されている仮想マシ
ンのゲストOSを変更すると、仮想 SCSI アダプタは新しいゲストOS 向けの
デフォルトに更新されます。
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例えば、Linux オペレーティングシステムをゲストとする仮想マシンのゲス
トOSをWindows 2003 Server に切替えた場合、仮想 SCSI アダプタとして
Windows 2003 Server ゲストのデフォルトである LSI Logic が使用されます。
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VMware Management Interface の
ファイルマネージャを使用
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使えば、VMware 
ESX Server マシンのファイルシステムをリモートから管理することが可能で
す。ファイルマネージャを使って、物理マシン上のファイルに対するアクセ
ス権限を変更したり、物理マシン上に新しいディレクトリを作成したり、あ
るいはファイルシステムで直接作業を行っている場合と同じ要領でファイル
の切り取り、コピー、貼り付けを行ったりすることができます。ファイルマ
ネージャを利用するには、管理インターフェイスの「Status Monitor」または
[Options] ページから [Manage Files] をクリックしてください。

ファイルマネージャの左ペインから、内容を表示させたいフォルダをクリッ
クしてください。

注意： Mozilla を使用している場合、ツリー表示を読み込むことができない、
あるいは一部しか読み込めない場合があります。正常表示に戻すには、左ペ
インを右クリックし、コンテクストメニューから [Reload Frame] か
[Refresh] を選択してください。
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一部のファイルやフォルダのアイコンには、特別な意味があります。

ファイルやフォルダ（ディレクトリ）でアクションを行うには、リストの該
当する箇所の横にあるチェックボックスをクリックし、画面下部にある黄色
いボタンから該当するものをクリックしてください。ここでは、削除、プロ
パティの編集、切り取り、コピーを選択することができます。

ファイル /フォルダの切り取りあるいはコピーを行うと、それを同一フォル
ダ内あるいは別のフォルダに貼り付けることができるようになります。コ
ピーしたファイル /フォルダを同じフォルダに貼り付けると、オリジナルの
名前の前に copy_of_ が付けられ、新しいファイル /フォルダ名となりま
す。別の名前に変更したい場合は、新しくコピーしたファイル /フォルダを
選択し [Edit Properties] を使って変更してください。

アイテム 説明

　 このアイコンは、仮想マシンの構成ファイルであることを意味します。構成
ファイルのファイル名あるいはアイコンをクリックすると、該当する仮想マシ
ンの [Edit Configuration] ページ がブラウザウィンドウに表示されます。

　 このアイコンは、VMFS ファイルシステム上の仮想ディスクファイルであるこ
とを意味します。

　 このアイコンは、Mware Workstation や VMware GSX Server で使用される
フォーマットの仮想ディスクを格納している、サービスコンソール上のファイ
ルセットであることを意味します。 

　 このアイコンは、VMFS ボリュームであることを意味します。
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10MB 以上のファイルをコピーして貼り付ける場合、あるいはこのようにサ
イズの大きいファイルを論理ファイルシステム間で移動する場合等、時間が
かかる操作をスタートすると、進捗バーが表示されますので、そこから操作
の進み具合を把握することができます。 

VMFS ファイルシステムとサービスコンソールのファイルシステム間で仮想
ディスクファイルのコピーと貼り付け、切り取りと貼り付けを行うと、ファ
イルマネージャが vmkfstoolsを使ってファイルのインポート /エクス
ポートを行い、フォーマットを正しく変換します。このため、特に 2GB以
上の仮想ディスクを VMFS ディスクから移動したり、サービスコンソールの
ファイルシステムに配列したりすると、複数のファイルに分割されます。

注意： ファイルが 2GB 以上の場合、管理インターフェイスのファイルマ
ネージャに正しい情報が表示されなかったり、情報が全く表示されないこと
があります。このため、 VMware Workstation 4 で作成された一部の仮想ディ
スクファイルは、ファイルマネージャを使ってインポートすることができま
せん。vmkfstoolsに関するバックグランド情報は「vmkfstools の使用 
(p.311)」を参照してください。
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ファイルかフォルダを指定して [Edit Properties] をクリックすると、名前と
アクセス権を変更することができます。作業を終えたら、[OK] をクリック
して変更を適用します。

複数のファイルやフォルダを選択すると、選択されたファイル全てに対する
アクセス権を一度に変更できます。ファイルマネージャのドロップダウンリ
ストを使って行う変更は、選択したすべてのファイルに適用されます。

• 各列上部に表示されている文字 (read、write、execute) と同じ文字が表
示されている場合、選択された全ファイルの設定が共通しており、そ
の文字に相当する権限が与えられていることを意味します。

• ハイフン (-) が表示されている場合、選択された全ファイルの設定が同
じで、その文字に相当する権限が与えられていないことを意味します。

• 何も表示されていない場合、全ファイルの設定が同じではないことを
意味します。
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ファイルマネージャの上部ペインでは、ディレクトリ構造内を移動したり、
新しくディレクトリを作成したりすることができます。 

新しくディレクトリを作成するには、[New] をクリックしてからディレクト
リ名を入力し、[OK] をクリックしてください。

仮想マシンの所有者に対するアクセス権を設定
VMware Management Interface（管理インターフェイス）は、仮想マシン構成ファ
イル(.vmx)へのアクセス権を使って、ユーザーが特定の仮想マシンに対して持
つ権限を決定します。ユーザーが仮想マシンを閲覧するには読み取り(r)アクセ
ス権が、その仮想マシンの構成パラメータを変更するには書き込み(w)アクセス
権が、また 仮想マシンの電源操作を行うには実行(x)アクセス権が必要です。さ
らに仮想マシンの登録や登録抹消に、読み取り、書き込み及び実行アクセス権
が必要です。「仮想マシンの登録と登録の抹消 (p.174)」を参照してください。

前バージョンの ESX Server では、仮想マシンの構成ファイルのアクセス権
と構成ファイル (.vmx) が格納されているディレクトリのアクセス権が
チェックされていました。つまり、構成ファイルの全親ディレクトリに対し
てユーザーが実行 (x) アクセス権を持っている必要がありました。

例えば構成ファイルが /home/foo/vms/win2k/win2k.vmxにある場合、ユー
ザーは /home、/home/foo、/home/foo/vms、/home/foo/vms/win2kに対
して実行 (x) 権限を、また win2k.vmxに対して十分な権限を持っている必要が
ありました。 
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注意： リモートコンソールを使用する場合、現バージョンでもユーザーが
全親ディレクトリに対して実行 (x) 権限を持つことが要求されます。

フラッグシップユーザーの作成
実際のユーザーではなく「フラッグシップ ユーザー」に仮想マシンを所有
させることも可能です。「フラッグシップ ユーザー」を使って、実際の業務
で使用する仮想マシンを単一のユーザーアカウントに所有させます。フラッ
グシップ アカウントを使用する利点は、フラッグシップ ユーザーは決して
会社を辞めたり休暇を取ったりしないという点です。

フラッグシップユーザーを使えば、グループ内の複数の個人がリモートコン
ソールを使って同じ仮想マシンにアクセスする場合のアクセス権の問題も回
避できます。つまり、仮想マシンが格納されているフラッグシップ ユー
ザーのディレクトリに対する実行権限をグループのメンバー全員に与えま
す。これで、親ディレクトリに対する実行権限を持たない他のグループのメ
ンバーは、リモートコンソールを使用できなくなります。
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仮想マシンの登録と登録の抹消
ESX Server では、VMware Remote Console（リモートコンソール）や 
VMware Management Interface（管理インターフェイス）から仮想マシンに
アクセスするためには、その前に各仮想マシンの構成ファイルが登録されて
いる必要があります。管理インターフェイスを使って新しい仮想マシンある
いは既存の仮想マシン向けに新しい構成ファイルを作成する場合は、自動的
に構成ファイルが ESX Server に登録されます。

サーバは、一度に 80台までの登録済み仮想マシンに対応することができま
す。60 台以上の仮想マシンを実行する予定であれば、一部のサービスコン
ソールの設定を変更しなければなりません。詳しくは「ESX Server 上で多く
の仮想マシンを実行 (p.177)」を参照してください。

仮想マシンを登録すると、管理インターフェイスや、リモートコンソールで
仮想マシンに接続するときに表示される Connect to VMware Virtual Machine
ダイアログにその名前が表示されるようになります。

他のサーバや VMware 製品から移行した仮想マシンを使用する場合、構成
ファイルを下記の手順に従って登録してください。仮想ディスクや仮想マシ
ンの移行に関する詳細は、「仮想マシンのインポート、アップグレード、エ
クスポート (p.61)」をご覧ください。

現在使用する必要がない仮想マシンは、登録を抹消することができます。
サーバーに 80台以上の仮想マシンが存在しているけれども制限数を超える
仮想マシンを削除したくない場合、この方法が便利です。登録を抹消された
仮想マシンは管理インターフェイスに表示されなくなり、リモートコンソー
ルから接続できなくなります。

仮想マシンの登録や登録の抹消には、その仮想マシンの構成ファイル
(.vmx) に対してフルアクセス権が必要となります。

仮想マシンの登録
サーバ上で作成された仮想マシンは、自動的に登録されます。仮想マシンを
別のサーバや別の VMware 製品からインポートした場合、あるいは仮想マ
シンの登録を抹消した場合、次の手順で登録することができます。

1. 該当する仮想マシンの構成ファイルにフルアクセス権を持つユーザー
として、管理インターフェイスにログインします。

注意： 管理インターフェイスを使用する場合、root ユーザーしか仮想マシ
ンの登録、登録の抹消を行うことができません。ただし、スクリプト API を
使用すれば、一般のユーザーが仮想マシンの 登録、登録の抹消を行うこと
が可能です。
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2. [Status Monitor] ページで [Manage Files] をクリックしてください。す
るとファイルマネージャが表示されます。 

3. 構成ファイル（.vmx拡張子が付けられたファイル）が存在するディレ
クトリを探して、その構成ファイルのアイコンをクリックします。
Virtual Machine Registration Status ウィンドウが表示され、仮想マシン
が登録されていないことを告げてきます。

4. ウィンドウの [register] リンクをクリックしてください。ウィンドウに
仮想マシンが登録されていることを告げるメッセージが表示されます。

5. [Close Window] をクリックしてください。その仮想マシンが [Status 
Monitor] ページに表示され、リモートコンソールを使ってその仮想マ
シンに接続できるようになりました。
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仮想マシンの登録の抹消
仮想マシンの登録を抹消するには、次の手順に従ってください。

1. 該当する仮想マシンの構成ファイルにフルアクセス権を持つユーザー
として、管理インターフェイスにログインします。

2. [Status Monitor] ページの該当する仮想マシンの行で、ターミナルアイ
コン (  ) の右側にある矢印をクリックしてください。すると、その仮
想マシンのメニューが表示されます。

3. [Unregister Virtual Machine] をクリックしてください。仮想マシンが
[Status Monitor] ページに表示されなくなり、リモート管理もできなく
なります。
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ESX Server 上で多くの仮想マシンを実行
60 台以上の仮想マシンを実行または登録する予定であれば、サービスコン
ソールの設定をいくつか変更する必要があります。設定を変更することによ
り、 サービスコンソールにより多くの CPU、メモリリソースを提供できるた
め、 このように負荷が重い場合でも ESX Server をより効率的に実行すること
ができます。

注意： 登録済みあるいは実行中の仮想マシンを 60 台以下に減らした場合、
管理インターフェイスかサービスコンソールを使って、ここで変更する設定
をデフォルト値に戻してください。

サービスコンソールでメモリを増加
1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）に root ユー
ザーとしてログインします。

2. [Options] タブをクリックしてから [Startup Profile] をクリックしてくだ
さい。

3. [Reserved Memory] を最低でも 512MB に増やしてください。ただし
800MB （最大推奨設定値）は超えないようにしてください。

4. [OK] をクリックして、ESX Server を再起動します。

詳しくは、「Service Console のメモリ (p.448)」をご覧ください。

管理インターフェイスに CPUリソースを割り当て
上記設定を変更しても、サーバを VMware Management Interface で開くこ
とができない場合、実行待ちの突出したプロセス数が高すぎます。vmware-
serverd 及び httpd プロセスの優先順位を上げて、 必要な CPUリソースを管
理インターフェイスに割当ててください。

1. サービスコンソールで root ユーザーとしてログインします。

2. ps auxwと入力して httpdと vmware-serverdプロセスのプロセス
ID を見つけてください。

複数の httpd プロセスが存在する場合は、topと入力します。[Shift-p 
(P)] をクリックして CPUの使用状況によって出力を並べ替えます。最
も CPUを消費している httpdプロセスのプロセス ID をメモしてくだ
さい。

3. vmware-serverd の優先順位を -15 に引き上げて、実行中の全仮想マシ
ンに接続できるようにします。 
renice -15 -p <vmware-serverd_process_ID> 
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4. httpdプロセスの優先順位を -15 に引き上げます。

renice -15 -p <httpd_process_ID> 

5. VMware Management Interface にログインして、その仮想マシンの正
しい情報が表示されるか確認してください。情報が正しく表示される
ようになったら、次のステップに進みます。

6. vmware-serverdプロセスの優先順位をデフォルトのゼロ (0) に戻し
てください。
renice 0 -p <vmware-serverd_process_ID> 

7. httpdプロセスの優先順位をデフォルトのゼロ (0) に戻してください。

renice 0 -p <httpd_process_ID> 

構成ファイルのデフォルトパラメータを変更
以下の構成パラメータを /etc/vmware/configファイルに追加してくだ
さい。

注意： 登録済みあるいは実行中の仮想マシンを 60 台以下に減らした場合、
ここで追加した行をコメントアウトするか、/etc/vmware/configファ
イルから削除してください。

Apache プロセスに対するメモリを増加
デフォルトで、Apach は全仮想マシンのデータを記録するために 24MB の
共有メモリセグメントを使用します。この 24 MB という値は 80 台の仮想マ
シンには十分ですが、80 台以上（最大 200 台までの）の登録済み仮想マシ
ンが存在する場合、Apache のメモリがなくなってしまう可能性がありま
す。この場合、/usr/lib/vmware-mui/apache/logs/error_logに
「Panic out of memory」というメッセージが表示され、VMware 
Management Interface がシャットダウンされます。

1. テキストエディタを使って、次のオプションを /etc/vmware/

configに追加してください。

mui.vmdb.shmSize = “37748736”

ここで、37748736 は 36MB を指します（36 x 1024 x 1024）。

2. Apache サーバを再起動してください。
/etc/rc.d/init.d/httpd.vmware restart

注意： この値を増加させると、Apache プロセスがサービスコンソールで要
求するメモリが増えるため、仮想マシンのパフォーマンスに影響することが
あります。
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vmware-authd プロセス向けのタイムアウト値を延長
root の権限で、テキストエディタを使って次の構成パラメータを 
/etc/vmware/configファイルに追加してください。

vmauthd.connectionSetupTimeout = 120

これによって、デフォルトで 30秒だったタイムアウト値が 2分に延長され
ます。

vmware-serverd プロセスに対するメモリを増加
root の権限で、テキストエディタを使って次の構成パラメータを 
/etc/vmware/configファイルに追加してください。

vmserverd.limits.memory = “49152” 
vmserverd.limits.memhard = “65536”

これによって、vmware-serverdプロセスのソフトメモリ制限が 48 MB 
（48 x 1024）に、ハードメモリ制限が 64 MB (64 x 1024) に引き上げられま
す。

注意： ESX Server を再起動するか、サービスコンソールに root の権限でロ
グインし、下記のコマンドを実行して、vmware-serverdプロセスを再ス
タートさせてください。

killall -HUP vmware-serverd

大量の CPU負荷を負った仮想マシンを多数実行
大量の CPUを消費するアプリケーションを持つ仮想マシンを多数台実行す
る予定であれば、サービスコンソールのシェアを 10000 に増加させてくだ
さい。

1. root ユーザーとして VMware Management Interface にログインします。

2. [Options] タブをクリックしてから、[サービスコンソール Settings] を
クリックしてください。

すると、[CPU] ページが表示されます。表示されない場合は、[CPU] タ
ブをクリックしてください。

3. [Edit] をクリックします。

4. [Shares] フィールドに 10000 と入力し、[OK] をクリックしてください。

管理インターフェイスが応答しない場合は、この変更をサービスコンソール
で行ってください。

1. root ユーザーとして サービスコンソール にログインします。

2. cat /proc/vmware/sched/cpuと入力してください。
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3. 下記のように name欄に consoleと記載されている行を見つけてくだ
さい。

4. echo コマンドを使って、 サービスコンソールのシェア数を変更します。
echo 10000 > /proc/vmware/vm/<name>/cpu/shares

上記の例の場合、次のように入力します。
echo 10000 > /proc/vmware/vm/125/cpu/shares

多数の仮想マシンが登録されているために生じる
管理インターフェイスのエラーを回避
1 台の ESX Server マシンに極端に多くの仮想マシンが登録されている場合、
VMware Management Interface がシャットダウンし、「Panic out of 
memory」メッセージが /usr/lib/vmware-mui/apache/logs/

error_logに記録されることがあります。

デフォルトで Apache Web サーバは、サーバ上の仮想マシンに関する情報
を記録するのに 24MB のメモリを使います。上記のようなエラーは、このメ
モリが仮想マシンの数に対して十分でない時に起こる可能性があります。

この問題を迂回するには、テキストエディタで /etc/vmware/config

ファイルを開き、mui.vmdb.shmSize =で始まる行を探してください。次
に引用符（" "）内の数字（メモリのバイト値）を増加させます。Apache
サーバを下記のコマンドで再起動させます。 

/etc/rc.d/init.d/httpd.vmware restart 

vcpu vm name uptime status ...
125 125 console 71272.378 RUN ...
126 126 idle1 71272.378 RUN ...
127 127 idle2 71272.378 RUN ...
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仮想マシンのバックアップ
バックアップ戦略は、データをどのように保護したいのか、またどのように
復元したいのかによって異なります。バックアップには主に 2つの目的が
あります。

• 仮想マシン上の個々のファイルを復元（例えばユーザーが間違って
ファイルを削除してしまった場合等）

• 仮想マシン全体が破損する壊滅的な故障からの回復

VMware ESX Server を使えば、データをテープあるいはネットワークを使っ
て別のシステムにバックアップする際にいくつかのアプローチが可能です。
おそらく、下記のアプローチを組合わせて利用すれば、使用中の仮想マシン
に最高のデータ保護を提供できると感じられるユーザーも多いことでしょ
う。

次の「テープドライブを VMware ESX Server で使用」のセクションでは、仮
想マシンとサービスコンソールの両方でテープドライブを利用できるように
する方法を説明します。

• 仮想マシン内からバックアップ (p.182)

• サービスコンソールから仮想マシンをバックアップ (p.182)

• ハードウェア/ソフトウェアのディスクスナップショットを使用 (p.183)

• ネットワークベースのレプリケーション ツールを使用 (p.183)

テープドライブを VMware ESX Server で使用
管理インターフェイス では、サービスコンソールか 1つ以上の仮想マシン
のいずれかに、あるいは両方の環境で利用できるように SCSI コントローラ
を割当てることが可能です。SCSI テープドライブを仮想マシンで利用可能
にするには、仮想マシン専用の SCSI コントローラを割当てなければなりま
せん。

サーバの SCSI コントローラの割当て設定は、管理インターフェイスで確認
することができます。[Status Monitor] ページで [Options] タブをクリックし
てから、 [Startup Profiles] をクリックしてください。

注意： サーバーに SCSI コントローラが 1つしか存在せず、そのコントロー
ラに接続されているドライバからサービスコンソールが実行されている場
合、そのコントローラを再割り当てしないでください。システムがこのよう
に構成されている場合は、まずテープドライブをコントロールする 2番目
の SCSI コントローラを追加する必要があります。
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仮想マシン内からバックアップ
アプローチの 1つとして、特定の仮想マシンのデータを物理マシンの場合
と同じ要領でバックアップする方法があります。これには、直接的なバック
アップツールを実行するか、クライアント・サーバ バックアップツールの
クライアント コンポーネントを仮想マシン内で実行し、ネットワークか
テープドライブに直接アクセスするように構成します。

注意： また、1つ以上のテープドライブにアクセスできる場合は、仮想マシ
ンを使ってクライアント・サーバ バックアップ製品のサーバ コンポーネン
トを実行することもできます。

仮想マシン内からのバックアップには、次のようにデータを細かいレベルで
リカバリできるという利点があります。

• 個別のファイル毎にファイルデータを復元

• データベースに特有の通常の方法でデータベースのデータを復元

ただし、故障が起こり、仮想マシンをマシン内で作成したバックアップから
復元する必要が生じた場合、まず仮想マシンを作成し直してからリカバリソ
フトエアを読み込まなければ、バックアップからのデータの復元を行うこと
はできません。

テープドライブを使用できるように仮想マシンを構成する手順は、「テープ
ドライブを仮想マシンに追加 (p.141)」を参照してください。

サービスコンソールから仮想マシンをバックアップ
仮想マシンのバックアップとして、仮想ディスクファイル全体と（存在する
場合は）Redo ログをテープにコピーし、サービスコンソールもバックアッ
プしておく方法があります。このアプローチでは、保護されていないディス
クの故障によってシステム全体が破損した場合、あるいはデータが損失した
場合に、仮想マシンの復元を容易に行うことができるという利点がありま
す。

ただし、このように全体のイメージをバックアップした場合、個別のファイ
ルを復元することはできません。全ディスクイメージと関連ログを復元して
から、これらのドライブが接続された状態で仮想マシンをパワーオンし、特
定のデータを復元してください。

次のセクションでは、物理コンピュータあるいはサービスコンソールから仮
想マシンをバックアップする際に、データの統合性をどのように確保するか
を解説していきます。
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ダウンタイムを発生させることなく、仮想マシンのバックアップに
最適なデータ統合を実現
ESX Server 2.1 に含まれる VMware Scripting API を他のバックアップ製品と併
せて使用すれば、スナップショットや安定したディスクイメージ、Redo ロ
グイメージを提供することができます。こうすれば、多くのバックアップ製
品内から適切な機能を呼び出し、イメージやログをバックアップする際の安
定した基盤を確立することが可能です。どのディスクモード（Persistent、
Undoable、Nonpersistent または Append）でも、このアプローチを取るこ
とができます。

VMware Scripting API に関する情報は、www.vmware.com/support/developer/

scripting-API/doc/Scripting_API.pdfにあるドキュメントをご覧ください。

ハードウェア/ソフトウェアのディスクスナップショットを使用
ディスクシステム、ファイルシステムあるいはボリュームマネージャが提供
するスナップショット機能を利用して、安定したディスクイメージのコピー
を提供するアプローチも可能です。物理サーバの場合と同様に、必要なレベ
ルのデータ統合がバックアップの際に保証されるよう、一定レベルのアプリ
ケーション統合も考慮してみてください。

このようなアプローチを ESX Server Redo ログ API と組合わせて（「ダウンタ
イムを発生させることなく、仮想マシンのバックアップに最適なデータ統合
を実現 (p.183)」の手順を参照してください )、余分なログが使用されるイン
ターバルを最小限に抑えることも可能です。 これには、次の一般的な手順を
実行してください。

• 新しい Redo ログを追加してください。

• ディスクサブシステムあるいはボリュームマネージャのインターフェ
イスを利用して、ミラーのスナップショットを取ります。

• 変更を実際に使用するログに適用します。

代わりに、スナップショットを取ったミラー上の安定したディスクイメージ
からバックアップを作成し、そのミラーを再接続して次のバックアップまで
の最新の変更を反映させる方法も可能です。

ネットワークベースのレプリケーション ツールを使用
企業のディスク ストレージ サブシステムの多くは、データをローカルまた
はリモートな別のサブシステムにレプリケーション、つまりミラーするよう
に構成することが可能です。このようなレプリケーションは、同期的、ある
いは非同期的に行うことができます。
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• レプリケーションが同期的に行われる場合、データがリモートにある
ディスクに適用されるまで、書き込み操作はローカルで完了したと認
識されません。

• これによってデータの統合性は向上しますが、潜在的にパフォーマン
スの障害となる恐れがあります。

• レプリケーションが非同期的に行われる場合、リモートコピーは最新
ローカルデータからいくつか遅れた書き込み操作を処理することが可
能です。

• これによってパフォーマンスは向上しますが、リモートサイトでデー
タの矛盾が起こる可能性が高くなります。

このようなハードウェアベースのアプローチはいずれも、ESX Server で実行
することができます。

また一部のディザスタ保護ソフトウェア製品は、ソフトウェア内でリモート
ミラリングを実行します。このようなツールは、ハードウェアベースのソ
リューションと同様の保護、データ統合セマンティクスを提供します。ただ
し、このアプローチは、中 - 低程度のパフォーマンスしか要求されない構成
では、コスト効率が高い方法と言えるかもしれません。

このようなソフトウェアツールは、ゲストOS内で使用できます。

注意： VMware ESX Server 上のサービスコンソールによるレプリケーション
には、ソフトウェア リモートミラリング ツールの使用をお勧めいたしませ
ん。通常、このようなソフトウェアツールはファイルシステムのフォーマッ
トを認識する必要があるため、ネットワーク I/O レベルに大きな負担がかか
り、ネットワーク I/O レベルにサービスを提供するために必要な CPU も大
幅に増加するからです。また、このようなソフトウェアツールが Linux より
もむしろWindows や Unix オペレーティングシステムに多いためです。
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4 章
VMware Remote Console の使用
本章では、VMware Management Interface（管理インターフェイス）の使用
に関して説明を行います。

• Windows で Remote Console を起動 (p.186)

• Linux で Remote Console を起動 (p.186)

• Remote Console を使って仮想マシンを実行 (p.187)

• 仮想マシンの特殊な電源オプション (p.188)

• VMware Tools の設定 (p.190)

• 仮想マシンに新しいソフトウェアをインストール (p.195)

• 切り取り、コピー、貼り付け (p.196)

• 仮想マシンのサスペンドとレジューム (p.197)

• 仮想マシンのシャットダウン (p.198)
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Remote Console の使用
Remote Console（リモートコンソール）を使用すれば、VMware ESX Server
で稼動中の個別の仮想マシンに直接アクセスするウィンドウを開くことがで
きます。 リモートコンソールは、Windows XP、Windows 2000、Windows 
NT 及び Linux 管理ワークステーション向けのものが用意されています。ソ
フトウェアをインストールする手順は、「Remote Console ソフトウェアのイ
ンストール (p.73)」をご覧ください。 

1 台の仮想マシンには、一度に最大 3つのリモートコンソールを接続するこ
とができます。また、サーバには一度に最大 80の リモートコンソールを接
続可能です。

Windows で Remote Console を起動
1. リモートコンソールプログラムを起動します。

[スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] -[VMware Remote Console] 

2. 仮想マシンに接続するために必要な情報を求められますので、以下の
情報を入力してください。

• ホスト名（または IP アドレス）

• ユーザー名

• パスワード

[Connect] をクリックしてください。

3. サーバに接続されると、サーバに登録されているすべての仮想マシン
の構成ファイルへのパスがダイアログに表示されます。接続したい仮
想マシンを選択して、[OK] をクリックしてください。

注意： SSL が ESX Server へのリモート接続を暗号化しているシステムで、
Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスからリモートコンソール
を起動する場合、Internet Explorer を構成する必要があります。「暗号化サー
バ上で管理インターフェイスからリモートコンソールを起動 (p.90)」を参照
してください。

Linux で Remote Console を起動 
1. リモートコンソールプログラムを起動します。

vmware-console 
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2. 仮想マシンに接続するために必要な情報を求められますので、以下の
情報を入力してください。

• ホスト名（または IP アドレス）

• ユーザー名

• パスワード

[Connect] をクリックしてください。

3. サーバに接続すると、サーバに登録されているすべての仮想マシンの
構成ファイルへのパスがダイアログに表示されます。接続したい仮想
マシンを選択して、[OK] をクリックしてください。

Remote Console を使って仮想マシンを実行
リモートコンソールに表示される仮想マシンは、コンピュータのデスクトッ
プ上のウィンドウ内で実行される独立したコンピュータのように動作します。 

このコンピュータは、実際のボタンでオン /オフを操作する代わりに、 VMware 
コンソールウィンドウ最上部にあるツールバーのボタンを使用します。ここか
ら、仮想マシンのリセット、サスペンド、レジュームも実行できます。

仮想マシンがパワーオフされている時 

仮想マシンがパワーオンされている時

仮想マシンがサスペンドされている時 

注意： 上図は、Windows 管理ワークステーションで実行されているリモー
トコンソールでのツールバーです。Linux 管理ワークステーションでリモー
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トコンソールを実行する場合はツールバーが若干異なって表示されますが、
利用できる機能は同じです。

VMware Tools for Windows が実行中は、VMware Tools アイコンがシステムトレイに表示さ
れます。

仮想マシンの特殊な電源オプション
VMware Tools が実行されていれば、仮想マシンで電源操作（パワーオン、
パワーオフ、サスペンド、レジューム）を行う度にスクリプトを実行できま
す。詳細は、「仮想マシンの電源操作時にスクリプトを実行 (p.76)」をご覧
ください。

仮想マシンをリセットする時は、アプリケーションを正常に終了させてゲス
トOSを「再起動」させるか、または実際のコンピュータのリセットボタン
を押したときと同じように仮想マシンを「リセット」するのかを選択できま
す。

同様に、仮想マシンをパワーオフする時も、アプリケーションを正常に終了
させてゲストOSを「シャットダウン」するのか、または実際のコンピュー
タの電源ボタンを押したときと同じように仮想マシンの「スイッチを切る」
のかを選択できます。

すべての電源オプションには［Power］メニューからアクセスできます。各
メニュー項目はツールバーのボタンに対応しており、ここから関連オプショ
ンのサブメニューにアクセスできます。 仮想マシンの電源状態によっては、
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メニュー項目が使用できないことがあります。例えば、仮想マシンがパワー
オフされている場合、パワーオフ、サスペンド、レジューム、リセットのオ
プションは選択できません。

仮想マシンをパワーオンする時、リモートコンソールから次のオプションを
選択できます。

• [Power On Virtual Machine] ― リモートコンソールで仮想マシンをパ
ワーオンします。ツールバー上の［Power On］ボタンをクリックする
操作と同じです。

• [Power On Then Run Script] ― リモートコンソールで仮想マシンをパ
ワーオンし、関連スクリプトを実行します。

仮想マシンをパワーオフする際のオプション
仮想マシンをパワーオフする時、次のオプションを選択できます。

• [Power Off Virtual Machine] ― 仮想マシンをパワーオフします。実際の
コンピュータで電源ボタンを押してオフにする時と同じように、仮想
マシン内で稼動中のプログラムがあれば強制的に終了されます。ツー
ルバー上の [Power Off] ボタンをクリックしても同じことができます。

• [Shut Down Guest Operating System] ― ゲスト OSを正常にシャットダ
ウンし、ゲストOSが Advanced Power Management をサポートしてい
る場合は仮想マシンをパワーオフします。この電源操作に関連付けら
れたスクリプトが存在する場合、シャットダウンの開始後に実行され
ます。Windows で [ スタート ] - [ シャットダウン ] - [ シャットダウン ]
を選択する操作、または Linux で shutdown コマンドを実行する操作
と同じです。

仮想マシンをサスペンドする際のオプション
仮想マシンをサスペンドする時、次のオプションを選択できます。

• [Run Script Then Suspend] ― 関連スクリプトを実行してから仮想マシ
ンをサスペンドします。スクリプトが仮想マシンのサスペンドに関連
付けられていなければ、ツールバー上の［Suspend］ボタンをクリック
する操作と同じです。

• [Suspend Virtual Machine] ― 仮想マシンをサスペンドします。
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仮想マシンをレジュームする際のオプション
仮想マシンをレジュームする時、次のオプションを選択できます。

• [Resume Then Run Script] ― サスペンドした仮想マシンをレジュームし
てから関連スクリプトを実行します。スクリプトが仮想マシンのレ
ジュームに関連付けられていなければ、ツールバー上の [Resume] ボタ
ンをクリックする操作と同じです。

• [Resume Virtual Machine] ― サスペンドした仮想マシンをレジュームし
ます。

仮想マシンをリセットする際のオプション
仮想マシンをリセットする時、次のオプションを選択できます。

• [Reset Virtual Machine] ― 仮想マシンをリセットします。実際のコン
ピュータのリセットボタンを押す操作と同じで、仮想マシン内で実行
中のプログラムがあれば強制終了されます。ツールバー上の [Reset] ボ
タンをクリックした操作と同じです。

• [Restart Guest Operating System] ― 仮想マシンを正常に再起動します。
ゲストOSのシャットダウンに関連付けられたスクリプトがあれば、ゲ
ストOSが再起動した後に実行されます。これは、Windows で [ ス
タート ] - [ シャットダウン ] - [ 再起動 ] を選択する操作、または Linux
で rebootコマンドを実行する操作と同じです。

VMware Tools の設定
ここでは、Windows 2000 がゲストOSである場合を想定して説明を行いま
す。他のゲストOS向けの VMware Tools でも同様の構成オプションを利用
可能です。 

VMware Tools のコントロールパネルを表示するには、仮想マシンのシステ
ムトレイにある VMware Tools のアイコンをダブルクリックしてください。
[VMware Tools Properties] 画面が表示されます。
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VMware Tools のオプション設定
[Options] タブでは、時刻同期と VMware Tools のアイコン表示について設定
を行うことができます。

• 時刻同期 ー ゲストOSの時刻をサービスコンソールの時刻に同期させる
かどうかを指定します。

注意： 　ゲストとサービスコンソール間の時刻同期は、ゲストOS の時
刻がホスサービスコンソールより遅れている場合のみ可能です。

• タスクバーのVMware Toolsの表示 ー システムトレイにVMware Toolsの
アイコン表示したくない場合は、スタートメニューからコントロール
パネルを起動してください（[スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネ
ル ] - [VMware Tools]）。
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VMware Tools でデバイスを接続
[Devices] タブでは取外し可能デバイスの接続と切断ができます。

接続 /切断ができるデバイスには、サーバマシンの FDドライブ、CD-
ROMドライブ、仮想ネットワークインターフェイスカード等がありま
す。ESX Server のリモートコンソール ウィンドウにある [Devices] メ
ニューからも同じオプションを設定することができます。

電源操作時に実行する VMware Tools スクリプトの指定
VMware Tools を使えば、仮想マシンのパワーオン、パワーオフ、サスペン
ド、レジューム時にスクリプトを実行することができます。
www.vmware.com192



第 4 章  VMware Remote Console の使用
VMware Tools には、各電源状態に対するデフォルトのスクリプトが含まれ
ています。これらのスクリプトはゲストOSの C:￥Program Files￥
VMwareに保存されます。

各電源状態に対して、デフォルトスクリプトを使用することも、独自に作成
したスクリプトを使用することも可能です。さらに次の手順で、スクリプト
のテストを行ったり、スクリプトの実行を停止したりすることもできます。

1. [Scripts Event] リストから、スクリプトを関連付ける電源操作を選択し
ます。

2. 次のうちの 1つを実行してください。

• 別のスクリプトを指定するには、[Custom Scripts] をクリックしてか
ら [Browse] をクリックし、新しいスクリプトを選択します。

• スクリプトを編集するには、[Edit] をクリックしてください。スクリプ
トがデフォルト エディタに表示されますので、変更を加えてください。

• スクリプトをテストするには、[Run Now] をクリックしてください。

• スクリプトの実行を停止するには、[Use Script] のチェックを外して
ください。

3. [Apply] をクリックし、設定を保存します。

VMware Tools で仮想ディスクを圧縮
[Shrink] タブでは、 仮想ディスクを VMware GSX Server にエクスポートする
際に、ディスクファイルをできる限り小さなサイズに抑えるように準備を行
うことができます。この作業は、エクスポートの際にオプションで実行でき
ます。

ESX Server 上の仮想ディスクは、仮想ディスクのサイズとして指定したディ
スクスペースをすべて使用します。つまり、4GB の仮想ディスク用 .dsk

ファイルは、4GB のディスクスペースを占めることになります。 

一方で GSX Server では、仮想ディスクファイルは最初は小さなサイズの
ファイルとして存在し（仮想ディスクに保存されているデータを格納するた

電源操作 実行される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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めに必要なスペースのみを使用）、必要に応じて指定された最大サイズまで
拡大します。 

仮想ディスクをエクスポートしてGSX Server で使用するのであれば、
[Shrink] タブをクリックして、エクスポートする予定のディスク名の横に
チェックマークが付いていることを確かめてから [Prepare to shrink] をク
リックしてください。 

注意： 仮想ディスクを（管理インターフェイスのファイルブラウザを使用
して、あるいは vmkfstoolsコマンドを使って）エクスポートする場合、
1個の仮想ディスクが複数の .dskファイルにエクスポートされることがあ
ります。
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VMware Tools に関する情報の表示
[About] タブでは、その仮想マシンにインストールされている VMware Tools
に関する一般的な情報を確認することができます。 

このタブには次の情報が表示されます。

• VMware Tools のビルド番号：VMware Tools のバージョンが実行中の
VMware ESX Server のバージョンと一致するかどうかを確認でき、サ
ポートを依頼するときに有用です。

• VMware ゲストOS サービスが動作しているかどうかについての表示

• 弊社Web サイトにジャンプするためのクリックボタン

仮想マシンに新しいソフトウェアをインストール
新しいソフトウェアは、実際のコンピュータと同じ要領で ESX Server 仮想
マシンにインストールすることができます。 

物理メディアを使用する場合、インストール用 CD-ROMディスクやフロッ
ピーディスクをサーバのドライブに挿入しますので、ESX Server コンピュー
タにアクセスできなければなりません。

物理フロッピーディスクや CD-ROMディスクの代わりに、イメージファイ
ルを使用することも可能です。仮想ドライブをフロッピーあるいは ISO イ
メージに接続するには、[Devices] メニューを使って変更するドライブの設
定を編集してください。

ここでは、Windows ゲストOSに物理メディアを使ってインストールする
場合を想定して説明を行います。Linux ゲスト OSを使用している場合、あ
195



VMware ESX Server 運用ガイド
るいは ISO/ フロッピーイメージファイルを使用する場合、若干詳細が異な
る場合があります。

1. 仮想マシンを起動し、必要があればログインします。[Devices] メ
ニューから、仮想マシンが CD-ROMドライブと FDドライブにアクセ
スできることを確認しておいてください。

2. インストール用の CD-ROMかフロッピーデスクを該当するドライブに
挿入します。CD-ROMからインストールを実行する場合、インストー
ルプログラムが自動的にスタートすることがあります。

3. インストールプログラムが自動的にスタートしない場合は、Windows
の [ スタート ] ボタンをクリックし、[設定 ] - [ コントロールパネル ] を
選択して [ アプリケーションの追加と削除 ] をダブルクリックします。
次に [ インストール ] ボタンをクリックします。後は画面の指示とイン
ストールするソフトウェアのユーザーマニュアルの説明に従って作業
を行ってください。

切り取り、コピー、貼り付け
この機能を利用するには、仮想マシンに VMware Tools がインストールさ
れ、稼動中でなければなりません。

Windows ゲストでは、VMware Tools が実行されている場合、システムトレ
イに VMware Tools のアイコンが表示されます。

VMware Tools が稼動していれば、仮想マシンや管理ワークステーション上
のアプリケーション間で、あるいは 2台の仮想マシン間で、テキストのコ
ピーと貼り付けを行うことが可能です。通常のホットキーやメニュー選択
で、切り取り、コピー、貼り付けを行ってください。
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仮想マシンのサスペンドとレジューム
サスペンド機能を使用すると、仮想マシンを現在の状態のまま保存できます。
さらに、サスペンドされている仮想マシンをレジュームすれば、サスペンド時
に使用していたアプリケーションがサスペンド時と同じ状態に復元され、前回
のセッション終了時の状態から即座に作業を開始できます。

仮想マシンをサスペンドするには２通りの方法があります。

• リモートコンソールが仮想マシンに接続されている場合、 ツールバーに
ある [Suspend] をクリックします。 

• VMware Management Interface（管理インターフェイス）が仮想マシン
のサーバに接続されている場合、該当する仮想マシンの列にある停止
ボタン (  ) をクリックします。

サスペンドした仮想マシンをレジュームするには２通りの方法があります。 

• リモートコンソールが仮想マシンに接続されている場合、 ツールバーに
ある [Resume] をクリックします。

• 管理インターフェイスが仮想マシンのサーバに接続されている場合、
該当する仮想マシンの列にある停止ボタン (  ) をクリックします。

常に同じ状態からレジュームするように仮想マシンを設定することも可能で
す。詳しくは、「反復レジュームを有効にする (p.100)」をご覧ください。
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仮想マシンのシャットダウン
次の手順は、Windows 2000 かWindows NT がゲストである場合を想定して
います。ゲストに Linux を使用している場合は、通常の手順で仮想マシン内
のゲストOSをシャットダウンしてください。

1. （仮想マシン内で）ゲストOSの [ スタート ] メニューから [ シャットダ
ウン ] を選択します。

2. 再び [ シャットダウン ] を選択して、[OK] をクリックします。
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5 章
VMware Service Console の
使用
本章では、VMware Service Console（サービスコンソール）の使用に関して
説明を行います。

• VMware Service Console の特長 (p.200)

• Service Console の管理 (p.201)

• ユーザー認証及びセキュリティ機能 (p.215)

• ESX Server でデバイスを使用 (p.219)

• VMware Remote Console を使ってユーザーが仮想マシンを閲覧できる
ように設定 (p.221)
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VMware Service Console の特長 
VMware Service Console（サービスコンソール）は、仮想マシンの起動と管
理に使用されます。サービスコンソールは、Red Hat 7.2 ディストリビュー
ションをベースとしたカスタム版の Linux を使用しており、VMkernel で管
理できるように修正が加えられています。

サービスコンソールは、不必要なサービスが無効になるようにカスタマイズ
されています。特に、auth以外のほとんどのネットワークサービスは無効に
なっています。ただし、サービスコンソールにリモートアクセスするために、 
sshはデフォルトで有効になっています。root ユーザーは、Management 
Interfaceのセキュリティ構成ページ (http://<servername>/security-
config) を使って、ssh、Telnet 及び FTPの設定を変更することができます。 

サービスコンソールは、他の仮想マシンと同様に VMkernel によってスケ
ジューリングされています。このため、サービスコンソールで負荷の高い
ワークロードを実行しようとすると、仮想マシンからプロセッサ サイクル
を奪ってしまう可能性がありますので、注意してください。

Service Console 向けに DHCP を使用
Service Console（サービスコンソール）には、静的 IP アドレスの使用を推
奨いたします。ただし、DNS サーバがサービスコンソールのホスト名を、
動的に生成された IP アドレスにマッピングできるのであれば、サービスコ
ンソールがDHCP を使用するように設定することも可能です。

使用中のDNS サーバが、ホスト名をDHCP によって生成された IP アドレス
にマッピングできない場合は、サービスコンソールの数値 IP アドレスを自
分で決定し、管理インターフェイスのWebページにアクセスする際はその
数値アドレスを使用する必要があります。

ただし、このような数値 IP アドレスは、DHCP のリース期限が切れたり、
システムが再起動した場合に変更されることがあります。このため、DNS
サーバがホスト名の変換を処理できない場合は、サービスコンソールに
DHCP を使用することはお勧めいたしません。

注意：  サービスコンソールに割当てたネットワークアダプタを仮想マシン
と共有している時は、ダイナミック (DHCP) アドレスを使用しないでくださ
い。ネットワークアダプタの共有時は、サービスコンソールに静的 IP アド
レスが必要となります。
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Service Console の管理
このセクションでは、Service Console（サービスコンソール）で使用する可
能性が高いコマンドを紹介します。ESX Server に特有のものもありますが、
ほとんどは Linux コマンドラインで使用するものと同じコマンドです。

Service Console に接続
ESX Server を実行中のコンピュータに直接アクセスできるのであれば、その
コンピュータの物理コンソールにログインできます。<Alt> - <F2> キーを押
すと、ログイン画面を表示することができます。

ESX Server コンピュータのセキュリティ設定によっては、SSH や Telnet を
使ってサービスコンソールにリモート接続することが可能です。セキュリ
ティ設定に関する詳細は、「ユーザー認証及びセキュリティ機能 (p.215)」を
ご覧ください。

サービスコンソールにローカルにログインする場合も、リモート接続する場
合も、有効なユーザー名とパスワードが必要です。

ESX Server に特有のコマンド

ネットワークカードの識別
findnicコマンドを使って特定のネットワークアダプタからネットワーク
トラフィックを送信すれば、アダプタ上の LEDを観察して、どの物理アダ
プタがそのデバイス名に関連付けられているかを確認できます。 コマンドは
次のようなフォーマットになります。

findnic <options> <nic-name> <local-ip> <remote-ip>

例：
findnic -f vmnic1 10.2.0.5 10.2.0.4 

VMkernel デバイス vmnic1を IP アドレス 10.2.0.5 にバインドしてから、IP
アドレス 10.2.0.4 のリモートマシンにピングを大量に送信します。 

詳細は、「VMkernel ネットワークカードの確認 (p.385)」を参照してくださ
い。

オプション 解説

-f フラッドピングを実行

-i <seconds> 指定した間隔でピングを送
信
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VMware ESX Server ファイルシステムの管理
vmkfstoolsコマンドを使えば、ESX Server が管理する SCSI ディスク上で
ファイルの作成、操作を行うことができます。

注意： vmkfstoolsコマンドを実行するには、root ユーザーとしてログイ
ンする必要があります。

SCSI デバイスを指定して vmkfstoolsコマンドを実行する場合、次のよう
なフォーマットになります。

vmkfstools <options> <device_or_VMFS_volume>[:<file>] 

<device_or_VMFS_volume>の箇所では操作を行うSCSIデバイス（SCSIディス
クまたは SCSI ディスク上のパーティション）か VMFS ボリュームを指定し、
<options>では実行する操作を指定します。 

<device_or_VMFS_volume>でSCSIデバイスを使用する場合、下記のような
フォーマットで指定します。

vmhba1:2:0:3 

<device_or_VMFS_volume> の箇所には、管理インターフェイス内で、あ
るいは vmkfstools --setfsnameコマンドを使って設定された VMFS ボ
リューム名を使うことも可能です。

変数 <file>には、指定したデバイス上の VMFS ボリュームに保存されて
いるファイルの名前が入ります。

VMFS ボリュームあるいはファイルを指定して vmkfstoolsコマンドを実
行する場合、次のようなフォーマットになります。

vmkfstools <options> <path> 

<path>には、/vmfsディレクトリの下にあるディレクトリかファイルへの
絶対パスが入ります。

このコマンドの使用とオプションに関する詳細は、「vmkfstools の使用 
(p.311)」を参照してください。

VMFS ボリュームを自動的にマウント
コンピュータが起動して VMkernel が読み込まれると、VMFS ボリュームは
自動的にサービスコンソール上の /vmfsディレクトリにマウントされます。

VMkernel デバイスモジュールの読込み
デバイスドライバとネットワークシェーパー モジュールの VMkernel への読
込みには、vmkload_modプログラムを使用します。vmkload_modはま
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た、モジュールのアンロード、読込み済みモジュールの一覧表示、及び各モ
ジュールで利用できるパラメータの表示にも使用することができます。 

このコマンドは次のようなフォーマットになります。
vmkload_mod <options> <module-binary> <module-tag> 
<parameters> 

詳しくは、「VMkernel モジュールローダ (p.298)」を参照してください。

Service Console で使用される一般的な Linux コマンド
Service Console（サービスコンソール）は修正版の Linux を実行していま
す。このため、Linux や Unix で利用できるコマンドの多くは、サービスコ
ンソールでも使用可能です。このセクションでは、 最も一般的に使用されて
いるコマンドを簡単に紹介します。より詳しい情報は、「Service Console の
コマンドに関するヘルプ (p.214)」か Linux の参考書をご覧ください。

ファイルの操作
ディレクトリ構造を移動してファイルやディレクトリを操作するには、適切
なアクセス権が必要です。一般のユーザーとしてログインしている場合、
ファイルシステムの一部のエリアで操作が制限されることがあります。この
場合、特定のタスクを実行するために、root ユーザー、つまりスーパー
ユーザー (su) としてログインする必要があるかもしれません。

コマンド 例と解説

cd ディレクトリを移動します。

cd /home/user
ディレクトリ /home/user（ユーザー名 userのホームディレクトリ）に
移動します。

cd ..
カレントディレクトリから一階層上に移動します。

cp ファイルをコピーします。

cp oldfile newfile
oldfileというファイルをカレントディレクトリにコピーします。コピー
には newfileというファイル名が付けられます。

cp oldfile /home/user
カレントディレクトリにある oldfileというファイルをコピーします。コ
ピーされたファイルは同じ oldfileという名前を持ち、/home/userに保
存されます。
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ln １個のファイル /ディレクトリから別のファイル /ディレクトリにリンクを
作成します。

ln -s /bin/program prolink
既存のファイル /bin/programから prolinkにソフトリンク（ショート
カット）を作成します。prolinkというリンクは、現在の作業ディレクト
リに作成されます。prolinkコマンドを入力すると、プログラム /bin/
programが実行されるようになります。

ls カレントディレクトリのファイルを一覧表示します。

ls -al
カレントディレクトリの全 (-a) ファイルをロング (-l) フォーマットで表示
します。

ls *.html
カレントディレクトリにある、ファイル名が .htmlで終わるファイルを全
て表示します。アウタリスク（*）はワイルドカード文字で、複数の文字の
代用として使用します。疑問符（?）もワイルドカード文字ですが、こちら
は１文字の代用として使用します。 

ls /home/user
ディレクトリ /home/userのファイルを一覧表示します。

mkdir 新しいディレクトリを作成します。

mkdir newdir
カレントディレクトリに、newdirという名前のディレクトリを新しく作成
します。

mkdir /home/newdir
newdirという名前のディレクトリを新しく /home ディレクトリに作成しま
す。

mv ファイルを新しいディレクトリに移動します。あるいはファイルの名前を変
更します。

mv myfile /home/user
カレントディレクトリにある myfileというファイルを /home/userとい
うディレクトリに変更します。

mv myfile yourfile
myfileというファイル名を、新しいファイル名 yourfileに変更します。

pwd 現在の作業ディレクトリへのパスを表示します。

コマンド 例と解説
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rm ファイルを削除します。

rm deadfile
deadfileというファイルを現在のディレクトリから削除します。

rmdir ディレクトリを削除します。

rmdir gone
カレントディレクトリに存在するディレクトリ goneを削除します。

コマンド 例と解説
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ファイルの検索と表示

コマンド 例と解説

cat ファイルの内容を連結し、内容を画面に表示します。

cat /proc/vmware/mem
/proc/vmware/memというファイルの内容を表示します。

find 指定したディレクトリから指定した条件に合うファイルを探します。

find / -name myfil*
root ディレクトリとその下にある全ディレクトリから、ファイル名が
myfilで始まるファイルを探します。アウタリスク（*）はワイルドカード
文字で、複数の文字の代用として使用します。疑問符（?）もワイルドカー
ド文字ですが、こちらは１文字分の代用として使用します。

find -name '*.vmx' -print -exec chown User2 {} \;
このディレクトリとその下にある全ディレクトリから、ファイル名が .vmx
で終わるファイルを全て探し、見つかった全ファイルの名前を画面に表示し
ます。また、各ファイル（波括弧 { } で示されています）の所有者をUser2
に変更します。

-printオプションは必ず必要な訳ではありませんが、findコマンドの進捗
状態を確認するのに便利です。-printオプションを使用しなと、findか
chownのエラーメッセージを表示する場合を除いて、findコマンドは何も
メッセージを表示しません。

find -name '*.vmx' -exec grep -il 'SOMETHING' {} \;
このディレクトリと全サブディレクトリに存在する、.vmxでファイル名が
終わるファイルすべてを検索し、 各ファイルで SOMETHING という言葉を探
します。 grepのオプション -iは、検索の際に大文字 /小文字を考慮しない
ことを意味します。 -lは、内容に SOMETHING という言葉を含むファイルの
名前を表示する grepのオプションです。SOMETHING を含むファイルが見
つかると、このコマンドはカレントディレクトリからそのファイルへのフル
パスを表示します
（例：./virtualmachines/Linux/RedHat71Test/redhat71.vmx)。

grep 指定したディレクトリやファイルの一覧から特定のテキストを探し、テキス
トが見つかった行を表示します。

grep "log file" *
カレントディレクトリの全ファイルから log fileというテキスト ストリ
ングを探します。
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コンピュータとそのユーザーを管理
root ユーザーつまりスーパーユーザー (su) は、次の全てのコマンドを実行
することができます。 一部のコマンド（一般的に、単純に情報を提供するコ
マンド）は、他のユーザーでも利用できます。

less 指定したファイルの内容を、一度に１画面分だけ表示します。カーソルキー
を使えば、ファイルの表示を上下させることができます。

less myfile
myfileというファイルの内容を表示します。

grep "log file" * | less
カレントディレクトリの全ファイルで log fileというテキストストリン
グを検索し、lessを使って結果を表示させます。こうすれば、結果を上下
にスクロール表示することができます。

more 指定したファイルの内容を、一度に１画面分だけ表示します。スペースバー
を使えば、一度に１画面分だけファイルの先に進むことができます。
<Enter> キーを使えば、一度に１行分だけファイルの先に進むことができま
す。

more myfile
myfileというファイルの内容を表示します。

grep "log file" * | more
カレントディレクトリの全ファイルで log fileというテキストストリン
グを検索し、moreを使って結果を表示させます。こうすれば、結果を一度
に１画面分だけ表示することができます。 

コマンド 例と解説

apropos 指定した言葉を含む記述を持つコマンドを探します。コマンド名と記述の
最初の行を表示します。

apropos file
fileという言葉を含む記述を持つコマンドを探します。

apropos file | less
fileという言葉を含む記述を持つコマンドを探し、lessを使って結果を
表示します。こうすれば、結果を上下にスクロール表示することができま
す

コマンド 例と解説
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du カレントディレクトリあるいは指定したファイル /ディレクトリの内容が
何キロバイトのスペースを使用しているかを表示します。

du /bin
/binディレクトリがどれだけディスクスペースを使用しているかを表示し
ます。

vdf vdfは、ESX Server 向けにカスタマイズされた dfコマンドです。dfコマン
ドの代わりに vdf使用してください。vdfは、全ての一般的な dfオプ
ションを使って実行することができます。

マウントされている全ファイルシステムの空き容量を表示します。一覧に
は、全スペース、使用されているスペース及び各ファイルシステムで使用
されているスペースのパーセンテージも表示されます。

fdformat フロッピーディスクのフォーマットを行います。

fdformat /dev/fd0
最初の FDドライブにあるフロッピーディスクをフォーマットします。

groupadd 新しくグループを追加します。

groupadd newgroup
システムに newgroupという名前のグループを追加します。 

hostname システムのホスト名を表示します。

ifconfig サービスコンソールが使用しているデバイスのネットワークインターフェ
イス構成情報を表示します。

insmod 実行中のカーネルに読込み可能モジュールをインストールします。

insmod parport
実行中のカーネルに parportという名前の読込み可能モジュールをイン
ストールします。

kill 指定したプロセスを中断します。

kill 3456
プロセス ID 3456 を持つプロセスを中断します。

kill -9 はプロセスを中断する最も確実な方法ですが、エディタのバッ
ファが保存されませんので、最終手段としてのみご使用ください。

lsmod 読込み済みモジュールをすべて一覧表示します。

lspci サービスコンソールで利用可能な PCI デバイスを一覧表示します。

lspci -v
verbose モードで PCI デバイスを一覧表示します。

コマンド 例と解説
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mount ファイルシステム内の指定した場所に指定したストレージデバイスをマウ
ントします。

mount /dev/fd0 /mount/floppy
最初の物理 FDドライブをマウントして、その内容がディレクトリ
/mount/floppyで認識されるようにします。この場合、/mount/
floppyというディレクトリが既に存在している必要があります。

passwd パスワードを変更します。

passwd user
ユーザー名 user向けのパスワードを変更します。別のユーザーのパス
ワードを変更するには、root の権限が必要です。

ps 実行中のプロセス名、プロセス ID 等の情報を表示します。

ps -ef
実行中の全 (-e) プロセスに対してフル (-f ) 情報を表示します。

shutdown コンピュータをシャットダウンします。

shutdown -h 5
５分後に、コンピュータを完全に停止 (-h) します。 .

shutdown -r now
その場でコンピュータをシャットダウンして再起動 (-r) します。

umount 指定したデバイスのマウントを解除します。

umount /mount/floppy
現在 /mount/floppyにマウントされているデバイスのマウントを解除し
ます。

useradd 新しいユーザーをシステムに追加します。

useradd newuser
newuserというユーザー名を持つ新しいユーザーをシステムに追加します。

who システムに現在ログインしているユーザーのユーザー名をすべて表示します。

whoami システムで現在使用しているユーザー名を表示します。

コマンド 例と解説
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ファイルのアクセス権と所有者の設定
サービスコンソール上のファイルやディレクトリには、「読み取り」、「書き
込み」、「実行」のアクセス権を設定することができます。このようなアクセ
ス権は、ファイルの所有者（一般的に、ファイルを作成したユーザー）、特
定グループ（一般的に、ファイルの作成者が所属するグループ）、システム
上の他の全ユーザーとに分けてオン /オフの指定を行うことができます。下
記のサンプルのようにディレクトリの詳細一覧を表示すれば、各ファイルの
アクセス権を確認できます。
[User@vmwareserver win2000]$ ls -la

total 104

drwxr-xr-x    2 User     User         4096 Jul 17 11:15 .

drwxr-xr-x    5 User     User         4096 Jul 17 09:51 ..

-rw-------    1 User     User         8664 Jul 17 16:17 nvram

-rw-r--r--    1 User     User        77763 Jul 18 14:14 vmware.log

-rwxr-xr--    1 User     User         1307 Jul 17 11:20 win2000.vmx

上記のディレクトリ一覧のサンプルは、最初の２行が dという文字で始
まっています。これは、その行がディレクトリに関する情報であることを示
しています。最初の行の終わりにある終止符（ . ）は、この行がカレント
ディレクトリのものであることを示しています。２行目の終わりにある２つ
の終止符 （..）は、この行がカレントディレクトリの親ディレクトリであ
ることを示しています。

最後の行の最初の文字は -ですが、これは win2000.vmxが一般のファイ
ルであることを示しています。 右から３番目の欄に User という言葉が表示
されていますが、これはファイルがUser という名前のユーザーに所有され
ていることを示します。４番目の欄にある Userという言葉は、 ファイルの
所有者がUser という名前のグループに所属していることを示します。

所有者、特定グループ、およびその他の全ユーザーに対するアクセス権は、
最初の欄 の -rwxr-xr--という箇所で確認できます。所有者に対するアク
セス権が、rwx （読み取り、書き込み、及び実行）という形式で最初に指
定されています。グループUser の他のメンバーに対するアクセス権は r-x 
（読み取り及び実行）です。最後の３文字のグループ（r--）は、他の全
ユーザーはファイルの読み取り権限を持っていますが、 ファイルへの書き込
みや実行はできないことを示しています。
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ファイルへのアクセス権は、次の表のように chmodコマンドで変更するこ
とができます。この際、設定したいアクセス権を数値による略表記を使って
指定すれば便利です。

読み取り = 4
書き込み = 2
実行 = 1

設定したいアクセス権に相当する数値の和を使って、アクセス権を組合わせ
て指定することも可能です。例えば、読み取りと実行は 5に、読み取り、
書き込み及び実行は 7になります。

アクセス権を指定する際は、ディレクトリの一覧表示に示されるアクセス権
と同じ順番（所有者、グループ、残りの全ユーザー）で行ってください。

コマンド 例と解説

chmod 指定したファイル、ファイルのグループあるいはディレクトリのモード
（アクセス権）を変更します。

chmod 755 *.vmx
カレントディレクトリにある、ファイル名が .vmxで終わる全ファイルの
アクセス権を次のように変更します。 
-rwxr-xr-x.

chmod 660 nvram
カレントディレクトリにある nvramというファイルのアクセス権を
-rw-rw----に設定します。

chown 指定したファイルの所有者を変更します。同じファイルの所有者とグルー
プは同時に変更できます。

chown User2 win2000.vmx
win2000.vmxというファイルの所有者を User2 に変更します。

chown User2:VMUsers win2000.vmx
win2000.vmxというファイルの所有者を User2 に変更し、グループを
VMUsers に変更します。

chgrp 指定したファイルのグループを変更します。

chgrp VMUsers win2000.vmx
win2000.vmxというファイルのグループを VMUsers に変更します。
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ユーザー名の切り替え

proc ファイルシステム
procファイルシステムは、ESX Server の実行中にメモリに存在する、/proc
で始まるディレクトリ群です。このディレクトリの内容はディスクには保存
されません。

/proc/vmwareディレクトリには、仮想マシン内の ESX Server 仮想化レイヤ
の実行に固有の情報が保存されています。catコマンドを使ってステータ
スを確認したり、echoコマンドを使って procファイルシステム内の特定
ファイルに値を書き込み、ESX Server の構成を変更することができます。

注意： このような情報のほとんどは、VMware Management Interface（管理
インターフェイス）からも確認できます。弊社では、管理インターフェイス
を使って情報を確認、設定する方法を強くお勧めいたします。ESX Server で
発生した問題を解決するために弊社サポートから指示があった場合を除い
て、このディレクトリでオプションの変更、追加を行わないでください。

注意： procインターフェイスでは、以下のセクションに記載されている値
以外の値を設定しないでください。

• Service Console から CPUリソースを管理 (p.418)

• Service Console からメモリリソースを管理 (p.435)

• 手動でNUMAを最適化 (p.445)

• Service Console からネットワーク帯域幅を管理 (p.453)

• Service Console からディスク帯域幅を管理 (p.459)

コマンド 例と解説

su ユーザーを切替えます。root ユーザーのパスワードを知っている場合、この
コマンドを使えば、デフォルトで root ユーザーとしてログインすることが
できます。また、正しいユーザー名とパスワードを知っていれば、このコマ
ンドを使って他のユーザーとしてログインすることも可能です。コマンドを
入力するとパスワードを求められますので、入力してください。

su User2
User2 としてログインします。

exit ログアウトします。suを使って別のユーザーとしてログインしていた場合、 
このコマンドを使うと、以前のユーザー名に戻ります。.
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注意： ディレクトリの内容とフォーマットは、ESX Server のリリースによっ
て異なることがあります。

/proc/vmware の
エントリ

解説

chipset 割り込みコントローラの状態

config 管理インターフェイスで利用可能な高度な ESX Server パラメー
タ 

debug デバッグ情報

filters ネットワークトラフィックシェーピング。「nfshaper を使ったト
ラフィックシェーピング (p.454)」を参照してください。

interrupts chipset と一緒に使用して、割り込みコントローラの状態を決定
します。

log VMkernel ログの出力

loglevels デバッグログの量

mem メモリパラメータ。「メモリリソースの管理 (p.427)」を参照して
ください。

migration 今後使用するために予約

net 仮想 NIC 及びボンドデバイス向けの構成と統計は「ネットワー
ク構成 (p.381)」を参照してください。

pci システム内の PCI アダプタの状態（その種類及びパーティショ
ン状況）

procstats /proc/vmwareディレクトリの統計

pshare メモリリソース管理向けのページ共有の統計。「仮想マシン間で
メモリを共有 (p.433)」及び「メモリの共有 (p.449)」を参照して
ください。

rpcstats RPC（remote procedure call）に関する統計

sched メモリ及び CPU に関するスケジューラの統計

scsi SCSI デバイス及びストレージコントローラと仮想マシン間の
マッピングに関する情報

shrdev 共有デバイスに関する統計

stats ESX Server における様々な低レベルイベントの総計

swap スワップ統計

thermmon 各 Pentium® 4 プロセッサに対するサーマルモニタ情報

timers ESX Server の内部で時間設定されたイベントスケジューラの状態
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Service Console のコマンドに関するヘルプ
Service Console（サービスコンソール）で使用するほとんどのコマンドは、
マニュアル（man）ファイルで詳しい使用方法を確認することができます。
特定コマンドのマニュアルファイル（manページ）を表示するには、man

コマンドの後に情報を確認したいコマンド名を入力して使用してください。 

uptime ESX Server のアップタイム

vm VMID による個別の仮想マシンに対する統計

vmkperf ESX Server のパフォーマンス統計

watchpoints デバッグの統計

コマンド 説明と解説

man 指定したコマンドのマニュアルページを表示します。スペースバーを押す
と、次の画面のテキストを表示できます。<q>キーを押すと、そのマニュ
アルページの表示を終了できます。

man cat
catコマンドのマニュアルページを表示します。

man cat | less
catコマンドのマニュアルページを表示します。この際、lessを使って結
果を表示しますので、画面を上下にスクロールすることが可能です。

/proc/vmware の
エントリ

解説
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ユーザー認証及びセキュリティ機能
ここでは、次の説明を行います。

• ユーザーの認証 (p.215)

• デフォルトのアクセス権 (p.217)

• 管理アクセスで使用する TCP/IP ポート (p.217)

VMware ESX Server のセキュリティは、主に次の３点から成ります。

• VMware ESX Server は、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）か VMware Remote Console（リモートコンソール）を使っ
てサーバに接続するリモートユーザー全員に対して認証を行います。

• サーバとの間のネットワークトラフィックに対するセキュリティは、
サーバ構成内のセキュリティ設定によって決定されます。

• ESX Server 構成のセキュリティ設定によっては、３個以上の TCP/IP ポー
トがアクセスに使用されます。

リモートアクセスの要件 によっては、このようなポートのいずれかに
アクセスできるようファイアウォールの構成を行う必要があるかもし
れません。どのポートが使用されるかに関する情報は、「 管理アクセス
で使用する TCP/IP ポート (p.217)」を参照してください。

ユーザーの認証 
VMware ESX Server では、 リモートコンソール及び管理インターフェイスで
のユーザー認証に PAM（Pluggable Authentication Modules）を使用します。
デフォルト設定でインストールされた ESX Server では、Linux の標準的な /

etc/passwd認証を使用しますが、 LDAP や NIS、Kerberos、その他の分散型
認証メカニズムを使用するように設定することも簡単にできます。

PAM構成は、/etc/pam.d/vmware-authdに保存されています。

ESX Server を実行中のサーバへ接続が行われるごとに、inetdプロセスが
VMware 認証デーモン (vmware-authd) のインスタンスを実行します。
vmware-authdプロセスは、ユーザー名とパスワードの入力を要求し、入
力された情報を PAMに渡します。すると PAMが認証を行います。

ユーザーが認証されると、vmware-authdは仮想マシンの構成ファイルの
パス名を受け付けます。 構成ファイルへのアクセスは、次のように制限され
ます。 
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• 管理インターフェイスで仮想マシンを表示、コントロールしたり、そ
の詳細を閲覧したりするには、その構成ファイルに対する読み取りア
クセス権が必要です。

• サービスコンソール上でローカルコンソールを使用したり、VMware 
Perl API を使って仮想マシンに接続したりするには、ユーザーに読み取
りアクセス権が必要です。

• VMware Perl API か管理インターフェイスを使ってリモートコンソール
から仮想マシンに接続し、操作（スタート、ストップ、リセット、サ
スペンド）するには、その構成ファイルに対する読み取りと実行のア
クセス権が必要です。

• 管理インターフェイスの[Configure VM]ページを使って構成を変更する
には、その構成ファイルに対する読み取りおよび書き込みアクセス権
が必要です。

注意： リストアクセス権を持っていても読み取りアクセス権がない場合、
管理インターフェイスでエラーが生じることがあります。

使用しようとしている構成ファイル向けの vmwareプロセスが実行されて
いない場合、vmware-authdは仮想マシンが登録されている /etc/

vmware/vm-listファイルを調べます。該当する構成ファイルが vm-list

の一覧に含まれている場合、その構成ファイルの所有者として vmware-

authdが（その時点で認証されているユーザーとは限りません）、VMware 
ESX Server を開始します。

登録済みの仮想マシン（/etc/vmware/vm-listに一覧表示されている仮
想マシン）は、管理インターフェイスにも表示されます。[Status Monitor]
ページで確認するには、その仮想マシンが vm-listに登録されており、
ユーザーがその構成ファイルに読み取りアクセス権を持っている必要があり
ます。

vmware-authdプロセスは、vmwareプロセスへの接続が確立されると、た
だちに終了します。各 vmwareプロセスは、最後のユーザーが切断すると
自動的にシャットダウンされます。 

リモートセッションのセキュリティ保護に独自のセキュリティ証明書を使用
サーバのセキュリティレベルを [Medium] か [High] に設定すると、VMware 

Remote Console（リモートコンソール）および VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）の使用中にネットワーク接続で ESX 
Server に送信されるユーザー名、パスワード、およびネットワークパケット
が、デフォルトで ESX Server によって暗号化されるようになります。
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SSL を有効にした場合、ESX Server によりセキュリティ証明書が作成され、
サーバ上に保存されます。ただし、管理インターフェイスのセッションをセ
キュリティ保護するために使用される証明書には、信頼された証明機関によ
る署名がありません。そのため、この証明書は認証の機能を果たしません。
暗号化されたリモート接続を外部との間で使用する場合は、信頼された証明
機関から証明書を購入する方法を考慮してみてください。

必要があれば、SSL 接続に独自のセキュリティ証明書を使用することも可能
です。

管理インターフェイス の証明書は /etc/vmware-mui/sslに保存する必
要があります。 管理インターフェイスの証明書は、証明書本体（mui.crt）
と秘密鍵ファイル（mui.key）の 2つのファイルで構成されています。秘
密鍵ファイルは、root ユーザーだけが読み取れるようにしておきます。

管理インターフェイスをアップグレードした場合、証明書はそのまま使用で
きます。管理インターフェイスを削除した場合、証明書が配置されている
ディレクトリはサービスコンソールから削除されません。

デフォルトのアクセス権
VMware ESX Server を使用して仮想マシンを作成した場合、アクセスする
ユーザーに応じて構成ファイルに次の権限がデフォルトで設定され、登録さ
れます。

• 読み取り、実行および書き込み － 構成ファイルを作成したユーザー
（owner）向け

• 読み取りと実行 － owner グループ向け

• 読み取り － owner や owner グループのメンバー以外のユーザー向け

管理アクセスで使用する TCP/IP ポート
ESX Server マシンへの管理アクセスに利用できる TCP/IP ポートは、その
サーバのセキュリティ設定によって異なります。ファイアウォールの外から
ESX Server マシンを管理しなければならない場合、適切なポートにアクセス
できるようにファイアウォールの構成を変更する必要があるかもしれませ
ん。下記の一覧は、一般的なセキュリティ設定を使用する場合、各設定で利
用できるポートを表記しています。

VMware Management Interface（管理インターフェイス）や VMware 
Remote Console（リモートコンソール）を使用する際の主要ポートは、
HTTP/HTTPS ポートと vmware-authdが使用するポートです。それ以外の
ポートの使用は、オプショナルです。
217



VMware ESX Server 運用ガイド
セキュリティレベル：高
• 443 ー VMware 管理インターフェイスが使用するHTTPS

• 902 ー リモートコンソールで接続する場合に使用する vmware-authd

• 22 ー サービスコンソールへのセキュア シェル接続に使用する SSH

セキュリティレベル：中
• 443 ー VMware 管理インターフェイスが使用するHTTPS

• 902 ー リモートコンソールで接続する場合に使用する vmware-authd

• 22 ー サービスコンソールへのセキュア シェル接続に使用する SSH

• 23 ー サービスコンソールへの非セキュア シェル接続に使用する Telnet

• 21 ー 他のマシンとの間でのファイルの転送に使用する FTP

• 111 ー リモートマシン上のドライブをマウントする時にNFSクライアン
トが使用する portmap

セキュリティレベル：低
• 80 ー VMware 管理インターフェイスが使用するHTTP

• 902 ー リモートコンソールで接続する場合に使用する vmware-authd

• 22 ー サービスコンソールへのセキュア シェル接続に使用する SSH

• 23 ー サービスコンソールへの非セキュア シェル接続に使用する Telnet

• 21 ー 他のマシンとの間でのファイルの転送に使用する FTP

• 111 ー リモートマシン上のドライブをマウントする時にNFSクライアン
トが使用する portmap
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ESX Server でデバイスを使用
ここでは、ESX Server でデバイスを使用する際の注意点を説明します。

Generic テープ / メディアチェンジャのサポート
ゲストOSがメディアチェンジャを直接認識し、管理するためには、ター
ゲットとなる Rawデバイスの構成ファイルにある SCSI ID が、ESX Server が
そのデバイスに対して認識する SCSI ID と一致していなければなりません。
ESX Server が認識する SCSI ID を確認するには、 /proc/vmware/scsi/
vmhba<x>/<y>:<z>という名前が付けられている各ファイルの出力を表示
します。ここで <x>には ESX Server が割り当てた HBA ID が、<y>には
SCSI ターゲット ID が、<z>には SCSI LUN ID が入ります。

仮想マシンにテープデバイスを追加する際の詳細は、「テープドライブを仮
想マシンに追加 (p.141)」をご覧ください。

vmware-device.map.local ファイルの編集
/etc/vmware/vmware-device.mapファイルには、ESX Server がサポート
するデバイスの一覧が含まれています。今回のリリースでは、このファイル
のローカル版 /etc/vmware/vmware-device.map.localもサポートし
ています。

vmware-device.map.localを変更すれば、異なるデバイスドライバを指
定することができます。ESX Server をアップグレードしても、このファイル
は変更されず、ユーザーが行った変更をそのまま残します。vmware-

device.map.localは、VMkernel の読込み時に読み取られます。

• vmware-device.map.localファイルに変更を行った場合、その変更
を反映させるには再起動、または最低でも VMkernel のアンロード /
ロードを行う必要があります。

• vmware-device.map.localファイルのエントリは、vmware-
device.mapファイルのエントリに追加されて使用されます。
vmware-device.map.localファイルが vmware-device.mapファ
イルと全く同じである必要はありません。

• vmware-device.mapファイルのエントリに相当するものが vmware-

device.map.localファイルに存在する場合、そのエントリが
vmware-device.mapファイルのエントリに優先されます。
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ディスクコントローラの検出
vmkpcidivyコマンドを使えば、ESX Server が認識する物理ディスクコント
ローラ及びリンクされているデバイス名を Service Console に一覧表示する
ことができます。物理ディスクコントローラは、SCSI デバイスでもディス
クアレイコントローラといったブロックデバイスでも構いません。

vmkpcidivyコマンドで-queryオプションを使用すれば、 ESX Server構成の
詳細情報も報告されます。例えば、vmhba_devsという照会オプションを
使えば、ディスクコントローラと関連デバイス名を全て表示することができ
ます。

$ vmkpcidivy -q vmhba_devs

vmhba0:0:0 /dev/ida/c0d0

vmhba1:0:0 /dev/sda

vmhba1:0:1 /dev/sdb

また、単数形の vmhba_dev照会オプションを使えば、特定のコントローラ
にリンクされているデバイス名を見つけることが可能です。

$ vmkpcidivy -q vmhba_dev vmhba0:0:0

/dev/ida/c0d0

vmhba_dev照会オプションに使用する引数は、単独のコントローラ名でも
複数のコントローラ名でも構いません。
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VMware Remote Console を使って
ユーザーが仮想マシンを閲覧できる
ように設定
ESX Server のデフォルトのセキュリティ設定では、リモートコンソールを仮
想マシンに接続する際に、ユーザーに読み取り (r) と実行 (x) のアクセス権が
必要です。ただし、読み取り権限しか持たないユーザーにもアクセスを許可
したい場合は、下記のグローバル構成設定でそのように指定することができ
ます。

authd.policy.allowRCForRead = “TRUE”

上記の行を /etc/vmware/configファイルに追加してください。この設
定によって、読み取り権限しか持たないユーザーがリモートコンソールを
使って仮想マシンにアクセスできるようになります。

注意： この構成設定は、ESX Server マシン上の全仮想マシンに反映されま
す。 個別の仮想マシン毎にこの設定を変えることはできません。
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6 章
ESX Server の管理
ESX Server の構成は、 VMware Management Interface（管理インターフェイ
ス）を使って表示、変更することが可能です。本章では、構成の変更オプ
ションをまとめて解説していきます。

• VMware ESX Server の変更 (p.224)

• メモリ使用状況の確認 (p.267)

• 仮想マシンに対してスタートアップ及びシャットダウン オプションを
設定 (p.271)

• サーバの再起動とシャットダウン (p.278)
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VMware ESX Server の変更
ESX Server の構成は、次の手順で変更します。

1. root の権限で VMware Management Interface（管理インターフェイス）
にログインします。

[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてください。[Options] ページが表示されま
す。

変更したいサーバ設定のリンクをクリックします。

3. 変更を行ってください。

画面に表示されているリンクやオプションをクリックしていきます。
変更可能な設定や実行可能なアクティビティとして、次のようなもの
が挙げられます。

• スタートアップ プロファイルの更新 (p.226)

• ネットワーク接続の変更 (p.227)

• ユーザーとグループの変更 (p.232)

• セキュリティ設定の構成 (p.237)
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• SNMP エージェントの構成 (p.239)

• ライセンスの確認とシリアル番号の変更 (p.240)

• SAN（Storage Area Networks）の構成 (p.240)

• アダプタのバインド (p.249)

• フェイルオーバーパスの接続を確認 (p.250)

• スワップファイルの構成 (p.253)

• 詳細設定の変更 (p.255)

• Service Console の構成 (p.256)

インストール中のサーバ構成に関する追加情報は、「VMware ESX Server
インストールガイド」 をご覧ください。
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スタートアップ プロファイルの更新
[Startup Profiles] オプションを利用すれば、ESX Server のブート構成を作成、
変更することができます。各構成に対して、デバイスの割り当て方法（仮想
マシンに割り当て、サービスコンソールに割り当て、両方で共有）を指定す
ることができます。

スタートアッププロファイルの変更に関しては、「VMware ESX Server イン
ストールガイド」をご覧ください。

SCSI アダプタやネットワークアダプタなど新しいハードウェアを ESX Server
システムに追加する場合、その新しいハードウェアを vmkernelと仮想マ
シンに割当てるのか、あるいはサービスコンソールに割当てるのかを指定す
ることができます。

また、サーバに対してハイパースレッディングを有効にする際にも、スター
トアッププロファイルを使います。ハイパースレッディングにより、ESX 
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Server が、システムにインストールされている物理CPUごとに 2個の論理
CPUで動作できるようになります。この機能を有効にするには、[Enable 
Hyper-Threading] オプションを選択してください。ハイパースレッディング
に関する詳細は、「ハイパースレッディングの使用 (p.415)」をご覧くださ
い。

スタートアッププロファイルに変更を加えた場合、その変更を反映させるに
はサーバを再起動する必要があります。

ネットワーク接続の変更
ネットワーク接続の構成は、[Network Connections] オプションを使って行
います。このオプションでは、新しく仮想スイッチを作成することも、既存
のスイッチを変更することもできます。

新しく仮想スイッチを作成
1. root の権限で VMware Management Interface にログインします。
[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてから、[Network Connections] タブをク
リックしてください。[Create Virtual Switch] ウィンドウが現れ、新しい
スイッチ向けの構成オプションを表示します。

3. [Network Label] フィールドに仮想スイッチ名を入力してください。
Network Labels 機能によって、仮想マシンが使用するスイッチとポー
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トグループ向けのネットワークラベルを指定することが可能となりま
す。 

4. [Bind Outbound Adapters] には、利用可能なアダプタがすべて一覧表示
されます。 新しいスイッチに割りあてるアダプタを選択してください。

5. [Other Outbound Adapters] には、他のスイッチに現在割当てられてい
るアダプタが一覧表示されます。 新しいスイッチに割当て直したい場合
は、該当するアダプタを選択してください。 

6. 物理アダプタを選択し終えたら [Create Switch] をクリックします。こ
れで新しい仮想スイッチが作成され、ウィンドウが閉じます。

既存の仮想スイッチを変更
1. 既存の仮想スイッチとそのアダプタを変更するには、[Edit] をクリック
してください。[Edit Virtual Switch] ウィンドウが現れ、該当するスイッ
チの既存の構成とアダプタ設定を表示します。 

2. [Network Label] フィールドでは、スイッチのネットワークラベルを変
更します。Network Labels 機能によって、仮想マシンが使用するス
イッチとポートグループ向けのネットワークラベルを指定することが
可能となります。

注意：仮想マシンが該当するスイッチを使用するように構成されている
場合、ラベル名を変更すると、その仮想マシンはパワーオンしません。 

3. [Bind Outbound Adapters] には、利用可能なアダプタがすべて一覧表示
されます。 スイッチに割りあてるアダプタを選択してください。

4. ネットワークトラフィックをローカルに送信するためには、アダプタ
の選択をすべて解除し、[OK] をクリックしてください。すると、その
仮想スイッチ向けの内部アダプタが作成されます。この構成を選択す
ると、「No outbound adapters. Traffic routed locally.」というメッセージ
が表示されます。

5. [Other Outbound Adapters] の箇所では、[Bind Unassigned Adapters] に
未割り当てのアダプタが一覧表示されます。スイッチに割当てるアダ
プタを選択してください。一覧表示されたアダプタは、別のスイッチ
から構成中の仮想スイッチに移動させることができます。

6. 物理アダプタを選択し終えたら [OK] をクリックしてスイッチの新しい
構成を保存し、ウィンドウを閉じます。

7. スイッチを削除するには、[Remove Switch] をクリックしてください。
すると仮想スイッチが削除され、編集ページで行った構成上の変更は
保存されません。
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ポートグループの作成
ポートグループは、仮想ローカルエリアネットワーク（VLAN）を使った
ネットワーク エクステンションです。VLANを使えば、あたかも隔離された
共通の物理ネットワークに接続されているかのように、構成済みのネット
ワーク間でセキュア通信を行うことができます。 ポートグループを作成する
には、既にネットワークが構成されている必要があります。

1. root の権限で VMware Management Interface にログインします。
[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてから、[Network Connections] タブをク
リックしてください。[Virtual Switches] ウィンドウが表示されます。

3. スイッチに対してポートグループを作成するには [Port Groups] の横の
[Add] をクリックしてください。[Create Port Groups] ウィンドウが現
れ、ポートグループ向けの構成オプションを表示します。 

4. [Port Group Label] フィールドにポートグループ名を入力してください。

5. [VLAN ID] フィールドには、1から 4095 の間の数字を入力してくださ
い。 

6. [Create Port Group] をクリックします。これで新しいポートグループが
作成され、ウィンドウが閉じます。

vmkernel による VLANタギングを無効化
仮想ローカルエリアネットワーク（VLAN）が ESX Server 内で作成されると、
デフォルトで vmkernel がイーサネットフレームの VLANプロセッシングを
管理します。vmkernel に VLAN プロセッシングを管理させたくない場合は、
ゲストOSと外部ネットワーク間のイーサネットフレームを全てパスするよ
うに vmkernel を構成することが可能です。

VLANプロセッシングの設定は、以下の手順で変更します。 

1. [Options] タブで [Advanced Settings] を選択してください。[Advanced 
Settings] ページが現れ、構成パラメータの一覧を表示します。

2. Net.VlanTrunkingというパラメータを見つけてください。

3. そのパラメータの値をクリックしてください。[Modify VMkernel 
Parameter] ウィンドウが表示されます。

4. [Value] エントリフィールドに 1 を入力するとパラメータが有効になり、
0を入力するとパラメータが無効になります。

5. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、設定を保存します。 
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物理アダプタの構成
仮想マシンに割当てるネットワークアダプタの構成は [Network Connections]オ
プションを使います。ここではアダプタのスピードと二重設定を変更できます。

ネットワークのスピードと二重設定を構成
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って、仮想マ
シンに割当てられているイーサネットアダプタ向けのネットワーク設定を構
成する際、 各アダプタの実際のスピードと二重設定を確認することができま
す。アダプタが [Autonegotiate] に設定されている場合、上記の設定はアダ
プタとの交渉によって自動的に決定されたものです。設定が適切でない場合
は、変更したい物理アダプタの横にある [Edit] をクリックしてください。
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[Physical Adapters] 詳細ページで [Configured Speed, Duplex] プルダウンリス
トから必要な設定を選択してください。[OK] をクリックして新しいスピー
ド設定を保存します。
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ユーザーとグループの変更
ESX Server のユーザーやグループの追加、変更、削除には [Users and Groups]
オプションを使用します。このダイアログには、各ユーザーとユーザーが所
属するグループ、各グループとグループに所属するユーザーが表示されます。
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ユーザーとグループの追加
新しいユーザーは、次の手順で追加します。

1. [Users] リストを展開します。[Users] の横のプラス (+) 記号をクリック
してから [Add] をクリックしてください。[Edit Users and Groups] ペー
ジが表示されます。

2. [User Name] フィールドに新しいユーザー名を入力します。

3. [Home Directory] フィールドに、そのユーザーのサービスコンソールで
のデフォルトディレクトリ名を入力してください。

4. [New Password] フィールドに、そのユーザーアカウントのパスワード
を入力します。 

5. [Confirm New Password] フィールドに同じパスワードを入力します。

6. 作成したユーザーをグループに追加するには、[Add] をクリックし、一
覧からグループを選択します。このユーザーを所属させたい各グルー
プに対して、この操作を行ってください。

注意： グループにユーザーを所属させたくない場合は、該当するグ
ループ名の隣の [Remove] をクリックしてください。
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7. 新しいユーザーアカウントの設定が完了したら、[OK] をクリックして
新しいユーザー情報を保存し、ウィンドウを閉じます。

新しいグループは、次の手順で追加します。

1. [Groups] リストを展開します。[Groups] の横のプラス (+) 記号をクリッ
クしてから、[Add] をクリックしてください。すると、[Edit Users and 
Groups] ページが表示されます。

2. [Group Name] フィールドに新しいグループの名前を入力します。

3. 作成したグループにユーザーを追加するには、[Add] をクリックし、一
覧からユーザーを選択します。このグループに所属させたい各ユー
ザーに対して、この操作を行ってください。

注意： グループからユーザーを削除したい場合は、該当するユーザー
名の隣の [Remove] をクリックしてください。

4. 新しいグループの設定が完了したら、[OK] をクリックして新しいグ
ループ情報を保存し、ウィンドウを閉じます。
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ユーザー及びグループの編集と削除
ユーザー情報の変更やユーザーの削除は、次の手順で行います。

1. [Users] リストを展開します。[Users] の横のプラス (+) 記号をクリック
してから、編集 /削除を行うユーザーをクリックしてください。する
と、[Edit Users and Groups] ページが表示されます。

2. 次のいずれかを実行してください。

• ユーザーのホームディレクトリを変更するには、[Home Directory]
フィールドに、そのユーザーのサービスコンソールにおけるデフォ
ルトディレクトリ名を入力します。

• ユーザーのパスワードを変更するには、[New Password] フィールド
にそのユーザーアカウントのパスワードを入力し、 [Confirm New 
Password] フィールドに同じパスワードを入力します。 

• ユーザーをグループに追加するには、[Add] をクリックして、一覧か
らグループを指定します。ユーザーを追加したい各グループに対し
て、この操作を繰り返してください。

• グループからユーザーを削除するには、そのグループ名の隣にある
[Remove] をクリックします。

• ユーザーを完全に削除するには、ユーザー名の隣にある [Remove] を
クリックしてください。すると、そのユーザーを本当に削除するの
か確認する画面が表示されます。ウィンドウは自動的に閉じます。

3. そのユーザーアカウントに対する変更を完了したら、[OK] をクリック
して変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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グループ情報の変更やグループの削除は、次の手順で行います。

1. [Groups] リストを展開します。[Groups] の横のプラス (+) 記号をクリッ
クしてから、編集 /削除を行うグループをクリックしてください。す
ると、[Edit Users and Groups] ページが表示されます。

2. 次のいずれかを実行してください。

• そのグループにユーザーを追加するには、[Add] をクリックして、一
覧からユーザーを指定します。グループに追加したい各ユーザーに
対して、この操作を繰り返してください。

• グループからユーザーを削除するには、該当するユーザー名の隣に
ある [Remove] をクリックします。

• グループを完全に削除するには、グループ名の隣にある [Remove] を
クリックしてください。すると、そのグループを本当に削除するの
か確認する画面が表示されます。ウィンドウは自動的に閉じます。

3. そのグループに対する変更を完了したら、[OK] をクリックして変更を
保存し、ウィンドウを閉じます。
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セキュリティ設定の構成
ESX Server のセキュリティ プロパティの設定には、[Security Settings] オプ
ションを使用します。 ここでは、暗号化されていないWebアクセスをセッ
トアップしたり、SSH、telnet 及び FTP のサーバへのアクセスやNFS ファイ
ル共有を有効にしたりすることができます。

サーバは、デフォルトで [High] セキュリティに設定されています。 この設定
では、暗号化されていない VMware Management Interface（管理インター
フェイス）や Remote Console（リモートコンソール）のセッションは許可
されません。[High] セキュリティは、リモートログインセッションが保護さ
れるように SSH アクセスを有効にしますが、同時に FTP、Telnet 及び NFS
ファイル共有サービスを無効にします。

[Medium] セキュリティを選択すると、暗号化されていない管理インター
フェイスやリモートコンソールのセッションは許可されません。このアクセ
スは FTP、Telnet、NFS ファイル共有及び SSH ( セキュアリモートログイン )
サービスを有効にします。

[Low]セキュリティを選択すると、暗号化されていない管理インターフェイス
やリモートコンソールのセッションが許可されます。また、 FTP、Telnet、NFS
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ファイル共有及び SSH ( セキュアリモートログイン )サービスも有効にしま
す。

カスタム セキュリティ設定を使用
セキュリティ設定をカスタマイズして、サーバにアクセスを提供する様々な
設定（暗号化されていないWebアクセス、SSH、telnet、FTP 及び NFS ファ
イル共有等）を有効 /無効にすることができます。 セキュリティ設定をカス
タマイズするには、[Custom] をクリックしてください。すると [Security 
Settings] 画面で特定のセキュリティ設定を選択できるようになります。

有効にしたい項目の横にあるボックスにチェックマークを付け、[OK] をク
リックします。
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SNMP エージェントの構成
ESX Server SNMP エージェント及びサブエージェントを構成し、サーバや
サーバ上で稼動する仮想マシンの状態を監視できるようにするには、[SNMP 
Configuration] オプションを使用します。

SNMPエージェントの構成に関しては、「VMware Management Interface で
ESX Server エージェントを構成 (p.284)」をご覧ください。SNMPに関する詳
しい情報は、「ESX Server で SNMP を使用 (p.279)」をご覧ください。
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ライセンスの確認とシリアル番号の変更
本製品の現在のライセンス情報を確認するには、[Licensing and Serial 
Numbers] オプションを使用します。ESX Server や ESX Server 向け VMware 
Virtual SMP 製品に対して新しいシリアル番号を獲得した場合は、ここから
入力することができます。

注意： シリアル番号を新しく入力したために、サーバ上でサポートされる
最大プロセッサ数が変更される場合、新しいライセンスを反映するために
サーバを再起動するように求められます。

SAN（Storage Area Networks）の構成 
SAN や ESX Server 及びその仮想マシン向けに接続されているストレージデ
バイスを管理するには、[Storage Management] オプションを使用してくだ
さい。 

SAN 上のディスクは複数の ESX Server コンピュータからアクセスされる恐
れがあるため、SAN独特の構成上の問題が存在します。
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SAN に関する詳細は、「SANを ESX Server で使用 (p.331)」をご覧ください。

注意： VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使い、
VMFS-2 ボリュームのフォーマットを実行して SANを構成中は、単一の ESX 
Server システムしか SANにアクセスさせないでください。構成を終えたら、
複数の ESX Server がアクセスできるように、必ず共有ディスクの全パー
ティションを Public または Shared アクセスに設定してください（「VMFS へ
のアクセス (p.309)」をご覧ください )。

ストレージの構成：ディスクパーティションとファイルシステム
「Disks and LUNS」ウィンドウでは、ディスク上のパーティションやファイ
ルシステムを確認、変更することができます。ここから、仮想マシンのディ
スクを格納するのに適した、VMFS ファイルシステムを使ったディスクパー
ティションを作成することができます。また、既存のパーティションを編
集、削除したり、ラベルを付けたりすることも可能です。VMFS パーティ
ションを編集する場合、ボリューム ラベル、最大ファイルサイズ、アクセ
スモード及びそのパーティションをスパンするかどうかを指定できます。
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ディスクパーティションの作成
VMFS ボリュームに空き容量が存在していれば、新しくディスクパーティ
ションを作成することができます。SCSI デバイスの認識方法に関するバック
グランド情報は、「SCSI ターゲット ID を確認 (p.327)」を参照してください。

注意： ESX Server のインストール時には、パーティションのセットアップ
（Linux ファイルシステムのボリュームや Linux スワップスペースに使用され
るボリューム等）を変更できません。

ディスクにコア ダンプファイルが存在しない場合、作成する機会が与えら
れます。新しくボリュームを作成すると、ディスクに残っている空き容量が
全て使用されます。ESX Server は、そのボリュームのファイルシステムに基
づいて、最大ファイルサイズの最適値を算出します。 

注意： コアダンプパーティションは、SANディスクに格納しないでください。
SANケーブルが取り外されると、ESX Server が不安定になってしまいます。
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新しいパーティションは、次の手順で作成します。

1. 「Disks and LUNS」ウィンドウで [Create Volume] をクリックしてくださ
い。すると、ディスクの構成方法を尋ねられます。
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2. [Typical] をクリックしてください。

コア ダンプパーティションが存在しない場合、それを作成するかどう
か聞かれます。

コア ダンプパーティションは、VMkernel がクラッシュした場合に生成
される情報を記録します。コアダンプ情報は、VMkernel の問題をデ
バッグする際に重要です。

残りのディスクやアレイは、仮想マシンのディスクファイルを格納す
る VMFS パーティションとして使用されます。VMFS パーティション
は、仮想マシンのファイルに対する高速アクセスを提供します。つま
り、仮想マシンが Raw SCSI パーティションにインストールされている
場合と本質的に同じパフォーマンスを実現することができます。

注意： プライマリパーティションは、1つのドライブに最大４つまでし
かを作成できませんので、注意してください。（複数の論理パーティ
ションを持つ）拡張パーティションが存在する場合、それも 4つのプ
ライマリパーティションの 1つに数えられます。
www.vmware.com244



第 6 章  ESX Server の管理
3. [Yes] をクリックすると、コア ダンプパーティションが作成されます。
ESX Server はまた、VMFS パーティションも作成します。

パーティションを作成したら、ボリュームラベルを追加し、アクセスモード
や最大ファイルサイズを決定することができます。また、そのディスクを他
の Public に設定されているパーティションとスパンすることも可能です。
アクセスモードに関しては、「VMFS へのアクセス (p.309)」をご覧ください。

ディスクパーティションの編集
編集したいパーティションを指定してから [Edit] をクリックします。

ESX Server 2.1 には、新しいファイルシステム VMFS version 2 (VMFS-2) が含
まれます。指定したパーティションが VMFS-1 向けにフォーマットされてい
る場合、VMFS-2 に変換可能です。このファイルシステムの詳細は、「SCSI
ディスクと RAID 上でのファイルシステムの管理 (p.306)」をご覧ください。
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指定したパーティションに対して、次の変更を行うことができます（次のい
ずれかを実行できないパーティションもあります）。

• ボリュームタイプの設定

• ボリュームラベル名の変更

• ボリュームのアクセスモードの設定

• ボリュームの最大ファイルサイズの設定

ボリュームへのアクセスモードの設定
VMFS ボリュームへのアクセスには、2つのモード（Public と Shared）があ
ります。

• Publicモード は、ESX Server のデフォルトモードです。弊社では、この
モードの使用をお勧めいたします。

VMFS version 1 (VMFS-1) ボリュームが Public に設定されている場合、
その VMFS ボリュームが共有ストレージシステムにある限り（例えば
SAN上の VMFS）、複数の ESX Server コンピュータが VMware ESX Server
ファイルシステムにアクセスできます。ただし、VMFS ボリュームに一
度にアクセスできるのは 1つの ESX Server のみです。 

VMFS version 2 (VMFS-2) ボリュームが Public に設定されている場合、
複数の ESX Server コンピュータが同時に VMware ESX Server ファイルシ
ステムにアクセスできます。Public モードの VMware ESX Server ファイ
ルシステムは、ファイルシステムの整合性を確保するために、自動
ロック機能を提供しています。

• Sharedモードは、同じ、あるいは異なる ESX Servers 上の仮想マシン間
のフェイルオーバー用クラスタリングに使用する VMFS ボリュームで
使います。 

注意： VMFS ボリュームのアクセスモードを変更する場合、スワップ
ファイルが存在するのであれば、それを無効にします。スワープファ
イルの無効化に関しては、「スワップファイルの構成 (p.253)」をご覧く
ださい。

VMFS で許可される最大ファイルサイズの変更
デフォルト最大サイズの 144GB を超える仮想ディスクを持つ仮想マシンを
作成する予定であれば、[Max File Size] フィールドの値を変更してください。

VMFS ボリュームのスパン
スパンすることができるのは、VMFS-2 ボリュームのみです。ボリュームを
スパンすれば、複数の VMFS ディスクパーティションを使って、そのボ
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リュームを構成することが可能です。ボリュームがスパンされている個々の
ディスクやパーティションは、「エクステント」と呼ばれます。この方法に
よって、1つのパーティションで実現可能なサイズを超えた単一のボリュー
ムを作成することができます。ただし、スパンされたボリュームやエクステ
ントでは、最大ファイルサイズを変更できません。

スパンされているボリュームや、他のボリュームをスパンしているボリュー
ムは、削除することができません。別のボリュームにスパンするには、該当
するボリュームラベルの横のボックスにチェックマークを付けてください。

注意： VMFS ボリュームがエクステントにスパンすると、そこに保存されて
いたデータは失われます。このため、スパンする際は新規作成されたパー
ティションをご使用になることをお勧めいたします。

パーティションを VMFS-2 に変換 
パーティションを VMFS-2 に変換するには、[Convert to VMFS-2] リンクをク
リックしてください。ファイルシステムを変換するには、存在するスワップ
ファイルを無効にする必要があります。スワップファイルの無効化は、「ス
ワップファイルの構成 (p.253)」を参照してください。

注意： VMFS-2 ボリュームのメタデータは、VMFS-1 ボリュームのメタデー
タ以上のスペースを使用します。ファイルパーティションをスムーズに変換
するには、より大きなディスクスペースを確保するためにファイルを移動す
る必要があるかもしれません。

ディスクパーティションの削除
ディスクパーティションを削除するには、[Remove] をクリックしてくださ
い。そのパーティションを本当に削除するのかを確認するメッセージが表示
されます。特定のパーティションを削除するには、[Edit] をクリックしてか
ら [Remove] をクリックしてください。 

ボリュームが既に他のボリュームにスパンされている場合、削除できません。

詳しくは、「SCSI ディスクと RAID 上でのファイルシステムの管理 (p.306)」
をご覧ください。

• パーティションを VMFS-2 に変換するには、[Convert to VMFS-2] リンク
をクリックしてください。ファイルシステムを変更する場合、存在す
るスワップパーティションを無効にします。パーティションの無効化
に関しては、「スワップファイルの構成 (p.253)」をご覧ください。

• パーティションの削除
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[Remove] をクリックします。そのパーティションを本当に削除するの
か確認するメッセージが表示されます。スパンされているボリューム
は削除できません。
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アダプタのバインド
この「Adapter Bindings」には、システムの各HBA（Fibre Channel ホストバ
スアダプタ）にバインドされているワールドワイドポート名（WWPN）が
表示されます。また、各HBAの固定 (Persistent) バインドのステータスも確
認できます。固定バインドでは、ESX Server が特定のターゲット ID を特定
の SCSI デバイスに割当てます。このターゲット ID の割当ては、ユーザーが
変更しない限り、再起動しても変わりません。

固定バインドは、ESX Server で Rawディスクを使用している場合に特に便
利です。Rawディスクは、SAN (storage area network) 上の物理ディスクド
ライブに直接マップされています。ESX Server は、このディスク上のデータ
に（VMFS ボリューム上のファイルとしてではなく）Rawディバイスとして
直接アクセスします。
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フェイルオーバーパスの接続を確認
[Failover Paths] ページでは、ユーザーのシステムと SAN LUN 間のパスの現
在の状態を確認できます。マルチパスがサポートされているため、ホストバ
スアダプタ (HBA)、スイッチ、ストレージコントローラ、あるいはファイバ
チャネルが故障した場合にも、ユーザーのシステムはサーバマシンとスト
レージデバイス間で安定した接続を維持することができます

このページは、各 SAN LUN (Logical Unit Number) に対して利用可能なパス
と優先パスを表示します。デフォルトでは、ESX Server は前回 LUNのアク
セスに利用したパスを選択します。

フェイルオーバーパスは、アダプタ、ターゲット、LUN及びその LUN向け
の SANターゲットを示します。各 SANターゲットはWWPN (World Wide 
Port Name) で特定されます。

各パスの状態は、その時点の状態を表すシンボルで確認できます。

 ー このマークは、パスが有効でデータが問題なく転送されていることを
示しています。
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 ー このマークは、パスが無効に設定されており、有効にできることを示
しています。

 ー このマークは、パスが有効であるはずなのに、ソフトウェアがこのパ
スを使って LUNに接続できないことを示しています。

LUNが優先パスを使用するように設定した場合、[SAN Target] の一覧の後
に、優先パスには [Preferred] というラベルが表示されます。

フェイルオーバー ポリシーを設定
フェイルオーバーパスの編集機能を利用すれば、特定のパスから別のパスに
LUNアクセスを移行する際のポリシーを設定できます。

LUNに対するフェイルオーバー ポリシーは、次の手順で変更します。

1. [Failover Paths] ページから [Edit] をクリックします。構成ページが現れ
て、パスの現在の状態とフェイルオーバー ポリシーのオプションを表
示します。

2. フェイルオーバー ポリシーとして以下のいずれかを選択してください。

• [Fixed] ー 可能な限り優先パスを使用します。

• [Most Recently Used] ー 前回アクティブだったパスを使用します。

3. [Fixed] を選択した場合、次に優先パスを指定します。これには、使用
したいパスの [Adapter] アイコンプルダウンメニューで [Preferred] を選
択してください。
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4. [OK] をクリックして設定を保存し、[Failover Paths] ページに戻ります。
フェイルオーバーパスの一覧にある各 SAN LUN の横に、指定したフェ
イルオーバー ポリシーの名前が表示されます。

フェイルオーバー ポリシーに関する詳しい情報は、「LUNにマルチパス ポ
リシーを設定 (p.344)」をご覧ください。

フェイルオーバーパスの設定
また、[Adapter] アイコンプルダウンメニューでステータスを変更すること
によって、個別のフェイルオーバーパスの有効 /無効を切り替えることもで
きます。
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スワップファイルの構成
スワップファイルを作成、構成するには、[Swap Configuration] オプションを
使用してください。スワップファイルを使用すれば、サーバ上で実際に利用可
能なメモリ量以上のメモリを仮想マシンが使用できるようになります。バック
グランド情報は、「メモリリソースの管理 (p.427)」を参照してください。

管理インターフェイスを使えば、1個のスワップファイルを管理することが
できます。ESX Server では、最大 8個のスワップファイルを管理できます
が、これには vmkfstoolsを使用する必要があります。vmkfstoolsに関
する情報は、「vmkfstools の使用 (p.311)」を参照してください。
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スワップファイルの設定を変更するには、[Edit] をクリックしてください。

次の設定を変更することができます。

• スワップファイルを格納するボリューム

• スワップファイルの名前。デフォルトは SwapFile.vswpです。スワッ
プファイルの名前を変更するには、[File Name] リストから [Other] を選
んでから、スワップファイル名を入力してください。ファイルには
.vswp拡張子が必要です。

• スワップファイルの容量（MB）。推奨値がデフォルトで表示されます。

• アクティベーションの方法。スワップファイルは、システムの起動時
に有効にすることも、手作業で有効にすることもできます。スワップ
パーティションを無効にするには、[Activation Policy] を [Activated 
manually] に設定してから、サーバを再起動します。再起動しなけれ
ば、スワップファイルは無効になりません。

注意： オリジナルの構成にスワップスペース量の変更を行っているため、
変更を反映させるためにサーバを再起動させなければなりません。スワップ
ファイルを手作業で有効にするように設定している場合、再起動後にスワッ
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プファイルが有効になりません。有効にするには、 vmkfstools -wを使用
します。

詳細設定の変更
VMkernel の構成パラメータを確認、変更するには、[Advanced Settings] オ
プションを使用してください。 

VMware ESX Server コンピュータを構成すると（「VMware ESX Server インス
トールガイド」をご覧ください )、各種システムパラメータにあらかじめ決
まった値が割当てられます。このようなパラメータは、例えばメモリ、プロ
セッサやネットワークの設定をコントロールし、仮想マシンの動作状況に影
響を与えます。このような設定は、管理インターフェイスで確認できます。

root ユーザーとしてログインしている場合、このようなパラメータの値を
変更できます。これらの値を変更すれば、仮想マシンの動作状況を調整する
ことができます。

注意： 弊社サポートチームと連絡を取られている場合、あるいはどのよう
な値に変更するかに関して完全な情報を準備されている場合以外は、これら
の設定を変更しないでください。
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注意： このページに示されている構成設定の中には、ESX Server マニュアル
に記載されており、マニュアルに従って変更を行えるものもあります。ただ
し、ほとんどの設定は、弊社テクニカルサポートがアドバイスしない限り変
更を行わないでください。

VMkernel 構成パラメータの設定を変更するには、その値のリンクをクリッ
クします。すると、「VMkernel Parameter Update」ウィンドウが管理イン
ターフェイスのウィンドウ上に表示されます。 

[New Value] フィールドにそのパラメータの値を入力し、 [Update] をクリッ
クします。ウィンドウが閉じて、更新されたパラメータが [Advanced 
Settings] ページに表示されます。

Service Console の構成
サービスコンソール向けに、サーバプロセッサとディスクリソースを構成す
ることができます。これらリソースは、 サービスコンソールと、ESX Server
システム上の同じディスクに存在する VMFS パーティション上の全仮想ディ
スクとの間で分割されます。

管理インターフェイスに root の権限でログインしてください。[Options] タ
ブをクリックしてから [Service Console Settings] をクリックします。
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Service Console のプロセッサ使用状況を設定
サービスコンソールのプロセッサ使用状況を確認、設定するには、[CPU] タ
ブをクリックしてください。すると [CPU] ページが表示されます。

[CPU] ページには、サービスコンソールによるサーバプロセッサの使用率
と、サービスコンソールへの CPUリソースの割り当て方法が表示されます。

[Resources] の箇所にある値は、サービスコンソールに許可されているプロ
セッサ使用率の範囲を示しています。ここで、[Minimum] の値はサービス
コンソールで常に利用可能なプロセッサ容量を、[Maximum] の値はプロ
セッサがアイドル状態であってもサービスコンソールが消費することができ
るプロセッサ容量の最大値を示します。

[Shares] の値はプロセッサ容量を割り当てる際の相対的なメトリックで、
サーバ上の全仮想マシン及びサービスコンソールのシェアの総計と比較して
決定されます。

例えば、1台の仮想マシンがサービスコンソールと同じドライブに格納され
ており、最小 CPU使用率として 20%、最大 CPU使用率として 50%が設定
されているものとします。一方、サービスコンソールには最小 CPU使用率
として 30%が設定されており、最大 CPU使用率は指定されていないものと
します。ここで、仮想マシンに 3000 CPU のシェアを、サービスコンソール
に 1000 CPU シェアを割当てて見ましょう。

ESX Server は上記の割り当て設定を認識し、どんな場合でも、仮想マシンへ
の CPU割当てが総物理 CPUリソースの 20%以下にならないように、また
サービスコンソールへの割り当てが総物理 CPUリソースの 30% 以下になら
ないようにします。

ただし、同じディスクの他の仮想マシンがアイドル状態になると、ESX 
Server は仮想マシンとサービスコンソールの CPUシェアに応じて、余分な
CPU 時間を再配分します。稼動中の仮想マシンは、余分なリソースが利用
できるようになると、それを受け取ることができます。この例では、指定し
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た CPUシェアに応じて、仮想マシンが サービスコンソールの 3倍の CPU時
間を受け取ることになります。

つまり、仮想マシンの CPU使用率が 20% ～ 50%の間である限り、サービ
スコンソールの 3倍の CPU時間を仮想マシンが受け取ります。実際には、 3
倍の CPU時間を割当てられると仮想マシンの最大 CPU使用率である 50%
を超えてしまうために、その仮想マシンはサービスコンソールの 2倍の
CPU時間しか受け取らないかもしれません。

これらの値は変更することができます。[Edit] をクリックしてください。す
ると「Edit CPU Resources」ウィンドウが表示されます。

設定を変更したら [OK] をクリックしてその変更を保存し、ウィンドウを閉
じます。

サービスコンソールと同じディスク上で多数の仮想マシンを実行するのであ
れば、プロセッサの最小使用率を増加させることを考慮してみてください。
そうしなければ、仮想マシンがアイドル状態の時でも、サービスコンソール
でパフォーマンスに問題が生じるかもしれません。

[Disk] タブをクリックすると、サービスコンソールのプロセッサ使用状況に
関する情報を確認できます。
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Service Console のディスク使用状況を設定
サービスコンソールのディスク使用状況を確認、設定するには、[Disk] タブ
をクリックしてください。すると [Disk] ページが表示されます。

[Disk] ページには、ハードディスクのパフォーマンス情報とサービスコン
ソールに割当てられるリソースが表示されます。 ディスク帯域幅は、サーバ
の物理ディスクに書き込まれる、あるいはそこから読み出されるデータの量
を示します。

[Performance] の箇所にある値は、 サービスコンソールがサーバの物理ディ
スクに書き込む、あるいはそこから読み出す時にどのくらいの帯域幅を使用
するかを示します。

[Shares] の値はディスク帯域幅を管理する際の相対的なメトリックで、サー
ビスコンソールと同じディスクに存在する全仮想マシン及びサービスコン
ソールのシェアの総計と比較して決定されます。

例えば、サービスコンソールと2つのVMFSパーティション（VMFS-A及び
VMFS-B）が、ESX Server 上の同じハードディスクに存在する場合を考えてみ
ましょう。 ここで、サービスコンソールに2000シェアが、VMFS-Aと VMFS-B
にそれぞれ1000シェアが設定されているとすると、サービスコンソールに
VMFS-Aと VMFS-B の 2倍の帯域幅が割当てられることになります。
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シェアの値は変更することができます。[Edit] をクリックしてください。

シェアの値を変更したら、[OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウ
を閉じます。

[CPU] タブをクリックすれば、サービスコンソールプロセッサの使用状況に
関する情報を確認できます。

システムのログとレポートを確認
管理インターフェイスを使って次のログファイルやレポートを確認するに
は、[System Logs] と [Availability Report] オプションを使用します。 

• サービスコンソールの /var/log/vmkwarningから収集した、
VMkernel の警告と重大なシステムアラート 。詳しくは「VMkernel の警
告を表示 (p.261)」を参照してください。

• サービスコンソールの /var/log/vmkernelから収集した、VMkernel
のメッセージ。詳しくは「VMkernel のメッセージを表示 (p.262)」を参
照してください。

• サービスコンソールの /var/log/messagesから収集した、サービス
コンソールのメッセージ。詳しくは「Service Console のログを表示 
(p.264)」を参照してください。

• サーバのアップタイムやダウンタイムに関する情報や統計を含む、可
用性レポート。詳しくは「可用性レポートを表示 (p.266)」を参照して
ください。

メモリ不足エラー、ハードウェアの故障等が起こっていないか、VMkernel
の警告やアラートメッセージを定期的に確認してください。

ログフィルや可用性レポートは、次の手順で表示します。

1. root の権限で管理インターフェイスにログインします。
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2. [Options] をクリックしてから [System Logs] をクリックします。

3. 表示させたいログファイルのタブをクリックしてください。

VMkernel の警告を表示
VMkernel の警告や重大なシステムアラートを確認するには、[VMkernel 
Warnings] タブをクリックしてください。

ここに表示される情報は、ESX Server や仮想マシンで問題が発生した場合に
役に立ちます。ログに警告が表示されている場合は、弊社知識ベースで確認
されるか、弊社サポートチームまでご連絡ください。詳しくは、「VMware 
ESX Server インストールガイド」をご覧ください。
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VMkernel のメッセージを表示
VMkernel のメッセージのログを確認するには、[VMkernel Log] タブをク
リックしてください。
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ここに表示される情報は、ESX Server や仮想マシンで問題が発生した場合に
役に立ちます。ログにアラートが表示されている場合は、弊社知識ベースで
確認されるか、弊社サポートチームまでご連絡ください。詳しくは、
「VMware ESX Server インストールガイド」をご覧ください。
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Service Console のログを表示
サービスコンソールのメッセージを確認するには、[Service Console Log] タ
ブをクリックしてください。
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ここに表示される情報は、ESX Server や仮想マシンで問題が発生した場合に
役に立ちます。ログにアラートが表示されている場合は、弊社知識ベースで
確認されるか、弊社サポートチームまでご連絡ください。詳しくは、
「VMware ESX Server インストールガイド」をご覧ください。
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可用性レポートを表示
サーバの可用性レポートを表示するには、[Availability Report] タブをクリッ
クしてください。

可用性レポートには、サーバのアップタイムやダウンタイムに関する有用な
情報（アップタイムの履歴に関する詳細統計やダウンタイムの解析等）が含
まれます。
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メモリ使用状況の確認
[Memory Utilization] ページには、ESX Server によるメモリ使用量と仮想マシ
ンへのメモリリソースの割当て状況が表示されます。 メモリ使用状況に関す
る詳細は、「Memory Resource Management (p.360)」を参照ください。

System Summary: Physical Memory
このチャートでは、サーバ上の物理メモリの現在の割り当て状況が確認でき
ます。

• [Virtual Machines] ー 仮想マシンに現在割当てられているメモリ

• [Shared Common] ー仮想マシン間で共有されているメモリのコピー 1
個に必要なメモリ

• [Virtualization] ー全仮想マシンとvmkernel の仮想化オーバヘッドの総計

• [Service Console] ー Service Console に割当てられているメモリ
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• [Free] ー システムや仮想マシンが現在使用可能なメモリ

• [Total] ー サーバ上の物理メモリの総計

Memory
• [Memory Savings Due to Sharing] ー仮想マシン間のメモリ共有によって
節約できたメモリ量

VMware ESX Server のワークロードの多くは、仮想マシン間でのメモリ
共有が効果的です。例えば、複数台の仮想マシンに同じゲストOS のイ
ンスタンスが実行されており、同じアプリケーションやコンポーネン
トがロードされていたり、共通のデータが保存されていることがあり
ます。この場合、VMware ESX Server は独自の透過的なページ共有テク
ニックを使用して 、冗長なメモリページのコピーを安全に削除しよう
とします。多くの場合、メモリを共有すると、仮想マシンで実行され
るワークロードは物理マシンで実行される場合ほどメモリを消費しま
せん。その結果、高レベルのオーバーコミットが効果的に実現されま
す。

System Summary: Reserved Memory
このチャートでは、現在の予約メモリの割当て状況とサーバ上のスワップス
ペースを確認できます。

RAM

• [Reserved] ー 既存の仮想マシンに必ず割当てることができるように予
約されているメモリ

• [Unreserved] ー 仮想マシンをパワーオン /パワーオンするために利用可
能な未予約のメモリ

• [Total] ー 予約 RAMメモリ及び未予約 RAMメモリの総計

Swap

• [Reserved] ー 既存の仮想マシン向けに予約されているシステムスワッ
プファイルのスペース

• [Unreserved] ー仮想マシンが現在使用することができる未予約のスワッ
プファイルスペースの総計

• [Total] ー システムスワップファイルの予約スペースと未予約スペース
の総計
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Memory

• [Memory Available to Power On a Virtual Machine] ー 次のシングル/デュ
アル プロセッサの仮想マシンをパワーオンする際に利用できる最大メ
モリサイズ

Virtual Machines: Virtual Machine Summary
このチャートは、実行中の仮想マシンごとに、その仮想マシンのメモリ割り
当ての詳細を示します。

Memory
• [Private] ー仮想マシンに割当てられているメモリのうち共有されていな
いメモリの総計

• [Shared] ー 仮想マシンに割当てられ、他の仮想マシンと安全に共有さ
れているメモリの総計

• [Swapped] ー 仮想マシンから強制的に解放されて、システムのスワッ
プファイルに保存されているメモリの総計

• [Balloon Driver] ー VMware Tools (vmmemctlドライバ )及びゲストOSと
協力して仮想マシンから解放されたメモリ

この方法はゲストOSが最も価値がないと判断したメモリを解放するた
め、仮想マシンからメモリを解放する際はこちらの方法を推奨します。
システムがバルーンドライバ (balloon driver) を「膨張」させて、仮想
マシン内で メモリ圧力を増加させるため、ゲストOS が自身のメモリ
管理アルゴリズムを起動させます。メモリが逼迫すると、ゲストOSは
どのメモリページを解放するかを決定し、必要があればこのメモリ
ページを自身の仮想ディスクにスワップします。この独自のテクニッ
クは、同様のメモリ逼迫状態時のネイティブなシステムの動作と非常
に類似した予測可能なパフォーマンスを提供します。

• [Unused] ー 仮想マシンがアクセスたことがない、つまり割当てられた
ことのないメモリ

• [Total] ー 仮想マシンに割当てられているメモリの総計

Virtual Machines: Virtual Machine Name
このチャートは、実行中の仮想マシンごとに、その仮想マシンのメモリ割り
当ての詳細を示します。

• [RAM] ー 仮想マシン内で稼動するゲストOS が使用するように設定され
た最大メモリ量。この値が現在仮想マシンに実際に割当てられている
メモリ量より大きいケースも頻繁に起こります。実際のメモリ割当量
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は、その時点でのメモリのオーバーコミットのレベルによって変動し
ます。

• [Private] ー 仮想マシンに割当てられたメモリで共有されていないもの

• [Shared] ー 仮想マシンに割当てられたメモリで共有されているもの

• [Swapped] ー 仮想マシンから強制的に解放されて、システムのスワッ
プファイルに保存されているメモリの総計

• [Balloon Driver] ー VMware Tools (vmmemctlドライバ )及びゲストOSと
協力して仮想マシンから解放されたメモリ

• [Unused] ー 仮想マシンがアクセスたことがない、つまり割当てられた
ことのないメモリ

• [Active] ー 仮想マシンが最近アクセスしたメモリ

• [Swap I/O] ー 仮想マシンがシステムスワップファイルとの間で読み取
り、書き込みを行う速度（バイト毎秒）

サーバメモリの仮想マシンへの割当を調整するには、該当する仮想マシン名
をクリックしてください。すると [Status Monitor] ページが表示され、その
仮想マシンに関する詳細を確認できます。仮想マシンの [Memory] タブをク
リックして仮想マシンに割当てられているメモリシェアの数値を設定してく
ださい。
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仮想マシンに対してスタートアップ及び
シャットダウン オプションを設定
システム全体に対する仮想マシンスタートアップオプションとシャットダウ
ンオプションを使用して、以下のことが可能です。

• システムの起動時あるいはシャットダウン時に、仮想マシンを起動 /
シャットダウンさせるかどうかをサーバに設定します。 

• 1台の仮想マシンを起動/停止してから次の仮想マシンを起動/停止する
までの待ち時間を設定します。待ち時間を設定すれば、複数のゲスト
OS を同時に起動 /停止ために要求されるプロセッサとメモリがシステ
ムに過度の負担をかけるのを防ぐことができます。

• 仮想マシンが起動 /停止するグルーバルな順番を決定します。

システム全体に対して上記の設定を行ったら、各仮想マシンごとに設定をカ
スタマイズすることが可能です。仮想マシンごとに上記設定を有効にするに
は、「仮想マシンのスタートアップ及びシャットダウンオプションを設定 
(p.144)」を参照してください。

システム構成の設定
システム全体に対する仮想マシンスタートアップオプションとシャットダウ
ンオプションには以下のものがあります。

• [Start Up and Shutdown Virtual Machines] ー システムと同時に仮想マシ
ンを起動 /停止するかどうか。このオプションを有効にすると、シス
テム上の全仮想マシンにデフォルトのスタートアップ /シャットダウ
ン ポリシー（ホストシステムの起動時には仮想マシンはパワーオンさ
れませんが、ホストシステムのシャットダウン時には全仮想マシンが
シャットダウンされます）が適用されます。後で、仮想マシンごとに
スタートアップ /シャットダウン ポリシーをカスタマイズすることが
できます。 

このオプションを無効にすると、システム上の仮想マシンにスタート
アップ /シャットダウン ポリシーを一切設定できません。

• [Continue Starting Virtual Machines After] ー各仮想マシンを起動する間
の待ち時間を設定します。次のオプションから選択可能です。

• [Don't Wait] ー 次の仮想マシンを即座に起動します。

• [<n> Minutes] ー次の仮想マシンを起動する前に <n>分間待機 
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• [Other] ー 次の仮想マシンを起動するまでの待ち時間をより長く設定

• [when VMWare Tools starts] ー 起動した仮想マシンでVMWare Toolsが
スタートするのを待ってから次の仮想マシンを起動。

注意： [when VMWare Tools starts] オプションは、次の仮想マシンを起
動する際の追加条件として適用されます。 このオプションは、プルダウ
ンメニューで設定した待ち時間を上書きしません。

• [Attempt to Continue Stopping Virtual Machines After] ー 各仮想マシン
をシャットダウンする間の待ち時間を設定します。サーバは、仮想マ
シンのシャットダウンが終了すると、即座に次の仮想マシンを停止し
ます。ここで設定する待ち時間内に仮想マシンがシャットダウンしな
い場合、サーバは次の仮想マシンを停止しようとします。

次のオプションを選択することができます。

• [Don't Wait] ー 次の仮想マシンを即座に停止

• [<n> Minutes at most] ー 次の仮想マシンを停止する前に <n>分間待機

• [Other] ー 次の仮想マシンを停止するまでの待ち時間をより長く設定
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システムの構成設定を有効化
システム全体に対する仮想マシンの構成設定を有効にするには、以下の手順
に従ってください。

1. [Options] タブから [Virtual Machine Startup and Shutdown] を選択しま
す。[System Configuration] ページが現れて構成パラメータの一覧を表
示します。

2. [System Configuration] の箇所で [Edit] をクリックします。[System 
Startup and Shutdown Defaults] ページが表示されます。
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3. システム全体のスタートアップ /シャットダウン ポリシーを有効にす
るには、[Start Up and Shut Down Virtual Machines] チェックボックスに
チェックマークを付けてください。

4. 1 台の仮想マシンを起動後に ESX Server が次の仮想マシンを起動するタ
イミングを設定するには、 以下のいずれか、あるいは両方を実行してく
ださい。

• 次の仮想マシンを起動するまでの待ち時間を指定するには、
[Continue Starting Virtual Machines After] リストで、表示されている
待ち時間（分）から選択するか、 待たずに次の仮想マシンを起動させ
る旨を指定します。リストに表示されていない待ち時間（分）を指
定したい場合は、[Other] を選択してから、表示される画面に待ち時
間（分）を入力してください。 ホストサーバのプロセッサとメモリに
過剰な負担がかかるのを避けるため、次の仮想マシンを起動するま
での待ち時間を設定することをお勧めいたします。 

• 仮想マシンで VMware Tools がスタートするのを待ってから次の仮想
マシンを起動する場合は、[when VMware Tools starts] をクリックし
てください。上記のステップで指定した時間が経過しても VMware 
Tools が起動しない場合は、ESX Server が次の仮想マシンを起動しま
す。

5. 1 台の仮想マシンを停止した後に ESX Server が次の仮想マシンを停止す
るタイミングを設定するには、[Attempt to Continue Stopping Other 
Virtual Machines After] リストで、待ち時間（分）から選択するか、 待た
ずに次の仮想マシンを停止させる旨を指定します。リストに表示され
ていない待ち時間（分）を指定したい場合は、[Other] を選択してから、
表示される画面に待ち時間（分）を入力してください。

6. [OK] をクリックして設定を保存します。

7. [Close Window] をクリックして管理インターフェイスの [Options] ペー
ジに戻ります。
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システムの構成設定を無効化
システム全体の構成設定を無効にするには、以下の手順に従ってください。

1. [System Configuration] の箇所の [Edit] をクリックしてください。
[System Startup and Shutdown Defaults] ページが表示されます。

2. [Start Up and Shut Down Virtual Machines] チェックボックスの選択を解
除してから [OK] をクリックします。 

3. [Close Window] をクリックして管理インターフェイスの [Options] ペー
ジに戻ります。

仮想マシンの起動順序を指定
システムと同時に仮想マシンが起動 /停止するかどうかを指定したら、仮想
マシンが起動 /停止する順番を設定できます。これによって、各仮想マシン
がスタートアップ /シャットダウンを行う順番をシステム規模で指定できま
す。このオプションを設定すると、各仮想マシンは以下のいずれかのカテゴ
リーに表示されます。

• [Specified Order] ー 起動 / 停止する順に仮想マシンを一覧表示します。

• [Any Order] ー 起動/停止の順番が決まっていない仮想マシンを一覧表示
します。
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仮想マシンの起動順序を変更
仮想マシンの起動順序を変更するには、[Startup Sequence] の箇所の [Edit]
をクリックしてください。[Virtual Machine Startup Sequence] 構成ページが
現れ、システム上の仮想マシンが表示されます。

仮想マシンの起動順序を指定するには、まず 1台あるいは複数台のマシン
の横にあるチェックボックスを選択してください。マシンを選択すると、ナ
ビゲーション用の矢印が強調表示されるようになりますので、その矢印を
使って 3つのリスト間で仮想マシンを移動させます。各仮想マシンは、次
のいずれかのオプションに設定することができます。

• [Other] ーシステムと同時に 起動 / 停止するように設定されていない仮
想マシンを一覧表示します。

• [Specified Order] ー 設定されている起動順序で仮想マシンを一覧表示し
ます。仮想マシンの停止順序は仮想マシンの起動順序と逆になります。
つまり、システム起動時に最後に起動した仮想マシンが、システムの
シャットダウン時には最初に停止します。起動順序を指定するには、
仮想マシンを選択してから、矢印を使ってリスト内で上下に移動させ
てください。

• [Any Order] ー 起動/停止の順序が特に設定されていない仮想マシンを一
覧表示します。システムと同時に起動 /停止させたいけれども特定の
順序を設定する必要がない仮想マシンは、このカテゴリーに移動させ
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てください。このカテゴリーの仮想マシンは、[Specified Order] リスト
に表示されている仮想マシンが全て起動 /停止するまで、起動 /停止を
行いません。
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サーバの再起動とシャットダウン
ESX Server が稼動しているコンピュータの再起動とシャットダウンは、次の
手順で行ってください。

1. root として 管理インターフェイスにログインします。

サーバに接続するURL は http://<hostname>です。

2. [Status Monitor] ページで仮想マシンが全てシャットダウンあるいはサス
ペンドされていることを確認したら、[Options] タブをクリックします。 

3. [Restart] または [Shut Down] をクリックして、サーバの再起動やシャッ
トダウンを行います。すると、下記の画面が表示されます。

4. 再起動 / シャットダウンの理由を入力してから [OK] をクリックします。
この情報は、信頼性モニタ用に収集されます。

5. システムが再起動 /シャットダウンし、ユーザーは管理インターフェ
イスからログアウトします。
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7 章
ESX Server で SNMP を使用 
SNMP (Simple network management protocol ) は、SNMPクライアント（ワーク
ステーション等）とSNMPエージェント（ホスト、ルータ、Xターミナル等の
リモートデバイス上で実行される管理ソフトウェア） 間の通信プロトコルです。
SNMPクライアントがSNMPエージェントに照会すると、エージェントはデバ
イスのステータスに関する情報をクライアントに提供します。SNMPエージェ
ントは、標準的な統計値およびコントロール値を集めたSNMP管理情報ベース 
(MIB)と呼ばれるデータベースを管理します。SNMPを使用すれば、特定デバイ
スに固有の値を使えるように、このような標準値を拡張することができます。

本章では、ESX Server での SNMP の使用に関する次の情報を提供します。 

• ESX Server を実行中のコンピュータを SNMPを使ってモニタ (p.280)

• ESX Server SNMP の設定とインストール (p.283)

• ESX Server エージェントの構成 (p.284)

• SNMP の設定 (p.288)

• SNMP をゲストOSに使用 (p.289)

• VMware ESX Server の SNMP 変数 (p.290)
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ESX Server を実行中のコンピュータを
SNMPを使ってモニタ
ESX Server のパッケージには、ESX Server を実行する物理マシン及びそこで
実行される仮想マシンのヘルスをモニタできる SNMPエージェントが含ま
れます。このエージェントはNet-SNMP をベースに、 ESX Server に固有の
データをサポートするように機能拡張されたものです。Net-SNMP に関する
バックグランド情報は、net-snmp.sourceforge.netでご覧いただけます。

ESX Server の SNMP エージェントは、管理情報ベース（MIB）を SMIv1
フォーマットで読込んでコンパイルでき、SNMPv1 トラップメッセージを理
解できる管理ソフトウェアであれば、一緒に使用することができます。

SNMPの階層構造における VMware サブツリーの位置は、以下のようになり
ます。

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

SNMP は、ESX Server に固有のアイテムを含めて使用することも、含めない
で使用することも可能です。

物理コンピュータに関する情報
SNMP get変数によって、物理コンピュータに関する多様な情報や仮想マシ
ンのリソース使用状況をモニタすることができます。 確認できる主な情報に
は、以下のようなものがあります。

• 物理コンピュータ上の CPU個数

• 特定の仮想マシンが使用している物理マシン上の 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容量 

• サービスコンソールが使用する物理メモリ

• 特定の仮想マシンが使用する物理メモリ

• 使用されていない物理メモリ

• 物理コンピュータ上のディスクの使用データ（読み込み数と書き込み
数、データの読み込み量と書き込み量など）

• 物理コンピュータのネットワークアダプタの使用データ（送信パケッ
ト数と受信パケット数、送信キロバイトと受信キロバイトなど）

• VMkernel の状態（読み込まれているかどうか）
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注意： この変数が VMkernel が読み込まれていないことを示している場
合、他の変数に対して報告される値は無効とみなされます。

仮想マシンに関する情報
SNMP get変数によって、そのコンピュータ上で実行される特定の仮想マシ
ンに関する数多くの情報をモニタすることができます。確認できる主な情報
には、次のものが含まれます。

• 仮想マシンの構成ファイルへのパス

• その仮想マシンで実行されているゲストOS

• 仮想マシンに使用許可されているメモリ量

• 仮想マシンの電源状態（オン /オフ）

• ゲストOSのオン /オフの状態（稼動中か稼動中でないか）

• 仮想マシンが認識するディスクアダプタ

• 仮想マシンが認識するネットワークアダプタ

• 仮想マシンが認識する FDドライブ

• FD ドライブの状態（接続 /切断）

• 仮想マシンが認識する CD-ROM

• CD-ROMドライブの状態（接続 /切断） 

注意： 仮想マシンの構成ファイルが ESX Server コンピュータにローカルに
保存されていれば、その仮想マシンに対する SNMP情報を確認できます。
構成ファイルがNFS にマウントされてるドライブに保存され当ている場合、
その仮想マシンの情報は SNMPテーブルに現れません。

SNMP トラップ
４つの SNMPトラップが、特定の仮想マシンにおける重大なイベントを知
らせます。関連仮想マシンは、ID 番号と構成ファイルへのパスで特定され
ます。トラップは次の報告を行います。

• 仮想マシンがパワーオンされた時

• 仮想マシンがパワーオフされた時

• 仮想マシンがゲストOSでハートビートを検出できなくなった時

• ゲストOSのハートビートが開始あるいは再開したことを、仮想マシン
が検知した時
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注意： ゲストOSのハートビートの中断や再開を検知するトラップは、ゲス
トOSに VMware Tools がインストールされていなければサポートされませ
ん。 

注意： VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って仮
想マシンを登録した場合、トラップはその場では生成されません。トラップ
の生成を有効にするには、vmware-serverdを再スタートさせる必要があ
ります。vmware-serverdを再スタートするには、サーバを再起動する
か、サービスコンソールに root としてログインしてから次のコマンドを発
行してください。

killall -HUP vmware-serverd
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ESX Server SNMPの設定とインストール
VMware ESX Server の SNMPを設定 
ESX Server 2.1 には、マスタ (snmpd) とサブエージェント (vmware-snmpd)
の 2 つのデーモンが含まれます（下図参照）。マスタの snmpdデーモンは、
ESX Server のパッケージに含まれるデフォルトの snmpdデーモンか、サー
ドパーティの SNMPアプリケーションデーモンを使用します。サブエー
ジェントの vmware-snmpdは、SNMPクライアントアプリケーションと直
接通信するマスタに、ESX Server MIB 情報をエクスポートします。

ESX Server の SNMPエージェントをインストール
デフォルトのマスタ snmpdデーモンとVMwareに固有の vmware-snmpd

デーモンは、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。

ESX Server MIBアイテムを表示させたいのであれあば、ESX Server SNMPサブ
エージェント (vmware-snmpd) を構成する必要があります。ESX Server に固有
のSNMPアイテムを必要としなければ vmware-snmpdの構成は行いません。

ESX Server をインストールし、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）を使って構成を行ってから、ESX Server SNMPサブエージェント
を構成します。ESX Server SNMPサブエージェントは、スクリプトを使用す
るか、VMware Management Interface を使って構成することができます。

必要に応じて、次のいずれかを実行してください。

• VMware Management InterfaceでESX Serverエージェントを構成 (p.284)

• Service Console から ESX Server エージェントを構成 (p.285)

次に、SNMP トラップの送信先を設定します。「SNMPトラップの送信先を
設定 (p.288)」を参照してください。

vmware-snmpd
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ESX Server エージェントの構成
VMware Management Interface で
ESX Server エージェントを構成
ESX Server SNMP サブエージェントは、次の手順で構成します。

1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）に root とし
てログインします。

[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてください。

すると [Options] ページが表示されます。

3. [SNMP Configuration] をクリックしてください。

このページのオプションは、2つの選択肢を切替えるトグルボタンに
なっています。オプションを変更するには、該当するリンクをクリッ
クしてください。
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4. snmpdデーモンのスタートアップ スクリプトとその構成ファイルへの
パスが正しいか確認してください。間違っている場合は、[Change] を
クリックして正しいパスを入力します。 

5. マスタ SNMP エージェントのステータスが [Running] いなっているこ
とを確認してください。

6. VMware に固有の SNMP MIB を表示させたい場合は、VMware SNMP サ
ブエージェントのステータスと VMware トラップを [Enabled] にしてお
く必要があります。

7. オプション：マスタ SNMPエージェント（及びステータスが [Enabled]
になっている場合は VMware SNMP サブエージェント）を起動時に自動
的にスタートさせるには、[Startup Type] が [Automatic] に設定されて
いるか確認してください。

8. トラップを構成します。「SNMPトラップの送信先を設定 (p.288)」を参
照してください。

Service Console から ESX Server エージェントを構成
ESX Server SNMPサブエージェントがデフォルトの snmpdやサードパーティ
の管理アプリケーションと動作するように構成するには、snmpsetup.sh

スクリプトを使います。

注意： VMware に固有の SNMP モジュールに関心がない場合は、このスクリ
プトを実行しないでください。このスクリプトはマスタ snmpdデーモンと
vmware-snmpdデーモン間の接続をセットアップすることにより、ESX 
Server MIB アイテムへのアクセスを可能にします。

注意： サードパーティの SNMPデーモンのセットアップに snmpsetup.sh

スクリプトを使用しないでください。

VMware SNMPデーモンをデフォルトの SNMPデーモンと併用
1. root ユーザーとしてサービスコンソールにログインし、以下の手順で
スクリプトを実行します。

2. 次のように入力してください。
snmpsetup.sh default

defaultオプションは、snmpd.confファイルをデフォルトのマスタ
SNMPデーモン向けにセットアップします。これによって snmpdが
vmware-snmpdに接続され、 ESX Server MIB アイテムの照会が可能にな
ります。
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3. 次に、このスクリプトはマスタ及びサブエージェント SNMPデーモン
を共にスタートさせます。 

VMware SNMP デーモンをサードパーティの管理アプリケーションと併用
1. まず、サードパーティの管理アプリケーションをインストールします。
管理アプリケーションのドキュメント及び ESX Server リリースノート
（www.vmware.com/support/esx2/doc/releasenotes_esx2.html ）を参照してく
ださい。

2. root ユーザーとしてサービスコンソールにログインし、以下の手順で
スクリプトを実行します。

3. 次のように入力してください。
snmpsetup.sh connect

connectオプションは、サードパーティのSNMPデーモンを使ってESX 
Server MIB アイテムをエクスポートするように構成します。サードパー
ティの管理アプリケーションをインストール後に ESX Server MIB アイテ
ムのエクスポートを有効にしたい場合は、このオプションを使用して
ください。

このスクリプトは、サードパーティのアプリケーション snmpdデーモ
ンを vmware-snmpdサブエージェントデーモンに接続します。

4. 次に、スクリプトが両方のデーモンをスタートさせます。

SNMP エージェントを自動的にスタート
サービスコンソールから root ユーザーとしてログインし、下記の
chkconfigコマンドを実行すれば、ESX Server の起動時にマスタ及びサブ
エージェント SNMPデーモンが自動的にスタートするように設定できます。

chkconfig snmpd on
chkconfig vmware-snmpd on

最初のコマンドは、マスタ SNMPデーモン（ESX Server パッケージに含まれ
るデフォルト SNMP デーモンかサードパーティ管理アプリケーション SNMP
デーモン）が ESX Server の起動時にスタートするようにします。

2番目のコマンドは、サブエージェント vmware-snmpdデーモンが ESX 
Server の起動時にスタートするようにします。

注意： マスタ snmpdデーモンは、単独でもサブエージェント vmware-

snmpdデーモンと併用しても実行できます。ただし、サブエージェントデー
モンは単独では実行できません。
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SNMP エージェントを手動でスタート
SNMP エージェントを手作業で実行する場合、サービスコンソールに root
としてログインし、次のコマンドを実行します。

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

最初のコマンドは、マスタ SNMPデーモン（ESX Server パッケージに含まれ
るデフォルト SNMPデーモンかサードパーティ管理アプリケーション SNMP
デーモン）をスタートさせます。

2番目のコマンドは、サブエージェント vmware-snmpdデーモンをスター
トさせます。

エージェントがスタートすると、デフォルトでバックグランドプロセスとし
て実行されます。

注意： 先にも述べたように、マスタ snmpdデーモンは、単独でもサブエー
ジェント vmware-snmpdデーモンと併用しても実行できます。ただし、サ
ブエージェントデーモンは単独では実行できません。
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SNMPの設定
SNMPトラップの送信先を設定
現時点では、トラップの送信先を VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）から設定することはできません。トラップを構成するには、
サービスコンソールに root ユーザーとしてログインし、次の手順で /etc/
snmp/snmpd.confファイルを変更します。

1. テキストエディタを使って、下記の行を追加してください。ここで、
mercury.solar.comの箇所にはトラップを受信するネットワーク上
のホスト名を代わりに入力してください。複数の送信先を指定する場
合は、この行を繰り返し追加します。
trapsink mercury.solar.com 

2. 下記の行を追加します。ここで、 publicの箇所には希望するコミュニ
ティ名を代わりに入力します。 この行は、1つのインスタンスしか追加
しないでください。
trapcommunity public 

3. 変更を保存します。

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 エージェントと併用するには、通常の
手順で次の作業を行ってください。

• 管理ソフトウェアで、ESX Server マシンを SNMP ベースの管理デバイス
に指定します。

• 管理ソフトウェアに適切なコミュニティ名を設定します。このコミュ
ニティ名は、マスタ SNMP エージェントの構成ファイルに設定されて
いる値（例えば、rocommunity、trapcommunity及び trapsink）
に対応していなければなりません。

• ESX Server の変数に対するシンボリック名を表示できるように、ESX 
Server MIB を管理ソフトウェアに読み込みます。MIB ファイルは、
VMware ESX Server 上の /usr/lib/vmware/snmp/mibsディレクト
リにあります。
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SNMP セキュリティを構成
ESX Server SNMP パッケージは、デフォルト構成では SNMPセキュリティに
最も単純なアプローチを取ります。つまり、読み取り専用アクセス権を持つ
単一のコミュニティを設定します。これは、snmpsetup.sh defaultの実
行によって設定される、マスタ snmpdデーモン向け構成ファイル
snmpd.confに存在する rocommunity構成パラメータで示されます。

SNMPは本来あまり安全なプロトコルではありませんが、コミュニティ 
ベースのセキュリティモデルは、このプロトコルを改良したものです。他に
も、アドミニストレータがより緻密なアクセス権のスキームを設定できるよ
うに、SNMPセキュリティメカニズムに機能強化が行われています。 詳しく
は、snmpd.conf(5) マニュアルページを参照してください。

SNMP をゲストOSに使用
SNMP を使ってゲストOSや仮想マシン内で稼動するアプリケーションをモ
ニタするには、通常その目的で使用する SNMP エージェントをゲストOSに
インストールしてください。ESX Server で特別な構成を行う必要はありませ
ん。

仮想マシンは独自の仮想ハードウェアデバイスを使用しますので、注意して
ください。物理コンピュータ上のハードウェアをモニタする目的で、エー
ジェントを仮想マシンにインストールしないでください。
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VMware ESX Server の SNMP変数
VMware 企業ツリーは
.iso.dod.org.internet.private.enterprises.vmware. 

(.1.3.6.1.4.1.6876.)に存在します。このツリーは、複数のグループか
ら構成されています。各グループの変数は、次ページの表に示されていま
す。

注意： 変数はすべて読み取り専用です。
「データの種類」とは、SMI（structure of management information）が記述
する SNMPタイプのことです。

vmware.vmwSystem 
このグループは 3つの単純な変数から構成されており、システムに関する
基本情報を提供します。

vmware.vmwVirtMachines
このグループは、6つの表の仮想マシン構成情報から成ります。

vmTable ー システム上に構成されている仮想マシン関連の情報を含む表で
す。各行ごとに、特定の仮想マシンに関する情報が提供されます。

名前 データの種類 解説

vmwProdName 表示ストリング 製品名

vmwProdVersion 表示ストリング 製品のバージョン情報

vmwProdOID オブジェクト
ID 

VMware MIB における、この製品に対する独自の識別
子 。同じ製品であってもバージョンが異なれば、独
自の IDが割当てられます。

名前 データの種類 解説

vmIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 これは、インデックスに使用されるダミーの数字です。

vmDisplayNam
e 

表示ストリング 仮想マシンの表示名

vmConfigFile 表示ストリング 仮想マシンの構成ファイルへのパス

vmGuestOS 表示ストリング 仮想マシンで実行されているOS

vmMemSize 整数 仮想マシンに構成されているメモリ（MB単位）

vmState 表示ストリング 仮想マシンのオン /オフ
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hbaTable ー 仮想マシンが認識するディスクアダプタの表です。

hbaTgtTable ー 仮想マシンが認識する SCSI ターゲットの表

netTable ー この仮想マシンが認識するネットワークアダプタの表です。

vmVMID 整数 仮想マシンがアクティブであれば、（PID のような）ID
が割当てられます。全仮想マシンがアクティブである
とは限りませんので、この IDをインデックスには使用
できません。 

vmGuestState 表示ストリング ゲストOSのオン / オフ

名前 データの種類 解説

vmIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 この数字は、vmTable のこの仮想マシンのインデック
スに対応しています。

hbaIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 VMkernel に読み込まれる SCSI デバイスモジュールの
順序に対応しています。

hbaNum 表示ストリング デバイス番号 ( フォーマット：: scsi*).

hbaVirtDev 表示ストリング このアダプタの仮想デバイス名

名前 データの種類 解説

vmIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 この数字は、vmTable のこの仮想マシンのインデック
スに対応しています。

hbaTgtIdx
( インデックス
フィールド )

整数 これは、ダミーのターゲットインデックスです。

hbaTgtNum 表示ストリング ターゲットの記述 ( フォーマット：scsi<hba>:<tgt>).

名前 データの種類 解説

vmIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 この数字は、vmTable のこの仮想マシンのインデック
スに対応しています。

netIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 この表のインデックス

名前 データの種類 解説
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floppyTable ー この仮想マシンが認識する FDドライブの表

cdromTable ー この仮想マシンが認識する CD-ROMドライブの表

netNum 表示ストリング デバイス番号 ( フォーマット：ethernet*)

netName 表示ストリング 仮想ネットワークアダプタがマップされている
VMkernel デバイスのデバイス名 ( フォーマット：
vmnic* または vmnet*)

netConnType 表示ストリング 接続の種類（ユーザーあるいは仮想マシン モニタ デバ
イス）

名前 データの種類 解説

vmIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 この数字は、vmTable のこの仮想マシンのインデック
スに対応しています。

fdIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 フロッピーテーブルのインデックス。この仮想マシン
のフロッピーデバイスの順番。

fdName 表示ストリング デバイス番号 /名 (/dev/fd0 等、存在しない場合は
NULL)

fdConnected 表示ストリング FDドライブが接続（マウント）されているか。

名前 データの種類 解説

vmIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 この数字は、vmTable のこの仮想マシンのインデック
スに対応しています。

cdromIdx 
( インデックス
フィールド )

整数  CD-ROMテーブルのインデックス。この仮想マシンの 
CD-ROMデバイスの順番。

cdromName 表示ストリング デバイス番号 /名 (/dev/CDROM等、存在しない場合
はNULL)

cdromConnect
ed 

表示ストリング CD-ROMドライブが接続（マウント）されているか。 

名前 データの種類 解説
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vmware.vmwResources
このグループは、物理マシンのリソースに関する統計をいくつかのサブグ
ループに分けて表示します。

vmware.vmwResources.vmwCPU 
このグループは、CPU関連の情報を 1個の変数と 1つの表ので表示します。

cpuTable ー 仮想マシンによる CPU 利用状況の表です。 

vmware.vmwResources.vmwMemory 
このグループは、RAM情報を 3つの単純な変数と 1つの表で表示します。 

memTable ー 仮想マシンによるメモリ使用状況の表です。

名前 データの種類 解説

numCPUs 整数 システム上の物理 CPUの個数

名前 データの種類 解説

vmID 
( インデックス
フィールド )

整数 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割当てる ID

cpuShares 整数 VMkernel が仮想マシンに割当てる CPU のシェア 

cpuUtil 整数 仮想マシンがそのCPU上で稼動している時間（秒単位）

名前 データの種類 解説

memSize 整数 マシンに存在する物理メモリ量（KB 単位）

memCOS 整数 サービスコンソールが使用する物理メモリ量（KB単位）

memAvail 整数 利用可能な物理メモリ量（KB 単位）

名前 データの種類 解説

vmID 
( インデックス
フィールド )

整数 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割当てる ID

memShares 整数 VMkernel が仮想マシンに割当てるメモリのシェア

memConfigured 整数 仮想マシンに構成されているメモリ量（KB 単位）

memUtil 整数 仮想マシンが使用している瞬間メモリ量（KB 単位）
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vmware.vmwResources.vmwHBATable
このグループは、1つの表に物理ディスクアダプタとターゲット情報を表示
します。

vmwHBATable ー ディスクアダプタ及びターゲット情報の表です。

vmware.vmwResources.vmwNetTable
このグループでは、ネットワークアダプタや仮想マシン毎に整理されたネッ
トワーク統計が 1つの表に示されます。

vmwNetTable ー ネットワークアダプタ統計の表です。

名前 データの種類 解説

hbaIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 HBA テーブルのインデックスです（物理コンピュータ
上のアダプタの順番に対応します）。

hbaName 表示ストリング ディスクを記述するストリング ( フォーマット：
<devname#>:<tgt>:<lun>)

vmID 整数 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割当てる ID

diskShares 整数 この仮想マシンに割当てられているディスク帯域幅の
シェア

numReads 整数 ディスクモジュールが読み込まれてからの読み出し数

kbRead 整数 ディスクモジュールが読み込まれてからの、このディ
スクからの読み出し KB

numWrites 整数 ディスクモジュールが読み込まれてからの書き込み数

kbWritten 整数 ディスクモジュールが読み込まれてからの、このディ
スクへの書き込み KB

名前 データの種類 解説

netIdx 
( インデックス
フィールド )

整数 Net テーブルのインデックスです（物理コンピュータ
上のアダプタの順番に対応します）。

netName 表示ストリング ネットワークアダプタを記述するストリング ( フォー
マット：vmnic* or vmnet*)

vmID 整数 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割当てる ID

ifAddr 表示ストリング 仮想マシンの仮想ネットワークアダプタのMACアド
レス

netShares 整数 この仮想マシンに割当てられているネット帯域幅の
シェア（これから使用するために予約）。
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vmware.vmwProductSpecific
このグループは、製品ごとのサブグループに分類された変数を含みます。

vmware.vmwProductSpecific.vmwESX
このグループは、VMware ESX Server に固有の変数を含みます。

vmware.vmwProductSpecific.vmwESX.esxVMKernel
このグループは、VMware ESX Server の VMkernel に固有の変数を含みます。
1つの単純な表が含まれます。

注意： VMkernel の状態を示す変数が noである場合、数量的な変数で報告さ
れている値は、すべて無効とみなされます。

vmware.vmwTraps
このグループは、VMware トラップに定義されている変数と、トラップ受信
者（例えば snmptrapd）が使用する関連変数を含みます。

pktsTx 整数 ネットワークモジュールが読み込まれてからこのネッ
トワークアダプタで送信されたパケット数

kbTx 整数 ネットワークモジュールが読み込まれてから、この
ネットワークアダプタで送信された KB 

pktsRx 整数 ネットワークモジュールが読み込まれてからこのネッ
トワークアダプタで受信されたパケット数

kbRx 整数 ネットワークモジュールが読み込まれてから、この
ネットワークアダプタで受信された KB

名前 データの種類 解説

vmkLoaded 表示ストリング VMkernel が読み込まれているか (yes/no)。

名前 データの種類 解説

vmPoweredOn トラップ このトラップは仮想マシンのパワーオン時に送信。

vmPoweredOff トラップ このトラップは仮想マシンのパワーオフ時に送信。

vmHBLost トラップ このトラップは、仮想マシンがゲストでハードビートを
検出できなくなった時に送信。

vmHBDetected トラップ このトラップは、仮想マシンがゲストのハードビートを
検出、再開した時に送信。

名前 データの種類 解説
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vmware.vmwOID
このグループには変数がありません。このグループは、vmwSystem.vmwOID
変数が指定する製品に独自の識別子を割当てるのに使用されます。

vmware.vmwExperimental
このグループには現在変数が存在しません。このグループは、実験的な変数
である VMware エフェメラル（一時的な変数）に予約されています。

vmID 整数 上記トラップに関連する仮想マシンの vmID です。（パ
ワーオフ時のトラップのように）vmID が存在しない場
合、-1 と返答されます。

vmConfigFile 表示ストリング 上記トラップに関連する仮想マシンの構成ファイル

名前 データの種類 解説
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8 章
VMkernel デバイスモジュール
の使用
VMkernel と呼ばれる ESX Server 仮想化レイヤは、ネーティブハードウェア
上で稼動します。仮想化レイヤは、 マシン上の全オペレーティングシステム
（サービスコンソールと各仮想マシンで稼動するゲストOSの両方）を管理
します。

VMkernel はデバイスドライバ モジュールをサポートしています。 このよう
なモジュールを使って、VMkernel はサーバ上の全てのデバイスへのアクセ
スを提供します。

本章では、以下の解説を行います。

• VMkernel デバイスモジュールを使用するようにサーバを構成 (p.298)

• ブートアップ時に VMkernel モジュールの読み込みをコントロール 
(p.303)
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VMkernel デバイスモジュールを
使用するようにサーバを構成
VMkernel デバイスモジュールの読み込み
インストールプロセスで、VMkernel に割当てられているデバイスが検出さ
れ、このデバイスを利用できるように適切なモジュールが自動的に
VMkernel に読み込まれるはずです。

ただし、VMkernel デバイスモジュールを明示的に読み込む必要が生じるこ
ともあります。このリリースでサポートされているモジュールは、
/usr/lib/vmware/vmkmodに格納されています。VMkernel モジュールの
読み込みには、コマンド vmkload_mod(1)を使います。

VMkernel モジュールローダ
プログラム vmkload_modは、デバイスドライバ モジュールとネットワーク
シェーパ モジュールのVMkernel への読み込みに使用されます。 vmkload_mod
はまた、 モジュールの削除や、読込み済みモジュール及び各モジュールで利
用できるパラメータの一覧を表示させるのにも使用できます。

このコマンドは次のようなフォーマットで使用します。
vmkload_mod <options> <module-binary> <module-tag> 
<parameters> 

ここで <module-binary>は、読み込まれるモジュールバイナリの名前で
す。<module-tag>は、読み込まれたモジュールに VMkernel が関連付ける
名前です。タグは、どんな文字や数字のストリングでも構いません。モ
ジュールがデバイスドライバの場合、VMkernel は、<module-tag>にゼロ
から始まる数字を付け足した名前をそのモジュールに与えます。 そのモ
ジュールを読み込んで作成されたデバイスのインスタンスが複数存在する場
合、あるいは複数のデバイスドライバモジュールが同じタグで読み込まれて
いる場合、各デバイスには、デバイスのインスタンスが作成された順序に
従って独自の番号が与えられます。

このコマンド行の <module-binary>と <module-tag> の箇所は、 モ
ジュールを読み込む時に必ず必要ですが、--unload、--listおよび
--showparamオプションが使用されている時は無視されます。コマンド行
の <parameters>の箇所はオプショナルで、モジュールが読み込まれてい
る時にのみ使用されます。
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<options> の箇所
-l 
--list 

現在読み込まれているモジュールを一覧表示します。-lオプションが使用
されている場合、コマンド行の他の引数は無視されます。 
-u <module-binary> 
--unload <module-binary> 

<module-binary>という名前のモジュールを削除します。

-v 
--verbose 

モジュールの読み込み中に詳細情報を表示します。
-d <scsi-device-name>
--device <scsi-device-name>

読み込み中のモジュールが、現在サービスコンソールで使用中の SCSI アダ
プタ向けであることを記述します。モジュールが読み込まれると、その
SCSI アダプタは VMkernel によってコントロールされるようになりますが、 
サービスコンソールは引き続き全 SCSI デバイスにアクセスできます。
<scsi-device-name>の箇所のフォーマットは次のようになります。
<PCI-Bus>:<PCI-slot>

-e
--exportsym

このモジュールから、グローバルなエクスポートシンボルを全てエクスポー
トします。これによって、読み込まれたモジュールのエクスポート関数や変
数を、他のモジュールが使用できるようになります。このオプションはシン
ボルのコンフリクトを引き起こす可能性がありますので、一般のデバイスド
ライバやシェーパ モジュールには使用しないでください。
-s
--showparam

コマンド行の <parameter>の箇所に指定できる利用可能なモジュールパ
ラメータをすべて一覧表示します。

<parameters> の箇所 
モジュールは、コマンド行にパラメータを設定して、指定することができま
す。設定可能なパラメータの一覧は、--showparamオプションで確認する
ことができます。このようなパラメータの 1つを設定するには、コマンド
行の終わりに名前と値をペアで指定する必要があります。シンタックスは、 
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<name>=<value>のフォーマットになります。指定するパラメータの数に
制限はありません。

コマンドの例
vmkload_mod ~/modules/e100.o vmnic debug=5

モジュール ~/modules/e100.oを VMkernel に読み込みます。このモ
ジュールのタグは vmnicです。VMkernel に割当てられた各 EEPro カードに
は vmnic<#>という名前が付けられます。ここで、<#> には 0から始まる
数字が入ります。例えば、VMkernel に 2 枚の EEPro カードが割当てられて
いる場合、vmnic0と vmnic1という VMkernel 名が付けられます。 モ
ジュールパラメータの debugは 5という値に設定されています。 

vmkload_mod --device 0:12 ~/modules/aic7xxx.o vmhba

モジュール ~/modules/aic7xxx.oを VMkernel に読み込みます。このモ
ジュールのタグは vmhbaです。Adaptec SCSI アダプタが現在 サービスコン
ソールで使用されています。SCSI アダプタは PCI バス 0、スロット 12 に格
納されています。 
vmkload_mod --exportsym ~/modules/vmklinux linuxdrivers

モジュール ~/modules/vmklinuxを VMkernel に読み込みます。このモ
ジュールのエクスポートシンボルは全て、これから読み込まれる他のモ
ジュールでも利用できるようになります。vmklinuxモジュールは、Linux
デバイスドライバを VMkernel で実行可能にするモジュールです。つまり、
--exportsymオプションの使用が実際に有用な数少ないモジュールの 1つ
です。

下記の例は、様々なモジュールを読み込む際のコマンド行のサンプルです。

モジュールの読込み準備
vmkload_mod -e /usr/lib/vmware/vmkmod/vmklinux linux 

このコマンドは、他のデバイスモジュールを読み込む前に実行してください。
これによって、Linuxデバイスドライバから派生するモジュールを利用して
VMkernel が高パフォーマンスデバイスを管理できるようにする共通コードが
読み込まれます。-eオプションは、vmklinuxモジュールがそのシンボルを
エクスポートし、他のモジュールで利用可能にするために必要です。
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モジュールの読込み
vmkload_mod /usr/lib/vmware/vmkmod/e100.o vmnic 
vmkload_mod /usr/lib/vmware/vmkmod/aic7xxx.o vmhba 

上記の最初のコマンドは、VMkernel に予約されている EEPro イーサネット
デバイスをコントロールするモジュールを読み込みます。2つ目のコマンド
は、Adaptec SCSI デバイスをコントロールするモジュールを読み込みます。
最後に指定されている引数（上記の例では vmnicと vmhba）は、VMware
仮想マシンの構成ファイル内で VMware がそのデバイスを参照する際に使
用するベース名を決定します。

例えば、マシンに 2枚の EEPro イーサネットカード と 3枚の Adaptec SCSI
カードが存在しており、インストールプロセスで、その内 1枚のイーサ
ネットカード と 2 枚の SCSI カードを VMkernel に割当てた場合を考えてみ
ましょう。上記の 2行のコマンドを使用すると、VMkernel に割当てられた
EEPro イーサネットカードには vmnic0という名前が、VMkernel に割当て
られた 2枚の SCSI カードには vmhba0および vmhba1という名前が付けら
れます。 

注意： VMkernel に 2 枚の Adaptec SCSI カードが割当てられている場合で
も、Adaptec VMkerne モジュールに必要な読み込みは 1度だけです。

VMkernel はまた、SCSI アダプタを独占的にコントロールするのではなく、 
サービスコンソールと共有することができます。インストールプロセスで、
共有される SCSI アダプタを指定し、デバイスモジュールをそれに応じて読
み込むことができます。ただし、シェアリングを明示的にコントロールした
い場合は、インストールプロセスでサービスコンソールに SCSI デバイスを
割当ててください。次に VMkernel SCSI モジュールを次のシンタックスで読
み込みます。

vmkload_mod -d bus:slot \
/usr/lib/vmware/vmkmod/aic7xxx.o vmhba

注意： このコマンドは 1行で入力してください。バックスラッシュ（\）は
入力しないでください。

バスとスロット（ つまりデバイスあるいは cardnum）情報を入手するには、
/proc/pciか scanpciコマンドの出力、あるいはその両方をチェックして
ください。

注意： デバイスは、サービスコンソールに正しく割当てられていなければ
なりません。インストールプロセスで VMkernel に独占的に割当てられたデ
バイスは、/proc/pciには表示されません。
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VMkernel デバイスモジュールを読み込んだら、 /proc/vmware/netあるい
は /proc/vmware/scsiにエントリが表示されます。例えば、e100.oが
上記のように読み込まれた場合、/proc/vmware/net/vmnic0というエ
ントリが表示され、VMkernel がコントロールする EEPro カードが 1枚存在
し、仮想マシンには vmnic0として利用されることを示します。仮想マシ
ンに VMkernel デバイスを使用させる構成方法に関しては、「仮想マシンの
作成と構成 (p.31)」をご覧ください。

VMkernel モジュールに関するその他の情報
今回のリリースの VMware ESX Server で利用できる非デバイス VMkernel モ
ジュールは、「ネットワーク帯域幅の管理 (p.452)」に記載されているネット
ワークフィルタリングをサポートする nfshaperモジュールのみです。 
nfshaperは次のシンタックスで読み込みます。 

vmkload_mod /usr/lib/vmware/vmkmod/nfshaper.o nfshaper 

VMkernel を読み込む度に、VMkernel モジュールも再度読み込む必要があり
ます（「VMkernel デバイスモジュールの読み込み (p.298)」参照 )。 
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ブートアップ時にVMkernel モジュール
の読み込みをコントロール 
ブートアップ時の VMkernel デバイスドライバ モジュールの読み込みは、下
記のいずれかのファイルを編集してカスタマイズできます。

• /etc/vmware/hwconfig ー ブートアップ中の読込み時に、ドライバ
に追加のパラメータを自動的に供給します。

• /etc/vmware/vmkmodule.conf ー ドライバへの追加パラメータの
供給、ドライバモジュールの追加及び読み込みの防止、ブート時のド
ライバモジュールの読込み順序の決定を行います。

注意： これらのファイルの編集は、上級者以外にはお勧めいたしません。
これらのファイルを編集する前に、質問があれば必ず承認サービスプロバイ
ダまでご連絡ください。

ブートアップ時の VMkernel デバイスドライバモジュールの
パラメータをカスタマイズ
注意： このセクションの指示に従ってパラメータを追加する以外は、 
/etc/vmware/hwconfigファイルを変更しないでください。ハードウェア
を管理するには、代わりに VMware Management Interface（管理インター
フェイス）を使用してください。

ブートアップ中の読込み時にドライバに伝達する追加のパラメータを供給で
きます。これには、/etc/vmware/hwconfigファイルを編集します。こ
のファイルは、デバイスドライバモジュールを始めとする、システム上の
ハードウェア情報が含まれます。

Emulex デバイスドライバにパラメータを伝達する一例として、まず最初の
（あるいは唯一の）Emulex カードを格納しているバス、スロット、及び関数
を特定します（この情報は、VMware Management Interface の [Options] タ
ブにある [Startup Profile] ページで確認できます）。次に、下記のフォーマッ
トの行を /etc/vmware/hwconfigの終わりに追加してください。

device.vmnix.6.14.0.options = "lpfc_delay_rsp_err=0"

ここで、6.14.0という数字は Emulex カードが格納されているバス、ス
ロット、関数を指します。複数の Emulex カードが存在する場合、最初の
カードに関する行のみを追加してください。
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ブートアップ時の VMkernel デバイスドライバモジュールの
読込みをカスタマイズ
ブートアップ時のモジュールの読込みは、/etc/vmware/vmkmodule.conf
ファイルを編集すれば、完全にカスタマイズできます。このファイルにエン
トリを追加、あるいはファイルからエントリを削除すれば、読み込むデバイ
スドライバモジュールを追加したり、読み込みを防止したりすることができ
ます。また、このファイルでデバイスドライバ モジュールの順列を再配置
すれば、 ブートアップ時のモジュールの読込み順序を指定できます。さら
に、ブートアップ時に読み込まれるドライバに、パラメータを追加すること
も可能です。

注意： このファイルを使ってデバイスドライバモジュールの読み込みをカ
スタマイズすると、新しくハードウェアを追加する度に、このファイルを手
作業で更新する必要が生じます。このため、ハードウェアの管理には
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使用するか、パ
ラメータを追加する必要がある場合は、前のセクションの指示に従って
hwconfigファイルを編集する方法をお勧めいたします。

vmkmodule.confファイルは、MANUAL-CONFIGというキーワードを含む
コメント行が存在する場合にのみ有効です。それ以外の場合は、管理イン
ターフェイスから自動的に構成情報が供給されます。

ブランク行以外の #で始まらない行は、モジュールファイルの名前、
VMkernel でモジュールに関連付けるタグ、及び場合によっては共有情報
（下記の -dフラグで指定されている引数） を含んでいるはずです。モジュー
ルファイルには、/usr/lib/vmware/...といったパスを含まないベース
ファイル名を使ってください。

vmkmodule.confファイルのサンプルは以下の通りです。 

# MANUAL-CONFIG
vmklinux.o linux
nfshaper.o nfshaper 
e100.o vmnic
aic7xxx.o vmhba -d 0:1
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本章では、SCSI ディスクに関する情報を提供します。ディスクは、ローカ
ルの SCSI アダプタでアクセスすることも、SAN (Storage Area Network) 上か
ら Fibre Channel アダプタでアクセスすることも可能です。このため、はっ
きりとした断りがない場合でも、本章での SCSI アダプタについての記述は 
Fibre Channel にも当てはまります。

ここでは、以下の情報を提供します。

• SCSI ディスクと RAID 上でのファイルシステムの管理 (p.306)

• vmkfstools の使用 (p.311)

• Raw SCSI ディスクにアクセス (p.324)

• SCSI ターゲット IDを確認 (p.327)

• SCSI バスの共有 (p.329)

• SAN を ESX Server で使用 (p.331)

• 固定バインドの使用 (p.337)

• ESX Server でマルチパスを使用 (p.340)
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SCSI ディスクと RAID 上での
ファイルシステムの管理
VMFS (VMware ESX Server File System) は、物理 SCSI ディスクやパーティ
ションに存在するシンプルで高パフォーマンスのファイルシステムで、大容
量ファイル（ESX Server 仮想マシンの仮想ディスクイメージ等）の格納やサ
スペンドされた仮想マシンのメモリイメージをデフォルトで格納するのに使
用されます。VMFS はまた、Nonpersistent、Undoable、Append ディスク
モードの仮想マシン向けの Redo ログファイルも格納します。ディスクモー
ドに関する詳細は、「新しい仮想マシンの作成 (p.32)」を参照してください。

ESX Server 2.1 は、VMFS version 1 (VMFS-1) と VMFS version 2 (VMFS-2) の 2
種類のファイルシステムをサポートしています。VMFS-1 は前バージョンの
ESX Server 1.x に含まれていた VMFS と同じものです。 VMFS-2 は、ESX Server 
2.1 でリリースされる新しい VMFS で、以前からある VMFS-1 ファイルシス
テムにはない次の機能を提供します。

• 同一の、あるいは異なる SCSI ディスク上の複数の VMFS-2 パーティショ
ンをスパンできます。

• 複数の ESX Server（及びこれらのサーバ上の仮想マシン）が VMFS-2 ボ
リューム上のファイルに同時にアクセスできます（クラスタリング以
外のセットアップ）。 

VMware ESX Server 2.1 では、このような並行アクセスがファイルシス
テムの破損を引き起こさないように、新しいファイルごとに自動ロッ
ク機能を提供しています。

• ファイルシステムのボリューム及び VMFSボリューム上のファイルの大
容量化。

• Raw ディスクが VMFS ファイルとしてマップできます。

注意： VMFS-1 とは異なり、VMFS-2 は ESX Server の旧リリース (1.x) 版と後
方互換性がありません。

サーバの VMFS ボリュームは、ストレージ アダプタ ドライバが読み込まれ
るとすぐにサービスコンソールによって自動的にマウントされ、/vmfs
ディレクトリに現れます。

vmkfstoolsコマンドは、特定サイズのファイルを作成したり、サービスコ
ンソールのファイルシステムからファイルをインポート /エクスポートする
必要がある場合に便利な追加の機能を提供します。さらに vmkfstoolsは、
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一部の標準ファイルユーティリティが持つ 2GB制限を超える大容量ファイ
ルでも動作するようになっています。

/vmfs ディレクトリのファイルの表示および操作
このようにマウントされた VMFS ボリュームの /vmfsにあるファイルは、
lsや cpといった通常のファイルコマンドで表示、操作できます。マウント
された VMFS ボリュームは ext3 といった他のファイルシステムと同じ様に見
えるかもしれませんが、VMFS は主にディスクイメージといった大容量ファ
イルを格納するためのものです。ただし残念ながら、（Linux 2.4 kernel をベー
スとする）サービスコンソール は 2GB以上のファイルをサポートしていま
せん。ftp、scp及び cpはこれに影響されませんが、nfsはこの制限に影
響されることが分かっています。このため、ホストファイルシステムがこの
ような大容量ファイルをサポートする限り、 VMFSボリュームとの間のファ
イルのコピーは、ftp、scpあるいは cpを使用して行います。 

このようにマウントされた VMFS ボリュームの /vmfsにあるファイルは、
lsや cpといった通常のファイルコマンドで表示、操作できます。

注意： ftpセッション中に lsコマンドを使用すると、ls -lコマンドや
vmkfstools -lコマンドの出力とは異なるファイルサイズが表示されるこ
とがあります。これは、ftpがファイルサイズに 32ビット値を使用し、ま
た ftpが表示できる最大ファイルサイズが 4GB であるために生じます。た
だし、ESX Server マシン間の大容量ファイルの転送は、ftpセッションでも
安全に行うことができます。 全ファイルが正常にコピーされるはずです。

VMFS ボリューム
ESX Server 2.1 の VMFS-2 ボリュームは、同一の、あるいは複数（最大 32
個）の LUNや物理ディスクに存在するパーティションをスパンすることが
できます。 VMFS-2 ボリュームは、物理エクステントを論理的にグループ化
したものです。個々の物理エクステントは、ディスクの一部（例えば物理
ディスクのパーティション）を指します。言い換えれば、物理エクステント
は VMFS-2 ボリュームの一部を構成するディスクパーティションです。

対照的に、VMFS-1 ボリュームは単一の物理エクステントに限定されます。

ESX Server 上の VMFS ボリュームは、ディレクトリを /vmfsディレクトリ
に変更し、その内容を一覧表示させれば、いつでも確認することができま
す。vmkfstools -P <VMFS_volume_label>を使用すれば、使用してい
る VMFS ボリュームに関するより詳しい情報を得ることができます。
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# cd /vmfs
# ls
vmhba0:0:0:2 vmhba0:0:0:6

/vmfsディレクトリのエントリはダイナミックに更新されます。VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）を使って VMFS-2 ボリュー
ムに変更を加えると、即座にこのディレクトリに反映されます。

vmkfstoolsに関する詳細は、「vmkfstools の使用 (p.311)」を参照してくだ
さい。
www.vmware.com308



第 9 章  ストレージとファイルシステム
VMFS ボリュームのラベリング
VMFS ボリュームを SCSI ディスクかパーティション上に作成した場合、そ
のボリュームにラベルを付ければ、そのラベルを使ってボリューム上の
VMFS ファイルを指定することができます。 例えば、SCSI パーティション
vmhba0:3:0:1上に VMFS ボリュームがあり、 そこに VMFS ファイル 
nt4.dskを作成したとします。 このボリュームには、下記のような
vmkfstoolsコマンドを使用してラベルを付けることができます。 

vmkfstools -S mydisk vmhba0:3:0:1 

一旦ラベルを付けたら、仮想マシンの構成ファイルや他の vmkfstoolsコ
マンドで、nt4.dskファイルを（vmhba0:3:0:1:nt4.dskではなく）
mydisk:nt4.dskと指定できるようになります。vmkfstoolsに関する詳
細は、「vmkfstools のオプション (p.312)」を参照してください。

固定 (Persistent) バインドを設定していない時に、システムに SCSI アダプタ
やディスクを追加するのであれば特に、VMFS ボリュームへのラベリングは
便利です。 特定の VMFS を指定する実際のディスク、ターゲット番号は変わ
ることがありますが、ラベルはそのまま残されます。また、他の ESX Server
も同じラベルを認識しますので、サーバ間の LUN ID にも便利です。

詳しくは、「固定バインドの使用 (p.337)」を参照してください。

VMFS へのアクセス
VMFS ボリュームへのアクセスには、2つのモード（Public と Shared）があ
ります。

• Public ー これは、ESX Server のデフォルト モードです。 

Public モードの VMFS version 1 (VMFS-1) ボリュームでは、VMFS ボ
リュームが共有ストレージシステム（例えば SAN上の VMFS 等）に存
在するのであれあば、VMware ESX Server ファイルシステムに複数の
ESX Server コンピュータがアクセスすることができます。ただし、
VMFS ボリュームに一度にアクセスできるのは、 1 台の ESX Server のみ
です。

Public モードの VMFS version 2 (VMFS-2) ボリュームでは、複数の ESX 
Server コンピュータが VMware ESX Server ファイルに並行アクセスする
ことが可能です。Public モードの VMware ESX Server ファイルシステム
は、ファイルシステムの一貫性を確保するために自動ロック機能を提
供しています。
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• Shared ー 同一の、あるいは異なる ESX Server に存在する仮想マシン間
のフェイルオーバー用クラスタリングに使用する VMFS ボリュームで
使われます。

ESX Server でのクラスタリングに関する情報は、「クラスタリングの構
成 (p.347)」を参照してください。

注意： ESX Server 2.1 では、プライベートな VMFS ボリュームは非推奨です。
プライベートな VMFS version 1 (VMFS-1) または VMFS version 2 (VMFS-2) ボ
リュームが既に存在する場合、継続して使用することができますが、アクセ
スモードを Public に変更することをお勧めいたします。この変更を行って
も、パフォーマンスが低下することはありません。

SAN 上の VMFS へのアクセス
SAN 上のディスクに存在する VMFS ボリュームでは、VMFS アクセス設定を
Public か Shared にしてください。Public（デフォルトで推奨のアクセス
モードです）にすると、複数の物理サーバとそれらのサーバ上の仮想マシン
で VMFS ボリュームが利用できます。VMFS-1 ボリュームの Public モードで
は同時に 1台のサーバしかアクセスできませんが、VMFS-2 ボリュームの
Public モードでは複数の物理サーバが並行アクセスすることができます。
ESX Server を SANで構成する際の詳細は、「SANを ESX Server で使用 
(p.331)」を参照してください。

ストレージ構成オプションの変更
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使ってディスク
パーティションを作成、あるいは変更するには、次の手順に従ってください。

1. 管理インターフェイスに root の権限でログインします。

[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてください。

3. [Storage Configuration] をクリックしてください。

4. 必要な変更を行ったら、[OK] をクリックします。

注意： VMFS ボリュームに開かれているファイルが存在する場合、
VMFS のアクセス設定を変更することはできません（操作を試みても、
エラーが返されます）。開かれているファイルを閉じてから VMFS ボ
リュームを編集してください。

より詳しい情報は、「ストレージの構成：ディスクパーティションとファイ
ルシステム (p.241)」を参照してください。
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vmkfstools の使用
vmkfstoolsコマンドは、SCSI ディスク上の VMware ESX Server ファイルシ
ステム (VMFS) の作成をサポートしています。vmkfstoolsを使って、
VMFS ボリュームに格納されるファイルを作成、操作、管理します。単一の
VMFS ボリュームには、複数の仮想ディスクイメージを格納することができ
ます。

注意： vmkfstoolsのほとんどの操作は、VMware Management Interface
（管理インターフェイス）を使っても実行できます。

vmkfstools コマンドのシンタックス
注意： vmkfstoolsコマンドを実行するには、root ユーザーとしてログイ
ンする必要があります。

SCSI デバイスを指定する時の vmkfstools シンタックス
SCSI デバイスを指定する時の vmkfstoolsコマンドのフォーマットは以下
の通りです。 

vmkfstools <options> <device_or_VMFS_volume>[:<file>] 

<device_or_VMFS_volume>では操作するSCSI デバイス（SCSI ディスクまた
は SCSI ディスク上のパーティション）や VMFS ボリュームを指定し、
<options>では実行する操作を指定します。

<device_or_VMFS_volume>の箇所にSCSIデバイスが入る場合、次のような
フォーマットで指定します。

vmhba1:2:0:3 

ここで、vmhba1はコマンド vmkload_mod .../XXX.o vmhbaによって
有効にした 2番目の SCSI アダプタを指します（vmkload_modに関しては、
「VMkernel モジュールローダ (p.298)」をご覧ください）。2番目の数字はア
ダプタ上のターゲットを、3番目の数字は LUN （論理ユニット番号）を、4
番目の数字は パーティションを指定します。パーティション番号がゼロ
（０）の場合、全ディスクを指します。それ以外の数字は、特定のパーティ
ションを指します。

<device_or_VMFS_volume> の箇所には、管理インターフェイスや
vmkfstools --setfsnameコマンドで設定したVMFSボリュームラベルを
指定することも可能です。

<file> は、指定したデバイス上のファイルシステムに格納されているファ
イル名が入ります。
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VMFS ボリュームまたはファイルを指定する時の vmkfstools シンタックス
VMFS ボリュームまたはファイルを指定する時の vmkfstoolsコマンドの
フォーマットは、以下の通りです。

vmkfstools <options> <path> 

<path>の箇所には、/vmfsディレクトリの下のディレクトリやファイルを
指す絶対パスが入ります。

例えば、次のようなパスで VMFS ボリュームを指定することができます。
/vmfs/vmhba1:2:0:3

また、1個の VMFS ファイルを指定することも可能です。
/vmfs/lun1/rh9.dsk

vmkfstools のオプション
ここでは、vmkfstoolsコマンドで使用できる全オプションを一覧表示し
ます。

ここで紹介する一部のタスクは、上級者向けのオプションを含みます。この
ような上級者向けのオプションは、VMware Management Interface（管理イ
ンターフェイス）を使って利用することはできません。

注意： 長形式のオプションと短形式（単一文字）のオプションは同義です。
例えば、次のコマンドは同じものです。
vmkfstools --createfs vmfs2 --blocksize 2m --numfiles 32 vmhba1:3:0:1

vmkfstools -C vmfs2 -b 2m -n 32 vmhba1:3:0:1

vmkfstoolsコマンドが失敗し、その理由が分からない時は、 /var/log/
vmkernelにあるログファイルを確認するか、管理インターフェイスを使っ
て最新の警告を表示させます。

1. VMware Management Interface に root の権限でログインします。

[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてください。

[Options] ページが表示されます。

3. [System Logs] をクリックします。
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基本的な vmkfstools オプション
基本的なオプションとは、頻繁に実行する一般的なタスクです。このような
タスクは、管理インターフェイスを使って実行することもできます。 

指定した SCSI デバイス上に VMFS を作成
-C --createfs [vmfs1|vmfs2]
-b --blocksize #[gGmMkK] 
-n --numfiles # 

このコマンドは、指定した SCSI デバイス上に VMFS version1 (vmfs1) または
version 2 (vmfs2) ファイルシステムを作成します。

上級者向けのオプション：

• -bオプションを使ってブロックサイズを指定します。ブロックサイズ

は、最小 1MBの 2x （2の累乗）でなければなりません（デフォルトの
ブロックサイズは 1MBです）。k ( キロバイト )、m ( メガバイト )、g ( ギ
ガバイト )のいずれかのサフィックスを追加すれば、それぞれサイズを
キロバイト、メガバイト、ギガバイトで指定することができます。

• ファイルシステム内の最大ファイル数は、-nオプションで指定します。
デフォルトの最大ファイル数は、256 個です。

VMFS ボリュームや Rawディスクのマッピングの属性を一覧表示
-P --querypartitions <VMFS_volume_name>
-P --querypartitions <VMFS_volume:fileName>

VMFS_volume_nameのオプションでは、VMFSのバージョン番号 (VMFS-1 か
VMFS-2)、特定の VMFS ボリュームを形成する物理エクステント（パーティ
ション）の数、（存在する場合は）ボリュームラベルやUUID、及び VMFS ボ
リュームを形成する全物理エクステントの SCSI デバイス名の一覧などの属
性が表示されます。

VMFS_volume:fileNameのオプションでは、fileNameによって参照され
るマッピングに対応した Rawディスク /パーティションの vmhba名や Raw
ディスクに対する ID情報などの属性が表示されます。

特定SCSI デバイスのファイルシステム上に指定したサイズのファイルを作成
-c --createfile #[gGmMkK]

サイズは、デフォルトではバイトで指定されますが、k ( キロバイト )、m ( メ
ガバイト )、g ( ギガバイト )のいずれかのサフィックスを追加すれば、それ
ぞれサイズをキロバイト、メガバイト、ギガバイトで指定することができま
す。
313



VMware ESX Server 運用ガイド
特定 SCSI デバイス上の指定したファイルの内容を、サービスコンソールの
ファイルシステム上の仮想ディスクにエクスポート

-e --exportfile <dstFile>

エクスポート後に、その仮想ディスクを別のサーバマシンに移動し、リモー
トマシン上の SCSI デバイスにインポートすることができます。

仮想ディスクに Redo ログが存在する場合、次のオプションを使用してくだ
さい。

• 基本仮想ディスクに exportfileオプションを使用すれば、基本仮想
ディスクのみがエクスポートされます。適用されていない Redo ログは
エクスポートされませんが、別途コピーすることができます。

• ESX Server の Redo ログに exportfileオプションを使用すれば、仮想
ディスクとして、Redo ログ、以前に作成された Redo ログ、及び基本
仮想ディスクがエクスポートされます。つまり、新しくエクスポート
された仮想ディスクは、Redo ログが基本仮想ディスクに適用された形
で作成されます。

注意： ただし、オリジナルのソース Redo ログと基本仮想ディスクは変
更されません。

• Redo ログと基本仮想ディスクを別々にエクスポートしたい場合は、
exportfileオプションを使って基本仮想ディスクをエクスポートし、 
cp コマンドを使って各 Redo ログを別途エクスポートしてください。

exportfileと importfileを組合わせて使えば、VMFS ファイルをリモー
トマシンにコピーできます。 仮想ディスクは VMFS ファイルのゼロでクリア
されたセクタを含まないため、フルサイズの VMFS ファイル程スペースを使
わないはずです。 

サービスコンソール上のVMware仮想ディスク、Plain ディスクあるいは
Rawディスクの内容を特定SCSI デバイス上の指定したファイルにインポート

-i --importfile <srcFile>

このコマンドは、VMware Workstation や VMware GSX Servers 仮想ディスク
の内容を SCSI デバイスにインポートする際によく使用されます。また、こ
のコマンドを実行して、別の SCSI デバイスからディスクの内容をエクス
ポートして作成した仮想ディスクをインポートすることも可能です。

注意： ほとんどスペースが使用されていない場合でも、ソースディスクの
全内容がコピーされるため、インポート先のデバイスには仮想ディスクの全
サイズ分のスペースが必要です。
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注意： version 2.5 以前の GSX Server で作成した Plain ディスクをインポート
しようとすると、vmkfstoolsコマンドが失敗することがあります。 Pain
ディスクのインポート時に vmkfstoolsがエラーを返してきた場合は、 
「GSX Serve 仮想マシンをインポートする際に発生するパス名の問題 (p.67)」
を参照してください。

特定デバイス上のファイルシステムのファイルを一覧表示
-l --list 
-h --human-readable
-M --verbosemappings

このコマンドの出力には、Redo ログ、仮想ディスクファイル、スワップ
ファイルのアクセス権限、サイズ及び最新更新時が記載されます。-hオプ
ションを使えば、サイズを読み易いフォーマット（例えば 5KB、12.1MB 等）
に表記できます。

（上級者のみ）：-Mオプションは、各 Rawディスクのマッピングに対応する
vmhba名を一覧表示します。

指定した SCSI デバイス上の VMFS の名前を<fsName> に設定
-S --setfsname <fsName>

vmkfstoolsコマンドを -lオプションで実行すれば（vmkfstools -l）、
VMFS 名を表示できます。

vmkfstools の上級オプション
上級オプションは、頻繁には実行しないタスクです。このようなタスクは、
管理インターフェイスからは実行できないか、あるいは上級者向けという注
記の元に限定的な形態でのみ実行できます。 

指定ファイルの Redo ログを適用して、関連する変更を恒久的に書き込み
-m --commit

仮想マシンがUndoable または Append モードの場合、自動的に Redo ログ
が作成されます。Redo ログの名前は、基本ディスクイメージを格納してい
るファイルの名前に .REDOを付けたものです。Redo ログに記録されてい
る変更は、commitオプションを使ってディスクに適用することができま
す。一方で、rmコマンドを使用して Redo ログファイルを削除すれば、こ
のような変更を削除することも可能です。
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特定 SCSI デバイス上の VMFS を指定したモードに設定
-F --config [public|shared|writable]

注意： ESX Server 2.1 では、プライベートな VMFS ボリュームは非推奨です。
プライベートな VMFS version 1 (VMFS-1) または VMFS version 2 (VMFS-2) ボ
リュームが既に存在する場合、アクセスモードを Public に変更することを
お勧めいたします。

Public ー Public モードの VMFS-2 ボリュームでは、複数の ESX Server コン
ピュータが同一の VMware ESX Server VMFS ボリュームに並行アクセスする
ことが可能です。Public モードの VMware ESX Server ファイルシステムは、
ファイルシステムの一貫性を確保するために、ファイル毎の自動ロック機能
を使用します。

Public モードの VMFS-1 ボリュームでは、VMFS ボリュームが共有ストレー
ジシステム（例えば SAN上の VMFS 等）に存在するのであれあば、VMware 
ESX Server VMFS ボリュームに複数の ESX Server コンピュータがアクセスす
ることができます。ただし、VMFS-1 ボリュームに一度にアクセスできるの
は、 1 台の ESX Server のみです。

注意： ESX Server が作成する VMFS ボリュームは、デフォルトで public モー
ドです。

Shared ー Shared アクセスモードでは、複数のサーバに存在する仮想マシ
ンが VMFS-2 上の同一の仮想ディスクに同時にアクセスすることができます
（Public モードでは、複数の仮想マシンが同一の VMFS ボリュームに同時に
アクセスできますが、同じ仮想ディスクには並行アクセスできません）。 

注意： フェイルオーバー向けのクラスタリングに使用する VMFS ボリューム
は、モードを Shared に設定しておいてください。

Writable ー 仮想マシンが Shared モードの VMFS 上のファイルにアクセス
すると、そのファイルシステムのメタデータが読み取り専用になります。つ
まり、どの仮想マシンやユーザーコマンドもファイルを作成、削除できず、
その属性を変更することもできません。

ファイルの作成、削除、あるいはファイルの長さの変更 を行う必要がある
場合は (vmkfstools -X)、そのボリュームを「Writable」に変更しなければ
なりません。まず、仮想マシンがその VMFS ボリュームにアクセスしていな
いことを（全仮想マシンがパワーオフ /サスペンドされていることを）確認
してから、vmkfstools --config writableコマンドを使ってファイル
システムのメタデータを「Writable」に変更します。その後、仮想マシンを
パワーオンあるいはレジュームすると、ファイルシステムのメタデータは読
み取り専用に戻ります。
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複数のパーティションをスパンすることにより、既存の論理 VMFS-2 ボ
リュームを拡張 

-Z --extendfs <extension-SCSIDevice>
-n --numfiles #

このオプションは、特定の SCSI デバイスから物理エクステント
（<extension-SCSIDevice>の箇所で指定します）を追加します。このオ
プションを実行すると、<extension-SCSIDevice>上の全データが失わ
れます。

注意： 論理 VMFS-2 ボリュームは、最大 32個の物理エクステントを含むこ
とができます。 

この操作は VMFS-1 ファイルシステムではサポートされておらず、指定した
SCSI デバイスが VMFS-1 としてフォーマットされている場合はエラーが返さ
れます。このオプションを使って VMFS-2 ボリュームに物理エクステントを
追加する度に、VMFS ボリュームは 64 個（デフォルト設定）のファイルを
追加でサポートするようになります。このデフォルトのファイル数は、-n

オプションを使って変更できます。

Rawディスクやパーティションを VMFS-2 ボリューム上のファイルにマッ
ピング

-r --maprawdisk <raw-SCSI-device>

このマッピングが完了すると、通常の VMFS ファイルの場合と同じ様にその
Rawディスクにアクセスできるようになります。マッピングのファイルの
長さは、Rawディスク /パーティションのサイズと同じです。-Pオプショ
ンを使えば、マッピングに Raw SCSI デバイス名を照会することができます。

Rawディスク /パーティションをファイルにマップすると、その Rawディ
スク /パーティションを他のファイルと同じ様に操作できるようになりま
す。さらにマッピングを行うことで、Undoable、Append、及び
Nonpersistent モードの「Rawディスク」を設定することができます。

VMFS-2 のファイルロック機能は全て、Rawディスクにも適用されます。

VMware Workstation または GSX Server の仮想ディスク向けディスクジオ
メトリを表示

-g -- geometry <virtual-disk>

以下のような形態で出力されます。
Geometry information C/H/S is 1023/128/32

ここで Cにはシリンダ数が、Hにはヘッド数が、Sにはセクタ数が入ります。
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VMware Workstation や VMware GSX の仮想ディスクを VMware ESX Server
にインポートすると、ディスクジオメトリの不一致を告げるエラーメッセー
ジが表示されることがあります。またディスクジオメトリの不一致が原因と
なって、ゲストOSの読込みや新規作成した仮想マシンの実行がうまくいか
ない場合もあります。 

VMware Management Interface（該当する仮想マシンの [Users and Events]
ページ）かサービスコンソール（デフォルトでは <user>/vmware/

<guest_operating_system>ディレクトリにあるvmware.logファイル）
を使ってイベントログを確認してください。C/H/Sを見つけて、その値を
vmkfstoolsの -gコマンドの出力と比べてください。

ディスクジオメトリ情報が異なる場合、新しく作成した仮想マシンの構成
ファイルに、vmkfstools -gコマンドの出力から得た正しい情報を指定し
てください。

仮想マシンの構成ファイルでディスクジオメトリを指定する際の詳しい説明
は、「GSX Server 仮想マシンを ESX Server にインポートする際に発生する
ディスクジオメトリの問題 (p.66)」をご覧ください。

特定の VMFS を指定した長さに拡張
-X --extendfile #[gGmMkK]

仮想マシンの作成後に仮想マシンに割当てられているディスクのサイズを拡
張するには、このコマンドを使います。このディスクファイルを使用する仮
想マシンは、 コマンドの入力時にはパワーオフしておいてください。また、
ゲストOSが新しいディスクサイズを認識し、利用できなければなりませ
ん。例えば、追加されたスペースを利用するように、そのディスク上のファ
イルシステムを更新する必要があるかもしれません。 

k (キロバイト)、m (メガバイト)、g (ギガバイト)のサフィックスをいずれか追加す
れば、それぞれサイズをキロバイト、メガバイト、ギガバイトで指定できます。

物理ターゲットあるいは LUNの SCSI リザベーションを管理
-L --lock [reserve|release|reset]

注意： 上記のコマンドは、注意して使用してください。reserve、
release、及び resetコマンドは、SAN（storage area network）上の他の
サーバの操作を中断する恐れがありますので、十分に気を付けてください。

-L reserveコマンドは、特定Rawディスクや特定のVMFSボリュームを格納
しているディスクを予約します。予約後に他のサーバがそのディスクにアク
セスしようとすると、SCSI リザベーションエラーが表示されますが、予約
を行ったサーバはそのディスクに通常通りにアクセスすることができます。
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-L releaseコマンドは、特定ディスクや特定の VMFS ボリュームを格納し
ているディスクの予約を解消します。これで、他のサーバがそのディスクに
再びアクセスできるようになります。

-L resetコマンドは、特定ディスクに SCSI をリセットします。別のサーバ
が行っていたリザベーションがあれば、解放されます。

VMFS の復旧
-R --recover

現在そのファイルシステムにアクセス中のサーバがないにも関わらず、別の
ESX Server マシンによってファイルシステムがロックされている旨を他の
vmkfstoolsコマンドが告げた場合、このコマンドで（複数の ESX Server か
らアクセスできる）VMFS を復旧することができます。VMFS にアクセス中
（例えば仮想マシンの実行等）のサーバがクラッシュした場合、このような
状態になることがあります。 

注意： このコマンドは、そのファイルシステムにアクセス中の ESX Server
がないと確信できる場合にのみ使用してください。

デバイスや LUN向けの特定 vmhba アダプタをスキャン
-s --scan <FC_SCSI_adapter>

このオプションは、SANの再構成を行っている場合は特に、 SAN に接続され
ているアダプタに使用すると便利です。そのアダプタを使って新しいデバイ
スや LUNにアクセスできるようになると、その新しい仮想デバイスを仮想
マシンが利用できるように、ESX Server が登録を行います。既存のデバイス
や LUNがしばらく使用されずに無くなっていると判断されると、 仮想マシ
ンの使用リストから削除されます。

注意： -sオプションは、Fibre Channel アダプタにのみ使用してください。

ls /vmfsを使用するか、/proc/vmware/scsiの内容を参照すれば、ス
キャンの結果を確認することができます。

特定の SCSI デバイスの VMFS ボリュームでスワップファイルを作成、サイ
ズの変更

-k --createswapfile #[gGmMkK] 

デフォルトではバイトでサイズを指定しますが、k ( キロバイト )、m ( メガ
バイト )、g ( ギガバイト ) のいずれかのサフィックスを追加すれば、それぞ
れサイズをキロバイト、メガバイト、ギガバイトで指定できます。 

注意： スワップファイルを作成する際は、Service Console（サービスコン
ソール）に rootの権限でログインしてください。 
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既存のスワップファイルのサイズを変更する場合は、-kオプションに引数
として新しいファイルサイズを指定してください。

1. スワップファイルがアクティブな場合は、vmktools -yを使ってその
ファイルを無効にしてください。

2. スワップファイルのサイズを -kオプションを使って変更します。 

3. vmktools -w filenameを使ってスワップファイルを有効にします。

アクティブなスワップファイルのサイズを変更しようとすると、ESX Server
がエラーメッセージを表示します。

作成されたスワップファイルは自動的には有効になりません。-wオプショ
ンで vmkfstoolsを使用してスワップファイルのアクティベーションを
行ってください。管理インターフェイスの [Options] タブにある [Swap 
Management] セクションの [Activation Policy] オプションを使えば、 システ
ムの再起動後にスワップファイルを自動的に有効にするように設定すること
が可能です。

スワップファイルのアクティベーション
-w --activateswapfile

このコマンドは、指定したスワップファイルを有効にします。

注意： スワップファイルのアクティベーションを行う際は、Service Console
に rootの権限でログインしてください。 

スワップファイルの無効化
-y --deactivateswapfile <fileID> 

ESX Server は、スワップファイルのアクティベーションが行われると
fileIDタグをそのファイルに割当てます。-yオプションを使って無効にす
るスワップファイルは、この fileIDタグを使って指定します。 

注意： スワップファイルを無効にする際は、Service Console に rootの権
限でログインしてください。

スワップファイルに割当てられている fileIDタグは、スワップファイル
状態ファイル /proc/vmware/swap/statsにて確認いただけます。

注意： スワップファイルを無効にする前に全仮想マシンをシャットダウン
してください。パワーオンされている仮想マシンがあれば、vmkfstools 
-yコマンドを入力しても、エラーメッセージが表示されます。 
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VMFS を VMFS-1 から VMFS-2 に変更
-T --tovmfs2

このコマンドは、特定パーティションの VMFS ボリュームを、そのボリュー
ム上の全ファイルを保存したまま VMFS-1 から VMFS-2 に変換します。 ESX 
Server のロック機能によって、変換中の VMFS ボリュームにはリモート ESX 
Server やローカルプロセスがアクセスできなくなっています。

注意： 有効なスワップファイルが存在する場合は、このコマンドを実行す
る前に、そのファイルを無効にしてください。VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）を使ってスワップを無効にし、サーバを
再起動します。vmkfstools -Tコマンドが完了したら、スワップファイル
を再び有効にできます。

変換には数分かかることがあります。プロンプトに戻ったら、変換が完了し
ています。

注意： ESX Server 2.1 では、プライベートな VMFS ボリュームは非推奨です。
プライベートな VMFS version 1 (VMFS-1) ボリュームが既に存在する場合、
新しく作成される VMFS-2 ボリュームのアクセスモードは自動的に Public に
変更されます。

この変換を行う前に、次の点を確認してください。

• 変換される VMFS-1 ボリュームのバックアップを作成 

• その VMFS-1 ボリュームを使用してパワーオンされている仮想マシンが
ないかを確認

• （SANの場合のみ） 他のESX Serverが、そのVMFS-1ボリュームにアクセス
していないことを確認

• （SANの場合のみ） そのVMFS-1ボリュームが、他のESX Serverによってマ
ウントされていないことを確認

注意： VMFS-1 から VMFS-2 への変換は一方的なプロセスです。 一旦 VMFS
ボリュームが VMFS-2 に変換されると、VMFS-1 ボリュームに戻すことはで
きません。

注意： 新しく変換した VMFS-2 ボリュームに初めてアクセスすると、内部ボ
リュームの整合性検査のために、最初はアクセスが遅くなります。
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vmkfstools の使用例
ここでは、前述した様々なオプションを使った vmkfstoolsコマンドの例
を挙げていきます。

新しくファイルシステムを作成
vmkfstools -C vmfs2 -b 2m -n 32 vmhba1:3:0:1

この例は、新しい VMFS version 2 (vmfs2) を SCSI アダプタ 1、LUN 0、ター
ゲット 3の最初のパーティションに作成します。ファイルのブロックサイ
ズは 2MBで、最大ファイル数は 32 です。 

2 つのパーティションをスパンして、新しく作成した論理ボリュームを拡張
vmkfstools -Z vmhba0:1:2:4 vmhba1:3:0:1

この例は、 vmhbaアダプタ 0ターゲット 1 （および LUN 2）の 4番目のパー
ティションを追加して新しく作成した論理ファイルシステムを拡張します。
この拡張されたファイルシステムは、最大 64個（2 X 32）のファイルをサ
ポートし、2つのパーティション（vmhba1:3:0:1 と vmhba0:1:2:4）を
スパンしています。 

このファイルシステムは、そのヘッドパーティションの名前（例えば
vmhba1:3:0:1）で指定することができます。

VMFS ボリュームに名前を付ける
vmkfstools -S mydisk vmhba1:3:0:1

この例では、新しいファイルシステムに mydiskという名前を付けています。

新しく VMFS 仮想ディスクファイルを作成
vmkfstools -c 2000m mydisk:rh6.2.dsk

この例は、mydiskという名前の VMFS ボリューム上に rh6.2.dskという
名前の 2GBの VMFS ファイルを作成します。rh6.2.dskファイルは、仮想
マシンがアクセスできる空のディスクです。

SCSI デバイス上の特定ファイルに仮想ディスクの内容をインポート
vmkfstools -i ~/vms/nt4.dsk vmhba0:2:0:0:nt4.dsk

この例は、（Windows NT 4.0 を格納している）仮想ディスクの内容を、サー
ビスコンソールのファイルシステムから SCSI アダプタ 0ターゲット 2上の
nt4.dskというファイルにインポートします。
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仮想マシンの構成ファイルに下記の行を追加すれば、仮想マシンがこの仮想
ディスクを使用するように構成できます。

scsi0.virtualDev = vmxbuslogic
scsi0:0.present = TRUE
scsi0:0.name = vmhba0:2:0:0:nt4.dsk 

仮想マシンを VMware GSX Server か VMware Workstation に移行してから、
VMware ESX Server に再び移行
注意： -eと -iオプションを使った以下の例では、 仮想ディスクのエクス
ポートとインポートが行われています。

この例では、仮想マシンの仮想ディスクファイルを ESX Server から VMware 
GSX Server や VMware Workstation に移行し、次に仮想ディスクを ESX 
Server に移行し直しています。

vmkfstools -e winXP.vmdk vmhba0:6:0:1:winXP.dsk

上記のコマンドは、winXP.dskという仮想ディスクファイルを、GSX 
Server や Workstation 上の仮想マシンの仮想ディスクとして使用できる、最
大 2GB の 1つ以上の .vmdkファイルにエクスポートします。結果として作
成される winXP.vmdkファイルは、VMFS ボリュームか /ext2、/ext3、
あるいはNFS ファイルシステムに常駐できます。

下記の例は、GSX Server や Workstation の仮想ディスクファイルを特定 SCSI
デバイス上の VMFS ボリュームにインポートします。 

vmkfstools -i winXP.vmdk vmhba0:6:0:1:winXP.dsk

一方、Rawパーティションに直接インポートする場合は、次の例のように
なります。

vmkfstools -i winXP.vmdk vmhba0:6:0:1

特定デバイスの VMFS 上のファイルを一覧表示 
vmkfstools -l vmhba0:2:0:0

この例は、Redo ログ、仮想ディスクファイル、SCSI アダプタ 0のターゲッ
ト 2上のスワップファイル等、ファイルシステムの内容を一覧表示します。

vmhba アダプタをスキャニング
この例は、新しい、あるいは削除されたターゲットや LUN向けの vmhba1

アダプタをスキャンします。 
vmkfstools -s vmhba1
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Raw SCSI ディスクにアクセス
Raw ディスクには直接アクセスすることも、vmkfstools -rコマンドを
使って VMFS-2 ボリューム上のファイルにマップすることも可能です。マッ
ピングを行うと、Rawディスクやパーティションに通常のファイルのよう
にアクセスすることができます。このようなマッピングに関する詳細は、
「vmkfstools の使用 (p.311)」（特に vmkfstools -rオプションの箇所）を参
照してください。

仮想マシンで物理ディスクを使用
仮想マシンが物理ディスクや LUNにアクセスするには、そのディスクを仮
想マシンに追加する必要があります。ここでは、最初のディスクとして仮想
ディスクが設定されている仮想マシンに、2つ目のディスクとして物理ディ
スクを追加する場合を想定して説明を行います。

仮想ディスクの最初のディスクとして物理ディスクを使用したい場合は、
「新しい仮想マシンの作成 (p.32)」を参照して、仮想ディスクに [System 
LUN/Disk] を選択してください。

1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）に、仮想マシ
ンを所有するユーザーか root ユーザーとしてログインします。

[Status Monitor] ページが表示されます。

2. 変更を行う仮想マシンのターミナルアイコン (  ) の右側にある矢印を
クリックし、[Configure Hardware] を選択します。
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その仮想マシン向けの [Hardware] ページが 新しいブラウザウィンドウ
に表示されます。

3. [Add Device] デバイスをクリックすると Add Device ウィザードが起動
します。
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4. [Hard Disk] をクリックすると、[Virtual Disk Type] ページが表示されま
す。

5. [System LUN/Disk] をクリックして、仮想マシンが LUNに保存されてい
る物理ディスクにアクセスできるようにします。次に、以下の項目を
指定してください。

6. [Storage Controller LUN] リストから使用する LUNを選びます。

7. 仮想デバイスノードを指定します。[ Virtual SCSI Node] リストから適切
な SCSI ID を選んでください。

8. [OK] をクリックしてディスクを追加します。
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SCSI ターゲット IDを確認 
SCSI ディスクを仮想マシンに割当てるには、そのドライブが存在するコン
トローラとそのコントローラの SCSI ターゲット ID の情報が必要です。ここ
では、コンピュータを開けてドライブ上の SCSI ターゲット ID 設定を実際に
見ることなく、このような値を確認するための手順を解説します。

SCSI ディスクは、ローカルの SCSI アダプタでアクセスすることも、SAN 上
から Fibre Channel アダプタでアクセスすることも可能です。このため、
はっきりと断りがない場合でも、本セクションの SCSI アダプタについての
記述は Fibre Channel にも当てはまります。

一般的な Linux システムや、VMkernel ではなくサービスコンソールに SCSI
または Fibre Channel (FC) コントローラが割当てられている VMware サービ
スコンソールでは、SCSI ターゲット ID等の接続 SCSI デバイスに関する情報
をブートログ（通常 /var/log/messages）か /proc/scsi/scsiで確認
できます。

VMkernel に割当てられている SCSI コントローラや、これらのコントローラ
に接続されているデバイスに関する情報 は、VMkernel と SCSI コントローラ
向けの VMkernel デバイスモジュールが読み込まれた後は、/proc/

vmware/scsi ディレクトリで確認できます。

/proc/vmware/scsiディレクトリの各エントリは、VMkernel に割当てら
れている SCSI コントローラに対応します。 例えば、vmkload_modコマンド
をベース名 vmhbaを使って実行し、SCSI コントローラが 1個見つかったと
します。

このコントローラを特定するには、下記のコマンドを入力してください。
ls -l /proc/vmware/scsi

lsコマンドの出力は次のようになります。

total 0
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 22 12:44 vmhba0

各 SCSI コントローラのサブディレクトリには、SCSI ターゲット ID と LUN
（論理ユニット番号）が付けられた、そのコントローラ上の SCSI デバイス向
けのエントリが含まれます。各ターゲット ID:LUN のペアに対して catを実
行すると、そのターゲット IDと LUNを持つデバイスに関する情報を得るこ
とができます。例えば、次のようにコマンドを入力してください。

cat /proc/vmware/scsi/vmhba0/1:0
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すると、下記の情報が表示されます。
Vendor: SEAGATE Model: ST39103LW  Rev: 0002
Type: Direct-Access   ANSI SCSI revision: 02
Size: 8683 Mbytes
Queue Depth: 28

Partition Info:
Block size: 512
Num Blocks: 17783240

num: Start  Size Type
4: 1 17526914 fb

Partition 0:
VM   11
Commands  2
Kbytes read 0
Kbytes written 0
Commands aborted 0
Bus resets  0

Partition 4:
Commands  336
Kbytes read 857
Kbytes written 488
Commands aborted 0
Bus resets  0

この情報から、管理インターフェイスがストレージ構成のページを表示した
時に使用する SCSI ターゲット ID を確認できるはずです。「ストレージの構
成：ディスクパーティションとファイルシステム (p.241)」を参照してくだ
さい。
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SCSI バスの共有
通常、VMware ESX Server がロック機能を実行するため、2台の仮想マシン
が同時に同じ仮想ディスク (VMFS ファイル ) にアクセスすることはできませ
ん。 2 台目の仮想マシンが VMFS ファイルにアクセスしようとすると、エ
ラーが表示され、パワーオンされません。 

ただし、高可用性を実現するために、複数の仮想マシンにディスクを共有さ
せる方が便利な場合も多々あります。このような構成は、プライマリマシン
が故障した場合に別のマシンがアプリケーションの実行を引き継ぐような、
ディスクベースのフェイルオーバーで一般的に利用されています。フェイル
オーバーが発生した場合にバックアップマシンが即座に必要なデータにアク
セスできるように、アプリケーションが必要とするデータは通常、共有ディ
スクに保存されています。ESX Server を使ったクラスタリングに関する総括
的な情報は、 「クラスタリングの構成 (p.347)」をご覧ください。

バスの共有設定は、仮想マシンが同時に同じ仮想ディスクへアクセスできる
かどうかを決定するのに使用されます。

バス共有オプションの設定
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って、同じ仮
想ディスクに同時アクセスさせたい仮想マシンごとにバス共有設定を変更し
てください。

バス共有オプションには、次の 3つがあります。

• [None]：ディスクを他の仮想マシンと共有することはできません。

• [Virtual]：同じサーバ上の仮想マシンであれば、ディスクを共有できま
す。

• [Physical]：どのサーバ上の仮想マシンであっても、ディスクを共有で
きます。

仮想ディスクの共有を有効にするには、[Virtual] か [Physical] を選択してく
ださい。指定した仮想バス上の仮想ディスクが全て共有可能となり、指定し
たモードに設定されます。

バスの共有を [Virtual] に設定すると、同じ物理マシン上の仮想マシンだけが
ディスクを共有できるようになります。この設定によって、高可用性クラス
タのメンバーが全て 1台の同じ物理マシンに存在する、「ボックス内のクラ
スタ」構成が実現できます。この設定は、ソフトウェアや管理エラーが原因
で故障が発生することが多い環境で高可用性を提供するのに便利です。
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バスの共有を [Physical] にすると、異なる物理マシン上の仮想マシンがディ
スクを共有できるようになります。この場合、全物理マシンがアクセスでき
るように、その仮想ディスクを格納する VMFS が物理共有ディスク上に存在
していなければなりません。この設定は、予測される故障の原因にハード
ウェアのエラーも含まれる環境で高可用性を提供するのに便利です。 

高可用性の実現のために共有ディスクが使用されているケースでは、多くの
場合、アプリケーションを実行し、共有データを使用しているカレントマシ
ンが SCSI コマンドを使ってそのディスクを予約します。

バス共有設定が [Physical] の場合、仮想ディスクが予約またはリセットされ
たことを、そのディスクを共有している他のマシンが正しく検知できるよう
に、共有仮想ディスクの予約 /リセット /解放を行うコマンドは物理ディス
クにまで伝達されます。このため、ほとんどの場合、高可用性を実現するた
めに異なる物理マシン上の仮想マシン間でディスクを共有する際は、各共有
ディスクに単一の仮想ディスクを持つ単一の VMFS のみを格納することを、
つまり各物理ディスクに仮想ディスクを 1個だけ格納することをお勧めし
ます。このような構成では、各仮想ディスクを個別に予約、解放することが
可能です。

バス共有設定は、次の手順で変更します。

1. 管理インターフェイスに適切なユーザーとしてログインしてください。
この際、構成を行う仮想マシンがパワーオフされていることを確認し
てください。 

2. 構成を行う仮想マシンのターミナルアイコンを指定し、[Configure 
Hardware] をクリックします。

3. 該当する SCSI コントローラの横の [Edit] をクリックしてください。

4. ドロップダウンリストから使用するバス共有設定を選択し、[OK] をク
リックします。
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SAN を ESX Server で使用
VMware ESX Server は、 SAN (storage area network) を使っても効果的に利用
することができます。ESX Server は、Qlogic 及び Emulex ホストバス アダプ
タをサポートしています。このため ESX Server コンピュータは SANに接続
して、SAN上のディスクアレイを認識することができます。

このセクションで提供する SCSI 構成情報は Fibre Channel アダプタにも当て
はまりますが、FC アダプタには追加構成が必要となることがありますので、
注意してください。

SANハードウェアのサポート状況に関する情報は、弊社Web サイト
（www.vmware.com/support/esx2）から「VMware ESX Server SAN Compatibility 
List」をダウンロードしてください。

ストレージアレイについて
大容量ストレージシステム（ディスクアレイとも呼ばれます）は、高可用性
と高速化を実現するために多数のディスクをアレイ状に組合わせたもので
す。通常、複数のディスクが RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) ア
レイを構成します。これによってディスクドライブが潜在的な単一点障害
（単一機器の障害がシステム全体の障害となること）ではなくなるため、
データ保護につながります。

ディスクアレイは、独立した単一ディスクと同じ様にサーバに認識される論
理ユニット (LUN) にストレージ RAID セットを分割します。 通常、LUNは少
数で比較的容量が大きく、サイズが固定されています。

LUNは、使用するディスクアレイのストレージ管理アプリケーションで作
成することができます。

接続中の SANを使って ESX Server をインストール 
ESX Server ソフトウェアは、ローカル SCSI ディスクにインストールするこ
とをお勧めします。

注意： ESX Server のインストール中は、全ての Fibre Channel アダプタ 
(QLogic または Emulex) を必ず SANから切断しておいてください。切断され
ていないと、多くの場合、インストール中に表示されるドライブの一覧の最
初に SANディスクが表示されてしまいます。これによって、サービスコン
ソールのインストール中に混乱が生じる恐れがあります。

さらに、Fibre Channel アダプタは全て仮想マシン専用にしておくことをお
勧めします。FCアダプタが仮想マシン専用であっても、サービスコンソー
ル上のシステム管理エージェントは SAN上の LUNを認識できます。
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SAN上の VMFS ボリュームを構成
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って SANの
構成と VMFS-2 ボリュームのフォーマットを実行中は、1台の ESX Server し
か SANにアクセスさせないでください。構成が完了したら、複数の ESX 
Server がアクセスできるように、必ず物理共有 SANディスク上の全パー
ティションを Public か Shared アクセスにしてください （「VMFS へのアク
セス (p.309)」を参照してください )。

管理インターフェイスを使った SANの構成、LUN向けのスキャニング、及
び固定バインドの設定に関しては、「スワップファイルの構成 (p.253)」をご
覧ください。

デバイスと LUNのスキャニング
ESX Server は、Fibre Channel ドライバが読み込まれる度に、デバイスやそ
のデバイス上の LUNをスキャンします。スキャニングは管理インターフェ
イス、あるいは vmkfstools -sコマンドを使って手動で開始することも可
能です。

新しくディスクアレイを SANに追加した場合やディスクアレイ上に新しく
LUNを作成した場合、デバイスや LUNの再スキャンを行う必要があるかも
しれません。また、ディスクアレイ上で LUNマスキングを変更した場合も
再スキャンが必要かもしれません。

注意： QLogic アダプタでは、既存のディスクアレイ上の新しい LUNを認識
させるために、スキャ二ングに先立ち特別な手順を行う必要があります。
/proc/scsi/qla2200または/proc/scsi/qla2300の各数値エントリに
対して、 サービスコンソールで root ユーザーとして次のいずれかの適切な
コマンドを実行してください。

echo “scsi-qlascan” > /proc/scsi/qla2200/<numeric_entry>

または
echo “scsi-qlascan” > /proc/scsi/qla2300/<numeric_entry>

上記のコマンドは、QLogic ドライバに既存の LUNのキャッシュを消去
させます。

注意： Fibre Channel 以外のアダプタで vmkfstools -sコマンドを実行し
ないでください。

特定の FC SCSI アダプタでデバイスや LUNをスキャンするには、次のコマ
ンドを入力してください。

vmkfstools -s <FC_SCSI_adapter>
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例えば、SCSI アダプタ vmhba0を再スキャンして新しい（あるいは削除さ
れた）デバイスや LUNがないかを確認するには、以下のように入力します。

vmkfstools -s vmhba0

vmkfstoolsの使用に関する詳細は、「vmkfstools の使用 (p.311)」をご覧く
ださい。

注意： 複数の FC HBA でマルチパスを使用している場合、このコマンドを全
ての FC HBA で実行してください。再スキャン後に新しい LUNが表示され、
そこに VMFS ボリュームが存在する場合、/vmfsディレクトリの内容を表
示させると、該当するサブディレクトリが現れるはずです。

SAN 向けの VMkernel 構成オプションを変更
SAN 上のストレージデバイスを全て使用するには、下記の手順で VMkernel
構成オプションの一部を変更する必要があるかもしれません。

変更は次の手順で行います。

1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）に root の権
限でログインします。

[Status Monitor] ページが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてください。

3. [Advanced Settings] をクリックしてください。

4. オプションを変更するには、現在の値をクリックし、ダイアログボッ
クスに新しい値を入力して [OK] をクリックします。

これらの設定の変更に関する詳細は、「詳細設定の変更 (p.255)」をご覧
ください。
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すべての LUNを検出
デフォルトで、VMkernel はターゲット毎に LUN 0 から LUN 7 までしかス
キャンしません。 7 より大きな LUN番号を使用している場合、[DiskMaxLUN]
フィールドの設定をデフォルトの 8から適切な値に変更する必要がありま
す。例えば、LUN番号 0から 15 までが有効になっている場合、このオプ
ションを 16 に設定してください。現時点では、ESX Server マシンは、SAN
上の全ディスクアレイで最大 128 個の LUNを認識できます。

VMkernel は、デフォルトでスパースな LUN（つまりLUN Nは存在するけれど
も、0からN-1の範囲で一部存在しない LUNがある場合）をサポートするよ
うに構成されています。この構成が必要ない場合は、[DiskSupportSparseLUN]
フィールドの値を0に変更してください。これでLUNのスキャンに要する時
間を短縮できます。

[DiskMaskLUNs] 構成オプションは、特定HBA上の特定 LUNのマスキングを
可能にします。マスキングされた LUNには、初期スキャン中でも VMkernel
が接触したりアクセスしたりすることはできません。[DiskMaskLUNs] オプ
ションには、アダプタ名、ターゲット ID 及びマスキングする LUNの範囲
（コンマ区切り）から構成されるストリングを使用します。フォーマットは
以下のようになります。

<adapter>:<target>:<comma_separated_LUN_range_list>;

例えば、vmhba 1 ターゲット 5上の LUN 4、12、及び 54-65 と vmhba 3 
ターゲット 2上の LUN 3-12、15、及び 17-19 をマスキングしたい場合、 
DiskMaskLUNs オプションを次のように設定します。

"vmhba1:5:4,12,54-65;vmhba3:2:3-12,15,17-19;"

注意： LUN 0 はマスキングできません。

[DiskMaskLUNs] オプションは、LUNマスクが設定されているアダプタ向け
の [DiskMaxLUN] オプションを上書きします。つまり、上記の例の続きとし
て、vmhba0、vmhba1、vmhba2及び vmhba3の 4つのアダプタがあり、
DiskMaxLUN オプションが 8に設定されているとします。この場合、
vmhba0とvmhba2はLUN 0-7のみをスキャンしますが、vmhba1とvmhba3は 
マスキングされていない全 LUNを、LUN 255 かアダプタが報告する最大
LUN設定のいずれか少ない方までスキャンします。

LUNマスキングを使えば、管理やセキュリティの目的で、アクセスする必
要のない LUNをサーバが認識しないようにすることができます。詳細は、
ディスクアレイに関するドキュメントを参照してください。
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IBM FAStT ディスクアレイの使用
IBM FAStT ディスクアレイが返すベンダー固有のステータスコードを、ESX 
Server がエラーと解釈してしまうことがあります。このようなステータス
コードは、例えばファームウェアがアップグレートされているとか、ディス
クキャッシュの電池を交換する必要があるといった一時的なものです。しか
し、デフォルト構成の ESX Server は、このステータスコードを、LUNが存
在しているのにアクセスできないと解釈することがあります。

特別な ESX Server 構成オプションを使えば、この問題を回避できます。管理
インターフェイスに root ユーザーとしてログインし、[Advanced Settings]
をクリックしてください。次に [VMkernel Configuration] をクリックします。
DiskRetryUnitAttentionというオプションを見つけ、そのオプション
が有効になっているか確認してください（デフォルト設定です）。

このオプションを有効にすると、ベンダー固有のステータスコードを受け
取った時に、ESX Server が自動的に SCSI コマンドを再試行します。

ESX Server で SAN の問題をトラブルシューティング
VMware Management Interface（管理インターフェイス）や ls /proc/

vmware/scsi/<FC_SCSI_adapter>の出力から LUNを確認することがで
きます。 この出力が予想していたものと違う場合、次の点を確認してくださ
い。

• DiskMaxLUN ー 各 vmhbaで ESX Server がスキャンする LUNの最大数

管理インターフェイス（[Advanced Settings in the Options] ページ）を
使って、あるいは /proc/vmware/configを表示すれば、このオプ
ションを確認、設定できます。

• DiskSupportSparseLUN ー このオプションが有効になっていると、ESX 
Server は欠けている LUNがあってもスキャンを続けます。このオプ
ションをオフにすると、欠けている LUNを見つけた時点で ESX Server
が LUNのスキャンを中止します。

管理インターフェイス（[Advanced Settings in the Options] ページ）を
使って、あるいは /proc/vmware/configを表示すれば、このオプ
ションを確認、設定できます。

• LUN マスキング ー LUN マスキングを行うと、一覧で指定した接続にの
みが各 LUNが割当てられ、その接続のみがアクセスできるようになり
ます。LUNマスキングが正しく実行されており、 その LUNを ESX 
Server 上の HBA が認識できるようになっているか確認してください。
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• ゾーニング ー ゾーニングは、特定ストレージデバイスへのアクセスを
制限し、 ネットワークのセキュリティを強化すると共にトラフィックを
減らします。ゾーニングを使用する場合、SANスイッチ上のゾーニン
グが正しく設定されているか、また該当ディスクアレイの全 vmhbaと
コントローラが同じゾーンに割当てられているか確認してください。 

• ストレージコントローラ ー ディスクアレイに複数のコントローラが存
在する場合、アクセスしたい LUNを所有するコントローラに SANス
イッチが接続されているか確認してください。一部のディスクアレイ
では、 1 個のコントローラのみが「active」で、故障が起こらない限り
他のコントローラは「passive」に設定されています。正しいコント
ローラに接続されていないと、予測した LUNを認識できないか、認識
できてもアクセスしようとするとエラーが表示されることがあります。

ESX Server での SAN の使用に関する詳細は、弊社Web サイトの知識ベース
（www.vmware.com/support/）をご覧ください。
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固定バインドの使用
使用中の Fibre Channel ホストバス アダプタ (HBA) には、固定 (Persistent)
バインドを指定することができます。固定バインドを設定すると、ESX 
Server が特定の Fibre Channel SCSI デバイスに特定のターゲット ID を割当て
ます。このターゲット IDの関連付けは、ユーザーが変更するまで、再起動
を行っても保持されます。

固定バインドは、ESX Server で Rawディスクを使用している場合に特に便
利です。Rawディスクは、LUNや SAN (storage area network) 上の物理ディ
スクドライブに直接マップされています。ESX Server は、このディスク上の
データに、（VMFS ボリューム上のファイルではなく）Rawデバイスとして
直接アクセスすることができます。

固定バインドは、VMware Management Interface（管理インターフェイス）
かサービスコンソールを使って設定できます。管理インターフェイスを使っ
た固定バインドに関する情報は、「アダプタのバインド (p.249)」を参照して
ください。

Service Console を使ってターゲット IDを確認
サービスコンソールを使って作業を行う場合は、
cat /proc/scsi/<FC_SCSI_driver>/<adapter_number>と入力して、
ターゲット IDを確認してください。 

Emulex HBA 向けの出力例
#cat /proc/scsi/<FC_SCSI_driver>/<adapter_number>

.

.

.
Portname: 10:00:00:00:c9:32:23:49   Nodename: 20:00:00:00:c9:32:23:49

Link Up - Ready:

PortID 0x21900
Fabric
Current speed 1G

lpfc0t00 DID 021500 WWPN 20:00:00:60:16:3c:ad:13 WWNN 20:00:00:60:16:3c:ad:13

上記の各項目は次の内容を表しています。

Portname: 10:00:00:00:c9:32:23:49 アダプタのポート名
Nodename: 20:00:00:00:c9:32:23:49 アダプタのポート名
lpfc0t00 0 (lpfc0) はホストバスアダプタを、00は

ターゲットを指しています。
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QLogic HBA 向けの出力例
#cat /proc/scsi/<FC_SCSI_driver>/<adapter_number>

.

.

.
SCSI Device Information:

scsi-qla0-adapter-node=200100e08b229b53;

scsi-qla0-adapter-port=210100e08b229b53;

scsi-qla0-target-0=20000060163cad13;
.
.
.

上記の各項目は次の内容を表しています。

pbind.pl スクリプト
pbind.plスクリプトは、 /usr/sbinディレクトリに保存されています。こ
のコマンドのオプションを一覧表示するには、root の権限で pbind.plと
入力してください。 

WWPN 20:00:00:60:16:3c:ad:13 ターゲットのワールドワイドポート名 
(WWPN)

WWNN 20:00:00:60:16:3c:ad:13 ターゲットのワールドワイドノード名 
(WWNN)

200100e08b229b53 アダプタののワールドワイドポート名 
(adapter-port)

210100e08b229b53 アダプタのワールドワイドノード名 
(adapter-node)

qla0 0 はホストバスアダプタです。
target-0 0 はターゲットです。
20000060163cad13 ワールドワイドポート名

pbind.pl オプション 解説

pbind.pl -A 全アダプタに固定バインドを設定

pbind.pl -D 全アダプタのバインドを削除

pbind.pl -a <path> 全アダプタに <path>で指定されているバイ
ンドを追加

pbind.pl -d <path> <path>で指定されてるバインドを全アダプタ
から削除
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pbind.pl スクリプトの使用例
下記の例では、全QLogic 2200 ホストにバインドを追加します。

pbind.pl -a /proc/scsi/qla2200/

下記の例では、QLogic 2200 ホスト 2にバインドを追加します。
pbind.pl -a /proc/scsi/qla2200/2

注意： ワイルドカード文字の入力（例：pbind.pl -a /proc/scsi/
qla2200/*）は無効です。

pbind.pl -r 実際に変更を行うことなく、結果を表示しま
す。

pbind.pl -s サポートされているアダプタとそのパスを表
示します。

pbind.pl -q Quiet モード：通常のステータス出力を行いま
せん。

pbind.pl オプション 解説
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ESX Server でマルチパスを使用
ESX Server 2.1 は、ホストバスアダプタ (HBA)、スイッチ、ストレージコント
ローラ（つまりストレージプロセッサ、下図では SP と略称されています）、
あるいは Fibre Channel ケーブルが故障した場合に、サーバマシンとスト
レージデバイス間の接続を持続させるためにマルチパスをサポートしていま
す。前バージョンの ESX Server とは異なり、今回のバージョンでは、マル
チパスのサポートに特別なフェイルオーバードライバを必要としません。

上図では、各サーバからストレージデバイスまでの間に複数の余剰なパスが
存在しています。例えばHBA1、あるいは HBA1 と Fibre Channel (FC) ス
イッチ間のリンクが動作しなくなった場合、HBA2 が引き続きサーバとス
イッチ間の接続を提供します。このプロセスは、HBAフェイルオーバーと
呼ばれます。

同様に、SP1、あるいは SP1 とスイッチ間のリンクが動作しなくなれば、
SP2 が引き続きスイッチとストレージデバイス間の接続を提供します。この
プロセスは、SP フェイルオーバーと呼ばれます。 VMware ESX Server 2.1 で
は、マルチパス機能を使ってHBAフェイルオーバーと SP フェイルオーバー
の両方をサポートしています（SP フェイルオーバーは、一部のディスクア
レイでサポートされていない可能性があります）。
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SAN ハードウェアのサポート情報は、弊社Webサイト（ www.vmware.com/

support/esx2）から「VMware ESX Server SAN Compatibility List」をダウンロー
ドしてください。 

パス管理ツールの選択
ESX Server では、 Management Interface（管理インターフェイス）と Service 
Console（サービスコンソール）の両方を通じて、ストレージデバイスへの
マルチパスアクセスを構成、管理することができます。以下のセクションで
は、Service Console で vmkmultipathコマンドを使ったマルチパスの管理
方法について解説を行います。Management Interface を使ったマルチパス
の構成に関する解説は、「フェイルオーバーパスの接続を確認 (p.250)」をご
覧ください。

現在のマルチパスの状況を確認
vmkmultipath -qコマンドを使えば、現在のマルチパスの設定を確認する
ことができます。-qオプションは、ESX Server が認識する全パスあるいは
指定したパスの状態を表示します。vmkmultipathによって表示されるレ
ポートには、ディスクに対するその時点のマルチパスポリシーとそのディス
クへの各パスの接続状態とモードが記載されます。

レポートでは、ディスクがその正規名によって特定されます。ディスクの正
規名とは、ESX Server が最初に見つけたディスクへのパスです。LUNの正規
名は、ESX Server が最初に見つけた LUNへのパスで表されます。ESX Server
は最初のコントローラの最も小さなデバイス番号からスキャンを開始するた
め、最初のパス（つまり LUNの正規名）は、最も小さなコントローラ番号
とデバイス番号を使ったパスになります。例えば、ディスクへのパスとして
vmhba0:0:2、vmhba1:0:2、vmhba0:1:2及び vmhba1:1:2が存在する場
合、ディスクの正規名は vmhba0:0:2です。

全ディスクに対するレポートを参照するには、以下のコマンドを入力してく
ださい。

# vmkmultipath -q

下記の例は、SANを管理している ESX Server の構成に対して表示される典
型的なレポートです。

Disk and multipath information follows:

Disk vmhba0:0:1 (34,326 MB) has 6 paths.  Policy is fixed.
vmhba0:0:1       on  (active, preferred)
vmhba0:1:1       on
vmhba0:2:1       on
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vmhba1:0:1       on
vmhba1:1:1       on
vmhba1:2:1       on

Disk vmhba0:0:2 (100,319 MB) has 6 paths.  Policy is fixed.
vmhba0:0:2       on  (active, preferred)
vmhba0:1:2       on
vmhba0:2:2       on
vmhba1:0:2       on
vmhba1:1:2       on
vmhba1:2:2       on

Disk vmhba0:0:4 (0 MB) has 6 paths.  Policy is fixed.
vmhba0:0:4       on  (active, preferred)
vmhba0:1:4       on
vmhba0:2:4       on
vmhba1:0:4       on
vmhba1:1:4       on
vmhba1:2:4       on

Disk vmhba0:0:6 (0 MB) has 6 paths.  Policy is fixed.
vmhba0:0:6       on  (active, preferred)
vmhba0:1:6       on
vmhba0:2:6       on
vmhba1:0:6       on
vmhba1:1:6       on
vmhba1:2:6       on

Disk vmhba0:3:3 (0 MB) has 2 paths.  Policy is mru.
vmhba0:3:3       on  (active, preferred)
vmhba1:3:3       on

このシステム構成では、ディスク vmhba0:0:2は「fixed」ポリシーを採用
しています。このディスクへは、ESX Server が認識する６つのパスが存在し
ています。 パスの一覧は、そのディスクにアクセスする異なる物理ルートを
示しています。

ディスクへの各パスのステータスが 2番目の欄に表示されています。 レポー
トでは、各パスが on、off、deadのいずれかで表されます。 

• ステータスが onの場合、 そのパスはきちんと動作しており、データの
転送がうまくいっています。

• ステータスが offの場合、そのパスは故意にオフにされています。

• ステータスが deadの場合、パスがアクティブでなければならないの
に、ソフトウェアがこのパスを使ってディスクに接続できないことを
示しています。
www.vmware.com342



第 9 章  ストレージとファイルシステム
3 番目の欄には、各パスのモードが一覧表示されます。

• preferredは、ESX Server がディスクにアクセスする際に使用するプ
ライマリパスであることを示します。 

• activeは、ESX Server がディスクへのアクセスに実際に使用している
パスであることを示します。

注意： vmkmultipathが表示するレポートには、物理ディスクへのパスと
ストレージコントローラへのパスが共に記載されます。 上記の例では、空き
領域がない「ディスク」として記載されているのは、実際はストレージプロ
セッサです。 

照会コマンドでディスクを指定すれば、単独のディスクに対するマルチパス
のステータスを表示することができます。例えば、ディスク vmhba0:0:6

に対するレポートを表示させるには、以下のコマンドを使用してください。
# vmkmultipath -q vmhba0:0:6
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LUNにマルチパス ポリシーを設定
マルチパス機能のデフォルトポリシーは、ユーザーが指定できます。ポリ
シーには、以下の 2つがあります。

• fixed ー ESX Server が常にディスクへの優先パスを使用します。優先パ
スを使ってそのディスクにアクセスできない場合は、 別のパスを試みま
す。Fixed は active/active のストレージデバイスに対するデフォルトポ
リシーです。 

ディスク（この例では vmhba0:0:0）に fixed ポリシーを設定するに
は、次のコマンドを入力します。
# vmkmultipath -s vmhba0:0:0 -p fixed

• mru ー LUN への最新のパスが利用不可能にならない限り、ESX Server は
そのパスを使用します。 つまり、ESX Server は自動的に優先パスに戻り
ません。最新パス (mru)は active/passive のストレージデバイスに対す
るデフォルトポリシーです。 

ディスク（この例では vmhba0:0:0）にmru ポリシーを設定するに
は、次のコマンドを入力します。
# vmkmultipath -s vmhba0:0:0 -p mru

注意： 各ディスクには異なるポリシーを指定することができます。

パスの指定
vmkmultipathコマンドを使用すれば、下記の例のように、パスを無効 /有
効にしたり、アクティブなパスや優先パスを設定したりすることができま
す。パスの構成は、-sオプションでパスモードを設定して行います。

パスの有効化
vmkmultipathを使ってパスを有効にするには -eオプションを使用してく
ださい。この例では、コントローラ vmhba1:0:1からディスク
vmhba0:0:1へのパスを有効にします。

# vmkmultipath -s vmhba0:0:1 -e vmhba1:0:1

パスの無効化
vmkmultipathを使ってパスを無効にするには -dオプションを使用してく
ださい。この例では、コントローラ vmhba1:0:1からディスク
vmhba0:0:1へのパスを無効にします。

# vmkmultipath -s vmhba0:0:1 -d vmhba1:0:1
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優先パスの設定
ディスクへの優先パスを指定するには -rオプションを使用します。この例
では、コントローラ vmhba1:0:1からディスク vmhba0:0:1へのパスを優
先パスに指定します。

# vmkmultipath -s vmhba0:0:1 -r vmhba1:0:1

注意： マルチパスポリシーが mruに設定されている場合、優先パスは無視
されます。

指定したマルチパス設定の保存
ESX Server を正常にシャットダウンした場合、使用中のマルチパス設定は保
存されます。ただし異常終了してしまう場合に備えて、root の権限で下記
のコマンドを実行し、設定を確実に保存しておくことをお勧めいたします。

# /usr/sbin/vmkmultipath -S

このコマンドを実行すると、指定したマルチパス設定がブートアップ時に自
動的に復元されます。

フェイルオーバーが発生した場合
ケーブルが引き抜かれると、リンクがダウンしたことを SANドライバが認
知してフェイルオーバーが実行されるまでに、約 30～ 60 秒間 I/O がフリー
ズしてしまいます。この間、（SANに仮想ディスクがインストールされてい
る）仮想マシンの応答がなくなり、/vmfsディレクトリ上の操作がハング
してしまったようになることがあります。フェイルオーバーが実行される
と、I/O は通常の状態に戻るはずです。

ESX Server のフェイルオーバー機能は高可用性を保証し、SANデバイスへの
接続ロスを防ぎます。ただし、複数の故障等のディザスタによって SANデ
バイスへの全接続がすべて失われる可能性もあります。

特定のストレージデバイスへの接続が全て動作しなくなった場合、仮想マシ
ンの仮想 SCSI ディスク上で I/O エラーが発生するようになります。また、
/vmfsディレクトリ上の操作は、「I/O エラー」を報告した後、最終的に実行
されなくなります。

QLogic アダプタ向けの設定
QLogic カードでは、QLogic BIOS の PortDownRetryCount値を調整する
必要があるかもしれません。この値は、 リンクがダウンした場合にフェイル
オーバーが実行されるまでの時間を決定します。
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PortDownRetryCount値が <n>の場合、フェイルオーバーまでに通常
<n> x 2 秒と少しかかります。<n>の一般的な推奨値は 15 です。この場合、
フェイルオーバーには 30秒と少しかかります。

PortDownRetryCount値の変更に関する情報は、QLogic のドキュメントを
ご覧ください。

Windows 2000及びWindows Server 2003ゲストOSでのフェイルオーバー 
Windows 2000 及びWindows Server 2003 ゲストでは、標準ディスクの
TimeOutValue を増加させ、フェイルオーバー中にWindows にあまり影響
が生じないようにする必要があるかもしれません。

1. [ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、regedit.exe

と入力してから [OK] をクリックします。

2. 左側パネルの階層表示の所で [HKEY_LOCAL_MACHINE]、[System]、
[CurrentControlSet]、[Services]、[Disk] を順にダブルクリックします。

3. TimeOutValueを選択し、Data 値を x03c (16 進数 ) か 60 (10 進数 )
に設定します。この変更によって、ディスク操作の完了が遅延してい
る場合に、Windows がエラーを発生させるまでに少なくとも 60秒間
待つようになります。

4. [OK] をクリックして [ レジストリエディタ ]プログラムを終了します。
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10 章
クラスタリングの構成
ESX Server のクラスタリング機能は、アプリケーションの開発、テスト、ト
レーニングに最適です。ESX Server をベースにしたクラスタ構成は、実際に
運用環境に展開する前に、必ず厳密なテストと検証を行ってください。

本章では、VMware ESX Server 2.1 以降を使って、多様な環境で仮想マシンの
クラスタリングをどのように提供するかについて概要を説明していきます。

• クラスタリングとは (p.348)

• 仮想マシンのクラスタリング (p.350)

• ネットワーク負荷分散 (p.373)
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クラスタリングとは
クラスタリングとは、高可用性やスケーラビリティ、あるいはその両方を実
現するために一群のサーバを使ってサービスを提供することです。

例えば、クラスタ内の全ノードが、静的コンテントを提供する特定のWebサ
イトにサービスを提供している場合を考えてみましょう。メインのゲートウェ
イが、リクエストを負荷に応じて全ノードに分散させます。ノードの1つがク
ラッシュした場合、ゲートウェイが残りのノードにリクエストを転送します。
これによって、高い可用性と優れたパフォーマンスを実現できます。Windows 
2000のネットワーク負荷分散がこのようなサービスを提供しています。

より複雑なクラスタとして、単独ノードがデータベースにサービスを提供して
いる場合を考えてみましょう。このノードがクラッシュすると、クラスタリン
グソフトウェアはデータベースを別のノードで再起動する仕組みになっていま
す。データベース アプリケーションはクラッシュからの復旧方法を記憶して
います。通常のオペレーションでは、他のノードは別のアプリケーションを実
行するために使用されます。Microsoft Cluster Serviceや Veritas Cluster Serviceが
このようなサービスを提供してます。

クラスタリングを利用できるアプリケーション
クラスタリングサービスを利用するには、アプリケーションがクラスタリン
グを認識する必要があります。

このようなアプリケーションとして、以下のものが挙げられます。

• Webサーバや VPNサーバなどステートレスなもの

• データベースサーバ、メールサーバ、ファイルサーバやプリントサー
バのようにリカバリ機能がビルトインされているもの

クラスタリング ソフトウェア
現在、次のようなクラスタリングソフトウェアが利用可能です

• Microsoft Clustering Service (MSCS)

データベース、ファイルサーバ、メールサーバといったアプリケーショ
ン向けの2～ 8ノードのクラスタに対してフェイルオーバーをサポート

• Microsoft Network Load Balancing (NLB)

Web サーバやターミナルサービス等のアプリケーション向けに、クラ
スタ内のノードで受信 IP トラフィックの負荷を分散

• Veritas Clustering Service (VCS)
www.vmware.com348



第 1 0 章  クラスタリングの構成
クラスタリング ハードウェア
一般的なセットアップのクラスタリングには、次のハードウェアが使用され
ます。

• ノード間で共有するディスク

メールサーバやデータベースサーバのようにアプリケーションが動的
データを使用する場合、このようなディスクが必要です。

共有ディスクは、共有 SCSI ディスクでも Fibre Channel を使用する
SAN でも構いません。

• ハートビートのステータスをモニタするノード間のネットワーク接続

• 受信リクエストを転送する手段
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仮想マシンのクラスタリング
仮想マシン内のクラスタリング ソフトウェア
Network Load Balancing、Microsoft Clustering Service 及び Veritas Clustering 
Service は、ESX Server 2.1 の仮想マシン内で無修正で動作します。

仮想マシン内でクラスタリングサービスを使用すれば、より少ないハード
ウェア（マシンやネットワークアダプタ等）で高可用性を実現することがで
きます。

クラスタリングのシナリオ
仮想マシン内のクラスタリングには、いくつかのシナリオが考えられます。

ボックス内のクラスタ ー ソフトウェアのクラッシュや管理上のエラーに
対処する単純なクラスリングです。このクラスタは、1台の物理マシンに共
存する複数の仮想マシンから構成されます。共有の SCSI ハードウェアを使
用することなく共有ディスクをサポートし、余分なネットワークアダプタを
使用することなくハートビートネットワークをサポートします。

1台の物理マシンに共存する 4ノードのクラスタ。各ノードでクラスタリング ソフトウェ
アが稼動しています。
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複数のボックスにまたがるクラスタ ー この種類のクラスタも仮想マシン
で構成されます。仮想ディスクは実際の共有ディスクに格納されているた
め、全仮想マシンからアクセス可能です。この種類のクラスタを使えば、物
理マシンのクラッシュに対応できます。

2台の仮想マシンを使った 4ノードのクラスタ。各ノードでクラスタリング ソフトウェア
が稼動しています。
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クラスタの統合 ー この種類のクラスタは、前述の 2種類の特長を合わせ
たものです。例えば、２台のマシンから成る４つのクラスタを、４台の仮想
マシンを持つ２台の物理マシンに統合することができます。こうすればハー
ドウェアとソフトウェアの両方の故障に対処できます。

2ノードのクラスタ 4つを 8台の物理マシンから 2台に移行
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コスト効率の良いスタンバイホスト ー 複数の仮想マシンを使って、１個
のスタンバイボックス上で複数の物理マシンに対するスタンバイ ホストを
提供します。

1台の物理マシン上の 3台の仮想マシンを使ったスタンバイホスト。全仮想マシンでクラス
タリング ソフトウェアが稼動しています。

共有ディスクを使って仮想マシンのクラスタを構成
仮想マシンのクラスタを生成するには、各仮想マシンに次のデバイスを構成
する必要があります。

• SCSI 仮想ディスクが1個接続されたプライマリ仮想SCSI ホストアダプタ

• 最低２個の仮想ネットワークアダプタ

• vmnicx（つまり vmnic0以上）に接続されたパブリック ネットワー
クアダプタ。vmnic は、仮想マシン専用のネットワークアダプタを
使用する仮想マシン デバイスです。

• vmnicx（つまり vmnic0以上）か vmnet_x （つまり vmnet_0以上）
に接続されたプライベート ネットワークアダプタ。同一クラスタ内
の全仮想マシンに対して同じデバイスを選択してください。この
ネットワークアダプタは、クラスタリングサービスがノード間の
ハートビートをモニタする際に使用されます。
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• 残りのデフォルト仮想マシンデバイス（CD-ROMドライブや FDドライ
ブ等）

上記デバイス以外にも、共有ストレージに次のデバイスが必要です。

• セカンダリ仮想 SCSI ホストアダプタ

• セカンダリSCSIホストアダプタに接続された１個以上の共有仮想ディスク

注意事項
• 各仮想マシンでは、PCI スロットがデフォルトで 5個まで利用できます。
上記の構成（ネットワークアダプタ２個と SCSI ホストバスアダプタ２
個）では、この内４個のスロットを使用します。つまり、必要があれ
ば、残りの PCI スロットを３番目のネットワークアダプタに使用する
ことができます。

• VMware 仮想マシンは、現時点では SCSI-2 ディスクリザベーション プロ
トコルのエミュレーションのみを行い、SCSI-3 ディスクリザベーショ
ンを使用するアプリケーションはサポートしていません。ただし、一
般的なクラスタリングソフトウェア（ MSCS や VCS 等）はすべて SCSI-
2 リザベーションを使用しています。

Microsoft Cluster Service を使用する、1台の ESX Server
マシン上の２ノードのクラスタ
ここでは、１台の ESX Server マシン上でMicrosoft Cluster Service を使った２
ノードのクラスタを構築する手順を、以下の命名規約を使って説明します。

• Portsaid = クラスタのノード１のホスト名

• Kena = クラスタのノード２のホスト名

• Arish = クラスタのパブリックホスト名

• sharedfs = 共有ストレージの VMFS ボリュームラベル

• vms = ローカルストレージの VMFS ボリュームラベル

注意： vms と sharedfs に格納される仮想ディスクを、同じパーティション
に格納することも可能です。この場合、これらの仮想ディスクが常駐する
パーティションのラベルを使用してください。
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１つ目のノードのベースとなる仮想マシンを作成
1. https://<hostname>/で VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）にアクセスし、この仮想マシンを所有する予定のユー
ザー名でログインしてください。

2. [Add Virtual Machine] をクリックします。

3. [Guest Operating System] は、デフォルトの [Microsoft Windows 2000 
Server] をそのまま使用します。

注意： この例では、ゲストOSとしてMicrosoft Windows 2000 Server を
使用ています。Microsoft Cluster Service をサポートする他のWindows
オペレーティングシステムを代わりに使用することも可能です。

4. [Display Name] フィールドを、その仮想マシンを記述するもの、例えば
MSCS Node 1 (Portsaid)等に変更します。

5. その仮想マシンの構成ファイルの [Location] を次のように変更します。 
/home/<user>/vmware/cluster1/cluster1.vmx

6. [Next] をクリックします。

7. ゲスト OSが使用するプロセッサ数（最大２個）を指定します。

8. [Memory] を変更して、この仮想マシンに割当てる RAM容量を指定し
てください。

9. [Next] をクリックします。

10. [Blank] をクリックして新しい仮想ディスクを作成してください。

11. 仮想ディスクを格納する VMFS ボリュームを指定します。

12. この仮想ディスクイメージに独自の名前（例えば cluster1.dsk）を
付けます 。

13. 4GB 以上のプライマリ SCSI ディスクが必要な場合は、 [Capacity] フィー
ルドに適当な値を入力してください。

14. この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定します。

15. ディスクモードはデフォルトで Persistent に設定されています。 
[Persistent] をクリックして、このディスクモードを承認してください。

16. [Next] をクリックします。

これで、仮想マシンの作成が完了しました。

この仮想マシン向けの [Hardware] タブが表示されますので、そこからハー
ドウェアデバイスを追加していきます。
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仮想ディスクの構成 ー クラスタ化されたサービスやデータに共有アクセ
スするには、共有 SCSI コントローラと共有 SCSI ディスクが必要です。 

共有 SCSI コントローラと共有 SCSI ディスクを追加するには、[Hardware] タ
ブをクリックしてから次の手順に従ってください。

1. [Add Device] をクリックします。

2. [Hard disk] をクリックします。

3. [Blank] をクリックして新しい仮想ディスクを作成します。

4. 仮想ディスクを格納する VMFS ボリュームを指定します。

5. この仮想ディスクイメージに独自の名前（例えば quorum.dsk）を付
けます 。

6. [Capacity] フィールドに適当な値を入力します。

7. この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定します。

注意： 共有ディスクは単独の SCSI コントローラに接続する必要があり
ます。 SCSI 1:1 を選択してください。

8. ディスクモードはデフォルトで Persistent に設定されています。 
[Persistent] をクリックして、このディスクモードを承認してください。

9. [OK] をクリックします。

注意： 新しい仮想ディスクと SCSI Controller 1 が [Hardware] タブに表
示されるはずです。

10. [SCSI Controller 1] の横にある [Edit] をクリックし、バス共有を [none]
から [virtual] に変更します。

[Bus Sharing] ドロップダウンリストから [virtual] を選択し、[OK] をク
リックします。

ステップ 1 ～ステップ 9 の作業を繰り返して、SCSI 1:2 を使用するファイル
名 shared2.dskの共有仮想ディスクをもう１つ作成してください。

ネットワークデバイスの構成 ー Microsoft Cluster Service がクラスタの
ハートビートを維持するために使用する仮想ネットワークアダプタを追加す
る必要があります。 このアダプタを追加するには、[Hardware] タブをクリッ
クしてから次の手順に従ってください。

1. [Add Device] をクリックします。

2. [Network Adapter] をクリックします。
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3. [Device Binding] ドロップダウンリストから [vmnet_0] を選択します。
これによって、２番目のイーサネットアダプタがクラスタノード間の
プライベートネットワークに接続されます。

4. [OK] をクリックしてください。

これで、クラスタの１つ目のノードの仮想マシンが作成されました。

ゲストOSのインストール
次は、作成した仮想マシンにWindows 2000 Advanced Server をインストー
ルします。 

1. ESX Server マシンの CD-ROMドライブにWindows 2000 Advanced 
Server CD を挿入してください。

2. 管理インターフェイスで、該当する仮想マシン名の横にある青いター
ミナルアイコンをクリックし、リモートコンソールを起動します。

3. 仮想マシンを作成したユーザー、あるいは root としてログインしてく
ださい。

4. [Power On] をクリックします。

5. scsi0 に接続されているディスクにWindows 2000 Advanced Server をイ
ンストールします。

6. インストール中は、デフォルトのオプションを全て受け入れます。こ
の時点では、クラスタリングサービスをインストールしないでくださ
い。

7. インストールが完了したら、ゲストOSに VMware Tools をインストー
ルします。

仮想マシンのクローンを作成
Windows 2000 Advanced Server がインストールされた仮想マシンを作成し
たら、下記の手順でこの仮想マシンのクローンを作成すれば、作業にかかる
時間を短縮できます。

1. Windows 2000 CD の \support\tools\deploy.cabファイルから入
手できる sysprep.exeを実行してください。これによって、ゲスト
OS に割当てられているセキュリティ IDが取り外され、マシン情報や
TCP/IP ネットワーク構成がリセットされます。

2. ゲストOSをシャットダウンして、仮想マシンをパワーオフしてください。

3. サーバの CD-ROMドライブからWindows 2000 Advanced Server CD を
取外します。
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4. 管理インターフェイスの [Overview] ページで、[Manage Files] をクリッ
クしてください。

5. vmfsフォルダまでドリルダウンし、次に vmsフォルダを開いてくだ
さい。リフレッシュには、時間がかかることがあります。

6. cluster1.dskファイル横のチェックボックスにチェックマークを付
けます。

7. [Copy] をクリックします。

8. [Paste] をクリックします。

9. コピープロセスが完了したら、ファイル copy of cluster1.dskの
横のチェックボックスを選択してください。

10. [Edit Properties] ボタンをクリックします。

11. ファイル名を cluster2.dskに変更してください。

12. [OK] をクリックします。

13. Manage Files 画面を閉じてください。

これでクローン作成が終了しました。続いて、２つ目のノードの仮想マシン
を作成していきます。

２つ目のノードの仮想マシンを作成
次の手順で、新しい仮想マシンを作成してください。

1. 管理インターフェイスの [Overview] ページで、[Add Virtual Machine] を
クリックします。

2. [Guest Operating System] は、デフォルトの [Microsoft Windows 2000 
Server] をそのまま使用します。

3. [Display Name] フィールドを、その仮想マシンを記述するもの、例えば
SCS Node 2 (Kena)等に変更します。

4. [Location] を次のように変更します。 
me/<user>/vmware/cluster2/cluster2.vmx

5. [Next] をクリックします。

6. ゲストOSが使用するプロセッサ数（最大２個）を指定します。

7. [Memory] を変更して、この仮想マシンに割当てる RAM容量を指定し
てください。

8. [Next] をクリックします。
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9. この仮想マシンに既存の仮想ディスクを接続するには、[Existing] をク
リックします。

10. [Virtual Disk Image] ドロップダウンリストから cluster2.dskを選択
してください。

11. この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定します。

12. [Next] をクリックします。

仮想ディスクの構成 ー クラスタ化されたサービスやデータに共有アクセ
スするには、共有 SCSI コントローラと共有 SCSI ディスクが必要です。

共有 SCSI コントローラと共有 SCSI ディスクを追加するには、この仮想マシ
ン向けの [Hardware] タブをクリックしてから次の作業を起こってください。 

1. [Add Device] をクリックします。

2. [Hard disk] をクリックします。

3. [Blank] をクリックして新しい仮想ディスクを作成します。

4. 仮想ディスクを格納する VMFS ボリュームを指定します。

5. この仮想ディスクイメージに独自の名前（例えば quorum.dsk）を付
けます 。

6. [Capacity] フィールドに適当な値を入力します。

7. この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定します。

注意： 共有ディスクは単独の SCSI コントローラに接続する必要があり
ます。 SCSI 1:1 を選択してください。

8. ディスクモードはデフォルトで Persistent に設定されています。 
[Persistent] をクリックして、このディスクモードを承認してください。

9. [OK] をクリックします。

注意： 新しい仮想ディスクと SCSI Controller 1 が [Hardware] タブに表
示されるはずです。

10. [SCSI Controller 1] の横にある [Edit] をクリックし、バス共有を [none]
から [virtual] に変更します。

11. [Bus Sharing] ドロップダウンリストから [virtual] を選択し、[OK] をク
リックします。

ステップ 1 ～ステップ 9 の作業を繰り返して、SCSI 1:2 を使用するファイル
名 shared2.dskの共有仮想ディスクをもう１つ作成してください。
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ネットワークデバイスの構成 ー Microsoft Cluster Service がクラスタの
ハートビートを維持するために使用する仮想ネットワークアダプタを追加す
る必要があります。 このアダプタを追加するには、[Hardware] タブをクリッ
クしてから次の手順に従ってください。

1. [Add Device] をクリックします。

2. [Network Adapter] をクリックします。

3. [Device Binding] ドロップダウンリストから [vmnet_0] を選択します。
これによって、２番目のイーサネットアダプタがクラスタノード間の
プライベートネットワークに接続されます。

4. [OK] をクリックしてください。

これで、クラスタの２つ目のノードの仮想マシンが作成されました。

管理インターフェイスの [Overview] ページを開いてください。管理イン
ターフェイスには、両方の仮想マシンが、共にパワーオフされた状態で表示
されているはずです。

Microsoft Cluster Service のインストール
1. ノード１の仮想マシンを起動します。

2. Windows 2000 Advanced Server のミニセットアップ画面 に従って、
Advanced Server のシリアル番号、ホスト名 (Portsaid) 及び IP アドレス
を入力してください。この際、パブリックとプライベートの両方の
ネットワークアダプタのアドレスを入力する必要があります。

パブリック ネットワークアダプタには、物理ネットワークに割当てら
れている IP アドレスを入力します。 

プライベート IP アドレスには、クラス Cサブネットマスク 
(255.255.255.0) を使用した 192.168.x.x といったアドレスを使用すること
ができます。

3. プロセスが終わると、Windows が自動的に再起動します。 

4. [ ディスクの管理 ] を開いて、共有ディスクを共にベーシックディスク
に変更します。

5. 共有仮想ディスクがフォーマットされていない場合は、両方をNTFS で
フォーマットしてください。

6. 最初の共有ディスクをQ: (quorum) に、２つ目の共有ディスクを R: に
割当てます。

この仮想マシンを既存の Active Directory ドメインに追加する場合、引
き続きステップ 11 の作業を行ってください。
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7. コマンドプロンプトで dcpromo.exeを実行してください。すると、
Active Directory ウィザードが起動します。

8. 使用中のマシンをドメインコントローラに設定します。ドメイン名に
は vmcluster.domain.comといった名前を使用してください。ここ
で、domain.comはユーザーのDNS ドメイン、vmclusterは Active 
Directory のドメインを指します。このノードは、新しいドメインツ
リーや新しいドメインフォレストとしてセットアップすることも、既
存のドメインツリーやフォレストに加えることも可能です。 

9. DNS サーバがインストールされているか確認します。

10. 他のモードを使用する予定がある場合を除いて、ドメイン許可を混合
モードに設定します。

11. クラスタサービスのアカウントは、[ プログラム ] - [ 管理ツール ] - 
[Active Directory ユーザーとコンピュータ ]を使ってドメインに追加し
ます。

12. clusterという名前のアカウントを追加し、[ ユーザーはパスワード
を変更できない ] と [ パスワードを無期限にする ] のチェックボックス
にチェックマークを付けます。

13. サーバの CD-ROMドライブにWindows 2000 Advanced Server CD を挿
入します。

14. [ コントロールパネル ] - [ プルグラムの追加と削除 ] を選択します。

15. [Windows コンポーネントの追加と削除 ] を選択します。

16. [ クラスタサービス ] のコンポーネントにチェックマークを付けます。

17. [ 次へ ] をクリックし、画面に従ってサービスをインストールしてくだ
さい。

18. クラスタサービスを構成する際、[新しくクラスタを形成 ]を選択します。

19. クラスタ名を指定します (Arish)。

20. クラスタの IP アドレスを指定します。これがクラスタを表すアドレス
になります。 これは、vmnic0 と同じネットワーク上に存在する必要が
あります。

21. 前述のステップで作成されたクラスタサービスのアカウントを指定し
ます。

22. 共有ディスクが共に、このクラスタサービスによって管理されるよう
に指定します。

23. 共有ディスク (Q:) を quorumディスクに指定します。
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24. 各ネットワークアダプタに対してパブリック、プライベートを指定し
ます。

25. ２つ目の仮想マシンが共有ディスクにアクセスできるように、ローカ
ルノードでのクラスタサービスを中断します（クラスタマネージャで、
該当するノード名を右クリックします）。

26. ノード２の仮想マシンを起動します。

27. 前述のステップ 2、ステップ 3 を繰り返してください。

28. [ ディスクの管理 ] を開いて、最初の共有ディスクをQ: (quorum) に、
２つ目の共有ディスクを R: に割当てます。

29. dcpromo.exeを開始して、この仮想マシンをドメインコントローラと
してステップ 8 で作成したドメインに追加するか、あるいは既存のド
メインに追加します。この際、ステップ 8 で行った設定と一致するよ
うにしてください。

30. ステップ 25 で行った操作を元に戻して、ノード１の仮想マシンでクラ
スタサービスを開始します。

31. ノード 2の仮想マシンでステップ 14 ～ステップ 24 を実行します。た
だし、ステップ 18 では代わりに [ クラスタに参加 ] を選択してくださ
い。

これでMicrosoft Cluster Service のインストールと構成が完了です。

Microsoft Cluster Service の実行
Microsoft Cluster Service を仮想マシンにインストールしたら、後は正常に動
作するはずです。 

注意： 正常に動作している場合でも、Windows のイベントログにディスク
エラーが記録されることがあります。これらのエラーメッセージは、次のよ
うなフォーマットになっています。
The driver detected a controller error on 
\Device\Scsi\BusLogic3

これはクラスタのパッシブノード上でのみ定期的に報告され、またフェイル
オーバー中にパッシブノードが引き継いだ場合にも報告されるはずです。こ
のエラーは、クラスタのアクティブノードが共有仮想ディスクを予約してし
まっているために報告されます。パッシブノードが定期的に共有ディスクを
チェックし、SCSI リザベーションのコンフリクトエラーを受け取るのです。
これは正常な動作です。
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Microsoft Cluster Service を使用する、異なる ESX Server
マシン上の 2ノードのクラスタ
ここでは、２台の独立した ESX Server マシン上で稼動する仮想マシンを
使って２ノードのクラスタを構築する手順を、前セクションと同じ命名規約
に従って説明します。

さらに、物理共有ストレージに次のいずれかを使用します。

• 共有 SCSI

• SAN (storage area network)

このセクションの例では、各 ESX Server コンピュータ上の内部ストレージ
向け VMFS パーティションに vms というラベルが付けられています。共有
ストレージ向けの VMFS パーティションには、sharedfs というラベルが付け
られています。

• 各ESX Serverマシン上の内部ストレージ向けVMFSパーティションには、
vms というラベルが付けられています。

• 共有ストレージ向けの VMFS パーティションには、sharedfs というラベ
ルが付けられています。

各 ESX Server マシンで、ハートビートをモニタするプライベートネット
ワーク向け使用できるように、追加の物理ネットワークアダプタを仮想マシ
ンに割当てておく必要があります。下記の手順では、このネットワークアダ
プタが vmnic1 という名前のデバイスを使用するものと想定しています。プ
ライベート ネットワークアダプタは、パブリック ネットワークアダプタが
使用するものとは別のネットワークに接続してください。

１つ目のノードのベースとなる仮想マシンを作成
「１つ目のノードのベースとなる仮想マシンを作成 (p.355)」の手順に従って
ください。ただし、次の点は変更します。

• 「仮想ディスクの構成」の箇所のステップ 10 では、[SCSI Controller 1] の
横にある [Edit] をクリックし、バス共有を [none] から（[virtual] ではな
く）[physical] に変更します。[Bus Sharing] ドロップダウンリストから
[physical] を選択し、[OK] をクリックしてください。

• 「ネットワークデバイスの構成」の箇所のステップ 3 では、Ethernet 
Adapter 1 が使用するデバイスとして、vmnet_0 の代わりに vmnic1 を
指定します。
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• この仮想マシンのアイコンの右にある矢印をクリックして仮想マシン
のメニューにアクセスし、[Configure Options] を選択します。「Verbose 
Options」の箇所の [click here] リンクをクリックしてください。

scsi1:1.name及び scsi1:2.nameの仕様を変更し、VMFS 名（例えば
sharedfs:shared1.dsk）ではなく、その VMFS パーティション向け
の厳密な vmhba名（例えば vmhba0:1:0:1:shared1.dsk）を使用
するように 設定してください。これは、1台の物理マシン上の仮想マ
シンが共有 SCSI ディスクを予約している時に別の ESX Server マシンが
再起動すると、共有ディスクの読み込み、初期化プロセスで ESX Server
がその共有ディスク上の VMFS 名を読み取ることができないためです。
共有仮想ディスクを完全な vmhba 名を使って指定しないと、ESX 
Server が VMFS 名で指定されたディスクを確定できずに、仮想マシンの
再起動時にエラーが発生します。

上記の変更を行ったら、[OK] をクリックします。

このような変更に加えて、共有仮想ディスクを格納する VMFS パーティショ
ンのアクセス権も変更する必要があります。VMFS パーティションはデフォ
ルトで public アクセスに構成されていますが、クラスタリングをサポート
するには、VMFS パーティションを shared アクセスに設定する必要があり
ます。

VMFS パーティションのアクセス設定は、次の手順で変更してください。

1. 管理インターフェイスから、[Options] タブをクリックします。

2. [Storage Configuration] をクリックします。

3. 共有仮想ディスクを格納している VMFS パーティションが存在する
ディスクボリュームを探してください。そのディスクボリュームの
[Edit] をクリックします。

4. [VMFS Access] ドロップダウンリストから [Shared] を選択します。

5. [OK] をクリックしてください。

これで、１つ目のノードの仮想マシンが作成されました。

ゲストOSのインストール
「ゲストOSのインストール (p.357)」の手順に従ってください。
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仮想マシンのクローンを作成
Windows 2000 Advanced Server がインストールされた仮想マシンを作成し
たら、下記の手順でこの仮想マシンのクローンを作成すれば、作業にかかる
時間を短縮できます。
1. Windows 2000 CD の \support\tools\deploy.cabファイルから入
手できる sysprep.exeを実行してください。これによって、ゲスト
OS に割当てられているセキュリティ IDが取り外され、マシン情報や
TCP/IP ネットワーク構成がリセットされます。

2. ゲストOSをシャットダウンして、仮想マシンをパワーオフしてください。

3. ２台目の ESX Server マシンのコンソールを開いてください。ここに、
１つ目のノードの作成時に生成された仮想ディスクをコピーします。

4. root としてログインします。

5. ディレクトリを移動します。　cd /vmfs/vms

ここでは、２台目のサーバの内部ストレージが vms というラベルが付
けられた VMFS パーティションに存在していると想定しています。

6. ftpコマンドを使用します。　ftp <server1-hostname>

7. ディレクトリを移動します。　cd /vmfs/vms

これで、１つ目のノードの仮想ディスクを作成した最初のサーバ上の
VMFS パーティションに、カレントディレクトリが移動します。

8. モードをバイナリに設定します。　bin

これで転送モードがバイナリに設定されます。テキスト転送モードを
使用すると、仮想ディスクがコピー先サーバ上で使用できないことが
あります。

9. hash onと入力します。

これで転送の進捗を示す井桁（#）が表示されるようになります。

10. 仮想ディスクファイルを検索します。　get cluster1.dsk

これで２台目の ESX Server マシンのカレントディレクトリに仮想ディ
スクファイルが転送されます。

11. ftp セッションを終了します。　bye

ファイルの転送後、byeコマンドを入力してFTPセッションを終了します。

12. ファイル名を変更します。　mv cluster1.dsk cluster2.dsk

仮想ディスク名を cluster2.dskに変更します。
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これでクローン作成が終了しました。続いて、２つ目のノードの仮想マシン
を作成していきます。

２つ目のノードの仮想マシンを作成
「１つ目のノードのベースとなる仮想マシンを作成 (p.355)」の手順に従って
ください。ただし、次の点は変更します。

• 「仮想ディスクの構成」の箇所のステップ 10 では、[SCSI Controller 1] の
横にある [Edit] をクリックし、バス共有を [none] から（[virtual] ではな
く）[physical] に変更します。[Bus Sharing] ドロップダウンリストから
[physical] を選択し、[OK] をクリックしてください。

• 「ネットワークデバイスの構成」の箇所のステップ 3 では、[Device 
Binding] ドロップダウンリストから、vmnet_0 の代わりに vmnic1 を指
定します。これによって、仮想マシンで使用するように指定された２
つ目の物理アダプタに２番目のイーサネットアダプタが接続されます。
これは、クラスタノード間のプライベートネットワークを作成するの
に使用されます。 

• １つ目のノードのベースとなる仮想マシンを作成した時と同じ手順で、
scsi1:1.nameと scsi1:2.nameの仕様を変更してください。

Raw SCSI ディスクを使ったクラスタリング
クラスタリングの共有ディスクとして、共有ディスク上のVMFSファイルで
はなく、共有 SCSI ディスク全体を使うことも可能です。Raw SCSI ディスクを
共有ディスクとして使用すれば、初期セットアップが簡単になる場合があり
ます。特に、SCSI ディスク上に既にクラスタデータを持っている既存の物理
クラスタをインポートする場合には便利です。さらに、Raw SCSI ディスクを
共有ディスクとして使用することで、物理マシンを使ったクラスタに仮想マ
シンを参加させることができます。例えば仮想マシンを、アクティブノード
の物理マシン向けのパッシブノードとして使用することが可能です。

仮想マシンを物理ディスクにアクセスさせるためには、359 ページの「仮想
ディスクの構成」の作業の代わりに、次の手順を実行してください。 

物理 SCSI コントローラと共有 Raw SCSI ディスクを追加するには、
[Hardware] タブを表示して、次の作業を行ってください。

1. [Add Device] をクリックします。

2. [Hard disk] をクリックします。

3. [System LUN/Disk] をクリックして、仮想マシンが SANや共有ストレー
ジボリュームに直接アクセスできるようにします。
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4. Raw ディスクとしてこの仮想マシンに接続する [LUN/Partition] を指定
してください。

注意： ESX Server では、物理ディスクは vmhba 番号で識別します。例
えば vmhba0:1:2:1 は、物理アダプタ vmhba0、ターゲット 1、LUN 2、
パーティション 1を指します。最後の数字が０であれあば、特定の
パーティションではなく、全ディスクを指定することになります。

5. Raw ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを選択します。

注意： 共有ディスクは、システムディスクとは別の SCSI コントローラ
に接続してください。SCSI 1:1 を選択してください。

6. [OK] をクリックします。

新しい仮想ディスクと SCSI Controller 1 が [Hardware] タブに表示され
ます。

7. [SCSI Controller 1] の横の [Edit] をクリックし、バス共有を [none] から
[physical] に変更します。

8. [Bus Sharing] ドロップダウンリストから [physical] を選択し、[OK] をク
リックしてください。

バス共有を physical に設定すると、全 SCSI の reserve 及び reset コマン
ドが確実に物理ディスクを通して行われるようになります。

SCSI 1:2 を使用する共有 Rawディスクを追加で作成するには、ステップ 1 ～
ステップ 8 を繰り返してください。

これで仮想マシンの構成が終了しました。

Microsoft Cluster Service のインストール
「Microsoft Cluster Service のインストール (p.360)」の手順に従ってください。

異なる物理マシンを使ったクラスタリングに関する注記
• 最大限の柔軟性を実現するためには、各共有仮想ディスクを個別の SCSI
ディスク（または LUN）上の個別の VMFS に格納してください。これ
は、SCSI リザベーションが、SCSI ディスク全体あるいは LUNの粒度で
のみ実行されるためです。２個の共有仮想ディスクが同じ VMFS 上に
存在する場合、１個のディスクを予約すればもう１つのディスクも予
約されます。同じ VMFS に複数の共有ディスクを格納する場合は（上記
のインストール例を参照）、これらの仮想ディスクを必ず同じMSCS リ
ソースグループに設定してください。これで、ディスクが必ず同じコ
ンピュータによって予約され、常に同時にフェイルオーバーされるよ
うになります。
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• 各 ESX Server マシン向けのスワップファイルが、物理共有ディスク上に
はないことを確認してください。共有ディスクはいずれかのホストに
よって予約されるため、クラスタの操作中に他のホストがスワップ
ファイルにアクセスできなくなる可能性があります。

• QLogic ホストバスアダプタを使って SAN上の共有ディスクにアクセス
する場合、一部のQLogic 構成設定に特別な値を使用する必要がありま
す。物理マシンを再起動し、ブートアップ中にQLogic 構成ユーティリ
ティを表示させてください。 [Advanced Configuration Settings] の箇所
で、以下のことを確認してください。

• [Enable Target Reset] が [Yes] に設定されているか

• [Full LIP Login] が [Yes] に設定されているか

• [Full LIP Reset] が [No] に設定されているか

• Emulex ホストバスアダプタを使って SAN上の共有ディスクにアクセス
する場合、次の特別な作業が必要です。

a. [Options] - [Advanced Settings] ページを表示し、[DiskUseDeviceReset]
を１に設定します。

b. Emulex ドライバの読み込み中に、追加のパラメータを供給してくだ
さい。これには、/etc/vmware/hwconfigというファイルを編集
します。まず、最初の（あるいは唯一の）Emulex カードが格納され
ているバス、スロット、ファンクションを特定します。この情報は、
[Startup Profile] ページで確認できます。次に、下記のフォーマット
の行を、/etc/vmware/hwconfigの終わりに追加してください。

device.vmnix.6.14.0.options = "lpfc_delay_rsp_err=0"

ここで 6.14.0という数字は、Emulex カードが存在するバス、ス
ロット、ファンクションを指します。複数の Emulex カードが存在す
る場合は、最初のカードを示す行のみを挿入してください。

• マルチパスを使用しており、ホストから複数のHBAを使って共有クラ
スタ ディスクにアクセスできる場合は、別の構成ファイルも編集する
必要があります。[Options] - [Advanced Settings] ページを表示し、
[DiskResetOnFailover] を 1 に設定します。このオプションによって、ホ
ストでHBAフェイルオーバーが発生した場合、 フェイルオーバー後に
SCSI バスのリセットコマンドが発行されます。このようにバスをリ
セットすることにより、共有ディスクが最初のHBAによって予約され
ている場合でも、その共有ディスクに２つ目のHBAがアクセスできる
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ようになります。すると、クラスタリングソフトウェアが２つ目の
HBAを使って自動的にディスクを再予約します。

Microsoft Cluster Service の実行
Microsoft Cluster Service を仮想マシンにインストールしたら、後は正常に動
作するはずです。 

注意： 正常に動作している場合でも、Windows のイベントログにディスク
エラーが記録されることがあります。これらのエラーメッセージは、次のよ
うなフォーマットになっています。
The driver detected a controller error on 
\Device\Scsi\BusLogic3

これはクラスタのパッシブノード上でのみ定期的に報告され、またフェイル
オーバー中にパッシブノードが引き継いだ場合にも報告されるはずです。こ
のエラーは、クラスタのアクティブノードが共有仮想ディスクを予約してし
まっているために報告されます。パッシブノードが定期的に共有ディスクを
チェックし、SCSI リザベーションのコンフリクトエラーを受け取るのです。

VMFS ロック機能と SCSI リザベーション
複数の ESX Server マシンからアクセス可能な共有 SCSI ディスクでは、２種
類のロック機能が使用される場合があります。この２種類のロック機能はあ
る程度独立しており、混乱を招く恐れがあります。共有 SCSI ディスクが共
有バス上か、恐らくは SAN (storage area network) 上に存在している時に、
このような状況が発生する可能性があります。

VMFS ファイルシステムのロック機能
最初のロック機能は、VMFS ファイルシステムによるロックです。VMFS
ファイルシステムが public あるいは shared ファイルシステムに設定されて
いる場合、ESX Server がサーバレベルで VMFS ファイルシステムをロックし
ます。これは、異なるホストが複数アクセスすることによって、そのファイ
ルシステムが破損しないようにするためです。

VMFS-1ボリュームがpublic モードに設定されている場合、一度にVMFSにア
クセスできるのは１台のサーバだけです。１台のサーバが仮想マシンやファイ
ルシステムコマンドを使ってVMFS-1ボリュームにアクセスしている間、別の
ホストはファイルシステムの操作を実行できません。例えば vmkfstoolsコ
マンドを実行しても、次のようなメッセージが表示され失敗してしまいます。

vmkfstools: file system is locked by another server. 
Use 'vmkfstools --recover' to unlock file system if no 
other server is accessing
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別のホストが実際にそのファイルシステムを使用していますので、この時点
では通常、 vmkfstools --recoverを実行しないでください。このエラー
メッセージは単に、他のサーバがアクセスを終了するまで、使用中のサーバ
が VMFS にアクセスできないことを告げるものです。ただし、ファイルシス
テムにアクセス中のサーバで故障が発生した場合、そのファイルシステムが
ロックされたままになることがあります。その場合は
vmkfstools --recoverを実行する必要があります。

public モードの VMFS-2 ボリュームでは、各ファイルごとにロック機能が働
くため、ロックの実行回数はそれ程多くありません。それでも上記のメッ
セージが表示される可能性があります。また、サーバが故障した場合には、
vmkfstools --recoverを使用する必要があるかもしれません。

フェイルオーバー用クラスタリングの目的で複数の物理サーバ上の複数の仮
想マシンがアクセスする仮想ディスクを VMFS に格納している場合、その
VMFS は shared ファイルシステムとして構成してください。これによって、
異なるサーバの複数の仮想マシンが同時に同じ VMFS ファイルにアクセスで
きるように、ロッキング プロトコルが幾分緩和されます。ただし、ファイ
ルシステム コマンドは、public ファイルシステムと同じロック機能を実行
します（VMFS-1 ボリュームでは VMFS 毎の、VMFS-2 ボリュームではファイ
ル毎のロック）。

さらに、複数の仮想マシンが VMFS にアクセスすると、VMFS ファイルシス
テムが読み出し専用モードになります。このモードでは、ファイルの作成や
削除、サイズの変更ができませんが、個々のファイルの内容は修正できま
す。VMFS ファイルを作成または削除する必要が生じた場合は、その VMFS
を使用している全仮想マシンを中断し、下記のコマンドを使って書き込み可
能モードに戻してください。

vmkfstools --config writable vmhba0:1:0:0 

vmhba0:1:0:0の箇所には、該当するディスクや VMFS の名前を入力してく
ださい。

SCSI ディスクレベルでのロック機能
もう１つのロック機能は、SCSI ディスクリザベーションと呼ばれる SCSI
ディスク レベルのロックです。 

SCSI ディスクに接続されているサーバであれば、SCSI コマンドを発行して
そのディスクを予約することができます。 他のサーバがそのディスクを予約
していなければ、そのサーバがそのディスクに対するリザベーションを獲得
します。そのリザベーションが存在する限り、他のサーバはそのディスクに
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アクセスできません。他のサーバがそのディスクに対して SCSI コマンドを
発行しても、該当するエラーコードが表示され、失敗してしまいます。

別のサーバが予約しているディスク上の VMFS で vmkfstoolsコマンドを
使っても、次のメッセージが表示されて vmkfstoolsコマンドを実行でき
ません。

vmkfstools: shared SCSI disk is reserved by another 
server. Use 'vmkfstools -L release/reset' to end 
reservation if no other server is using the SCSI 
reservation

同様に、仮想ブートディスクが格納された物理ディスクが別のホストによっ
て予約されている場合、その仮想マシンを起動することはできません。

ほとんどのアプリケーションは SCSI ディスクを一切予約しません。ただし、
フェイルオーバー用クラスタリングのソフトウェアでは、アクティブノード
のみが該当する共有 SCSI ディスクにアクセスできるようにするため、SCSI
ディスクの予約を行います。このため、物理的なクラスタリングのセット
アップでは、クラスタがアクティブな時は共有ディスクが予約されているも
のと考えられます。同様に、複数の物理マシンにまたがって実行される仮想
マシンのクラスタでは、クラスタリング ソフトウェアによるリザベーショ
ンが物理共有ディスクに伝達されます。

予期しない時に予約済みディスクに遭遇した場合は、クラスタリングソフト
ウェアがそのディスクを明示的に予約していないか確認してください。クラ
スタリングソフトウェアによって予約されていない時は、次のフォーマット
のコマンドを実行して、予約を行っているサーバからリザベーションを解放
することができます。 

vmkfstools -L release vmhba0:1:0:0

vmhba0:1:0:0の箇所には、該当するディスクか VMFS の名前を代わりに入
力してください。どのサーバがリザベーションを行っているか確認できない
場合は、次のフォーマットのコマンドを使用して、すべてのサーバマシンに
対して SCSI バスのリセットコマンドを発行すれば、リザベーションを削除
できます。

vmkfstools -L reset vmhba0:1:0:0

LUN マスキングを使用してロッキングに関する問題を回避
ロッキング関連の問題は、SAN上で、同じディスクの一部に複数のユーザ
がアクセスしたり、別のユーザーに割当てられているディスクに間違ってア
クセスしたりする場合に、特に発生し易くなります。
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多くの場合、LUNマスキングやゾーニングを使用して、システム内の各
サーバが認識できるディスクを制限し、ユーザーが別のユーザーに影響を与
える機会を減らすと効果的です。LUNマスキングやゾーニングの使用は特
に、上記のように１台のサーバが誤った SCSI ディスクを不測にロックした
り予約したりしてしまう事態を防ぐのに有効です。
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ネットワーク負荷分散
ネットワーク負荷分散とは
ネットワーク負荷分散（NBL）はWindows 2000 Advanced Server の機能で
す。ネットワーク負荷分散を利用してサーバクラスタを構築すれば、Web、
プロキシ、ドメインネームサービス (DNS)、FTP、仮想プライベートネット
ワーク (VPN) 及びストリーミングメディア等のサーバで使用されるインター
ネットサーバプログラムの可用性を高めることができます。ネットワーク負
荷分散はまた、サーバのパフォーマンスのスケール調整にも有効です。

NLB は、ユニキャストモードでもマルチキャストモードでも使用することが
できます。クラスタをユニキャストモード（デフォルト設定）で操作する場
合、各クラスタホストが最低 2つのネットワークアダプタを持っていない限
り、クラスタノード間で通常のネットワーク通信を行うことはできません。

マルチノードのネットワーク負荷分散クラスタを
ESX Server 上に構築
ここでは、仮想マシン内で稼動するノードを使用して、ネットワーク負荷分
散クラスタを構築する手順を紹介します。仮想マシンは、同一の ESX Server
マシンに存在しても、複数の ESX Server マシンに存在しても構いません。

１つ目のノードとなるベース仮想マシンの作成
1. https://<hostname>/で VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）にアクセスし、仮想マシンを所有する予定のユーザー
名でログインします。

2. [Add Virtual Machine] をクリックしてください。

3. [Guest Operating System] では、デフォルトの [Microsoft Windows 2000 
Server] をそのまま選択します。

注意： この例では、ゲストOSとしてMicrosoft Windows 2000 Server を
使用ています。Microsoft Cluster Service をサポートする他のWindows
オペレーティングシステムを代わりに使用することも可能です。

4. [Display Name] フィールドを、その仮想マシンを記述する名前、例えば
MSCS Node 1 (Portsaid)に変更します。

5. 仮想マシンの構成ファイルの [Location] を次のように変更します。 
/home/<user>/vmware/cluster1/cluster1.vmx.

6. [Next] をクリックします。
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7. ゲストOSが使用するプロセッサ数（最大２個）を指定します。

8. [Memory] を変更して、この仮想マシンに割当てる RAM容量を指定し
てください。

9. [Next] をクリックします。

10. [Blank] をクリックして新しい仮想ディスクを作成してください。

11. 仮想ディスクを格納する VMFS ボリュームを指定します。

12. この仮想ディスクファイルに独自の名前（例えば cluster1.dsk）を
付けます 。

13. 4GB 以上のプライマリ SCSI ディスクが必要な場合は、 [Capacity] フィー
ルドに適当な値を入力してください。

14. この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定します。

15. ディスクモードはデフォルトで Persistent に設定されています。 
[Persistent] をクリックして、このディスクモードを承認してください。

16. [Next] をクリックします。

これで、仮想マシンの作成が完了しました。

この仮想マシン向けの [Hardware] タブが表示されますので、そこからハー
ドウェアデバイスを追加していきます。

ネットワークデバイスの構成 ー クラスタノードが互いの通信に使用する
仮想ネットワークアダプタをもう１つ追加する必要があります。

1. この仮想マシン向けの [Hardware] タブから、[Add Device] をクリック
します。

2. [Network Adapter] をクリックします。

3. [Device Binding] ドロップダウンリストから [vmnic1] を選択します。

注意： クラスタの全ノードが同じ ESX Server マシンに常駐している場
合、２つ目のネットワークアダプタとして vmnet_0 を使用することが
可能です。こうすれば vmnet_0 仮想スイッチに接続されたプライベー
ト仮想ネットワークで、全ノードが互いに通信することができます。

4. [OK] をクリックしてください。

これで、クラスタの１つ目のノードの仮想マシンが作成、構成されました。
www.vmware.com374



第 1 0 章  クラスタリングの構成
ゲストOSのインストール
次は、作成した仮想マシンにWindows 2000 Advanced Server をインストー
ルします。 

1. ESX Server マシンの CD-ROMドライブにWindows 2000 Advanced 
Server CD を挿入してください。

2. 管理インターフェイスで、該当する仮想マシン名の横にある青いター
ミナルアイコンをクリックし、リモートコンソールを起動します。

3. 仮想マシンを作成したユーザー、あるいは root としてログインしてく
ださい。

4. [Power On] をクリックします。

5. scsi0 に接続されているディスクにWindows 2000 Advanced Server をイ
ンストールします。

6. インストール中は、デフォルトのオプションを全て受け入れます。こ
の時点でアプリケーションをインストールすることも可能です。ネッ
トワーク負荷分散はデフォルトでインストールされます。

7. インストールが完了したら、ゲストOSに VMware Tools をインストー
ルします。

8. ESX Server マシンの CD-ROMドライブからWindows 2000 Advanced 
Server CD を取り外してください。

仮想マシンのクローンを作成
Windows 2000 Advanced Server がインストールされた仮想マシンを作成し
たら、下記の手順でこの仮想マシンのクローンを作成すれば、作業にかかる
時間を短縮できます。

1. Windows 2000 CD の \support\tools\deploy.cabファイルから入
手できる sysprep.exeを実行してください。これによって、ゲスト
OS に割当てられているセキュリティ IDが取り外され、マシン情報や
TCP/IP ネットワーク構成がリセットされます。

2. ゲストOSをシャットダウンして、仮想マシンをパワーオフしてください。

3. 管理インターフェイスの [Overview] ページで、[Manage Files] をクリッ
クしてください。

4. vmfsフォルダまでドリルダウンし、次に vmsフォルダを開いてくだ
さい。リフレッシュには、時間がかかることがあります。

5. cluster1.dskファイル横のチェックボックスにチェックマークを付
けます。
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6. [Copy] をクリックします。

7. [Paste] をクリックします。

8. コピープロセスが完了したら、ファイル copy of cluster1.dskの
横のチェックボックスを選択してください。

9. [Edit Properties] をクリックします。

10. ファイル名を cluster2.dskに変更してください。

11. [OK] をクリックします。

12. Manage Files 画面を閉じてください。

これでクローン作成が終了しました。続いて、２つ目のノードの仮想マシン
を作成していきます。

仮想マシンのクローンを別の方法で作成
1. Windows 2000 CD の \support\tools\deploy.cabファイルから入
手できる sysprep.exeを実行してください。これによって、ゲスト
OS に割当てられているセキュリティ IDが取り外され、マシン情報や
TCP/IP ネットワーク構成がリセットされます。

2. ゲストOSをシャットダウンして、仮想マシンをパワーオフしてください。

3. ESX Server コンソールで root ユーザーとしてログインします。

4. ディレクトリを移動します。　cd /vmfs/vms

これでカレントディレクトリが、仮想ディスクを作成した VMFS パー
ティションに移動します。

5. 仮想ディスクのコピーを作成します。　
cp cluster1.dsk cluster2.dsk

これで仮想ディスクのコピーが作成されます。複数のコピーを作成し
たい場合は、異なるターゲットファイル名を使ってこのコマンドを繰
り返し実行することができます。

これでクローン作成が終了しました。続いて、２つ目のノードの仮想マシン
を作成していきます。
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仮想マシンのクローンを別の ESX Server マシンに作成
ここでは、８ノード クラスタの各ノードをそれぞれ独立した ESX Server マ
シンで実行するものと想定しています。各 ESX Server マシンで異なる数の
ノードを実行予定の場合、下記の手順をそれに合わせて変更してください。

1. Windows 2000 CD の \support\tools\deploy.cabファイルから入
手できる sysprep.exeを実行してください。これによって、ゲスト
OS に割当てられているセキュリティ IDが取り外され、マシン情報や
TCP/IP ネットワーク構成がリセットされます。

2. ゲストOSをシャットダウンして、仮想マシンをパワーオフしてください。

3. （１つ目のノードを作成したマシン以外の）ESX Server コンソールで
root ユーザーとしてログインします。

4. ディレクトリを移動します。　cd /vmfs/vms

これでカレントディレクトリが、仮想ディスクを作成したい VMFS
パーティションに移動します。

5. ftpコマンドを使用します。
ftp <first-ESX-Server-Hostname>

6. ディレクトリを移動します。　cd /vmfs/vms

7. モードをバイナリに設定します。　bin

8. hash onと入力します。

9. 仮想ディスクファイルを検索します。　get cluster1.dsk

これで２台目の ESX Server マシンの VMFS パーティションに仮想ディ
スクのコピーが転送されます。

10. ftp セッションを終了します。　bye

11. 仮想ディスク名を変更します。　mv cluster1.dsk cluster9.dsk

これで仮想ディスクファイルの名前が cluster9.dskに変更されます。
これ例は ESX Server がノード９以上をホストすると想定したものです。

複数のコピーを作成したい場合は、異なるターゲットファイル名を
使ってこのコマンドを繰り返し実行してください。

これでクローン作成が終了しました。続いて、２つ目のノードの仮想マシン
を作成していきます。

クラスタに参加する各 ESX Server マシンに対してステップ 3 ～ステップ 11
を繰り返してください。
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２つ目のノードの仮想マシンを作成
次の手順で新しく仮想マシンを作成します。

1. 管理インターフェイスの [Overview] ページで [Add Virtual Machine] を
クリックしてください。

2. [Guest Operating System] では、デフォルトの [Microsoft Windows 2000 
Server] をそのまま選択します。

3. [Display Name] フィールドを、その仮想マシンを記述する名前、例えば
MSCS Node 2 (Kena)に変更します。

4. 仮想マシンの [Location] を次のように変更します。 
/home/<user>/vmware./cluster2/cluster2.vmx.

5. [Next] をクリックします。

6. ゲストOSが使用するプロセッサ数（最大２個）を指定します。

7. [Memory] を変更して、この仮想マシンに割当てる RAM容量を指定し
てください。

8. [Next] をクリックします。

9. 既存の仮想ディスクをこの仮想マシンに接続するには [Existing] をク
リックしでください。

10. [Virtual Disk Image]ドロップダウンリストから [ cluster2.dsk] を選択します。

11. この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定します。

12. [Next] をクリックします。

ネットワークデバイスの構成 ー クラスタノードが互いの通信に使用する
仮想ネットワークアダプタをもう１つ追加する必要があります。

1. この仮想マシン向けの [Hardware] タブから、[Add Device] をクリック
します。

2. [Network Adapter] をクリックします。

3. [Device Binding] ドロップダウンリストから [vmnic1] を選択します。

注意： クラスタの全ノードが同じ ESX Server マシンに常駐している場
合、２つ目のネットワークアダプタとして vmnet_0 を使用することが
可能です。こうすれば vmnet_0 仮想スイッチに接続されたプライベー
ト仮想ネットワークで、全ノードが互いに通信することができます。

4. [OK] をクリックしてください。

これで、新しいノードの仮想マシンが作成、構成されました。
www.vmware.com378



第 1 0 章  クラスタリングの構成
管理インターフェイスの [Overview] ページを開いてください。両方の仮想
マシンが、共にパワーオフされた状態で表示されているはずです

仮想ディスクのコピーを作成した各 ESX Server マシンでこの作業を繰り返
してください。

ネットワーク負荷分散クラスタの構成
ネットワーク負荷分散を使えば最大32ノードのクラスタを構成できます。ク
ラスタに参加する各ノードごとに次の手順を実行し、クラスタを構成します。

1. １台目の ESX Server マシンに接続された管理インターフェイスを使っ
て、１つ目のノード向けのリモートコンソールを起動します。

2. 仮想マシンをパワーオンします。

3. Windows 2000 Server のミニセットアップ画面に従って、Windows 
2000 Advanced Server のシリアル番号、ホスト名とその IP アドレスを
入力します。

4. プロセス終了後、Windows は自動的に再起動します。

5. Windows 2000 Advanced Server の仮想マシンに Administrator としてロ
グインします。

6. [ ネットワークとダイアルアップ接続 ] を開きます。

7. ネットワーク負荷分散をインストールするローカルエリア接続を右ク
リックして [ プロパティ ] を選択してください。ローカルエリア接続の
プロパティ画面が表示されます。

8. [ この接続にはチェック済みのコンポーネントを使用 ]の箇所で、[ ネッ
トワーク負荷分散 ] チェックボックスを選択します。

9. [ プロパティ ] をクリックします。

10. [ クラスタパラメータ ] タブで、次のパラメータを使用してクラスタオ
ペレーションを構成します。

• プライマリ IP アドレス : これはクラスタ全体のアドレスです。クライ
アントはこのアドレスを使用してクラスタにアクセスします。

• サブネットマスク：これは上記のアドレスが所属するネットワーク
のサブネットマスクです。

• マルチキャスト：仮想マシンが単一のネットワークアダプタで構成
されている場合を除いて、ここにチェックマークを付けないでくだ
さい。
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このオプションに関しては、クラスタの全ノードの設定を統一する
必要がありますので、注意してください。

• 残りのオプションに関しては、ネットワーク負荷分散のヘルプを参
照してください。

11. クラスタパラメータの設定が終了したら、[OK] をクリックしてローカ
ルエリア接続のプロパティ画面に戻ります。

12. 再び [OK] をクリックすると、ローカルエリア接続の状況画面に戻りま
す。 

13. ネットワークワーク負荷分散をインストールするローカルエリア接続
を右クリックして [ プロパティ ] を選択します。

14. [ インターネットプロトコル（TCP/IP）] をクリックしてから [プロパ
ティ ] をクリックします。

15. ネットワーク負荷分散向けの TCP/IP を設定します。単独あるいは複数
のネットワークアダプタ上でネットワーク負荷分散向けに TCP/IP を設
定する手順に関する詳細情報やリンクは、ネットワーク負荷分散オン
ラインヘルプの関連トピックを参照してください。

注意： クラスタのプライマリ IP アドレスは、該当するアダプタにバイ
ンドされた IP アドレスの一覧に追加する必要があります。

16. ネットワーク負荷分散クラスタで使用する各ホストに対して、上記の
作業を繰り返し実行してください。
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11 章
ネットワーク構成
本章では、次の解説を行います。

• 仮想マシンのMACアドレスを手動で設定 (p.382)

• 仮想マシンのMACアドレスを手動で設定 (p.382)

• ネットワークドライバが特定のスピードを使用するように強制 (p.387)

• 仮想アダプタがプロミスキャスモードを使用するように強制 (p.388)

• ネットワークアダプタ及び仮想ネットワークの共有 (p.390)

• Service Console が仮想マシンのデバイスを使用できるように設定 
(p.390)

• 仮想スイッチの使用 (p.395)

• トラブルシューティング (p.401)
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仮想マシンのMACアドレスを手動で
設定
VMware ESX Server は自動的に、各仮想マシンの仮想ネットワークアダ
プタ向けにMACアドレスを生成します。ほとんどの場合は、このよう
にして生成されたMACアドレスをそのまま使用できますが、下記の場
合のように、仮想ネットワークアダプタのMACアドレスを手動で設定
しなけらばならない場合もあります。

• 異なる物理サーバ上の仮想ネットワークアダプタが同じサブネットを
共有しており、同じMACアドレスが割当てられているために競合が生
じる場合。

• 特定の仮想ネットワークアダプタに常に同じMACアドレスが割当てら
れるようにしたい場合。

ここでは、VMware ESX Server が MACアドレスをどのように生成するか、
またどのように仮想ネットワークアダプタ向けのMACアドレスを手動で設
定できるかを解説していきます。
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VMware ESX Server によるMACアドレスの生成方法
仮想マシン内の各仮想ネットワークアダプタは、独自のMACアドレスを獲
得します。ESX Server は、同じサブネット上の各仮想マシン向けのネット
ワークアダプタに独自のMACアドレスを割当てるように試みます。 ESX 
Server が使用するアルゴリズムは、特定のマシン上で稼動、サスペンドでき
る仮想マシンの台数を限定してしまいます。また、異なる物理マシン上の仮
想マシンがサブネットを共有するケースに必ずしも対応していません。

MACアドレスは６バイトの数字です。各ネットワークアダプタの製造元は
OUI (organizationally unique identifier ) と呼ばれる固有の３バイトの接頭値
を持ち、それを使って独自のMACアドレスを生成することができます。
VMware には２個のOUI が存在します。そのうち１つはMACアドレスの自
動生成に使用され、もう１つは手動で設定したアドレスで使用されます。

自動生成されたMACアドレス向けの VMware OUI は 00:0C:29 です。このた
め、各仮想ネットワークアダプタ向けに自動生成されたMACアドレスの最
初の３バイトはこの値になります。ESX Server は次に、MACアドレス生成
アルゴリズムを使って残りの３バイトを生成します。このアルゴリズムは、
１台のマシン内でMACアドレスが重複しないことを保証し、異なる ESX 
Server マシン間でもMACアドレスが重複しないように試みます。

ESX Server が使用するアルゴリズムは以下のようなものです。

まず、MACアドレスを VMware UUID (Universally Unique Identifier) を使って
生成します。次に、競合が存在しないかチェックします。競合が存在する場
合は、オフセットを追加してから再びチェックします。競合がなくなるま
で、この作業が繰り返されます（VMware UUID は、仮想マシンへのパスと
ホストの SMBIOS UUID に基づいています )。

一旦MACアドレスが生成されたら、 仮想マシンが別の場所（同じサーバの
別のパスや別の ESX Server マシン等）に移動されない限り、変更されませ
ん。 MACアドレスは、仮想マシンの構成ファイルに保存されます。

ESX Server は、特定の物理マシン上で稼動中、あるいはサスペンドされてい
る仮想マシンのネットワークアダプタに割当てられているMACアドレスを
全て記録しています。このような仮想マシン全ての仮想ネットワークアダプ
タのMACアドレスが重複していないか、 ESX Server が確認を行います。 

ただし、パワーオフされている仮想マシンのMACアドレスは、稼動中ある
いはサスペンド中の仮想マシンと比べてチェックされません。このため、稀
にではありますが、仮想マシンが再びパワーオンされた時に別のMACアド
レスが割当てられることがあります。これは、その仮想マシンがパワーオフ
されている間にパワーオンされた仮想マシンとの間に競合が生じたためです。
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MAC アドレスを手動で設定
１台の物理マシンにつき 256 個の仮想ネットワークアダプタの個数制限が
ありますが、その制限を回避するために、また潜在的な仮想マシン間の
MACアドレスの競合を避けるために、システムアドミニストレータがMAC
アドレスを手動で割当てることができます。手動で生成されたアドレスには
異なるOUI、00:50:56 を使用します。つまり、MACアドレスの範囲は
00:50:56:00:00:00 ～ 00:50:56:3F:FF:FF となります。 

アドレスは、仮想マシンの構成ファイルに次の行を追加して設定します。
ethernet<number>.address = 00:50:56:XX:YY:ZZ 

ここで、<number>にはイーサネットアダプタの番号が入ります。XXは00
と 3F間の、YY及び ZZは 00と FF間の有効な16進数でなければなりません。
XXの値は、VMware WorkstationやVMware GSX Server製品で生成されたMACア
ドレスとの競合を避けるため、3Fを超えないようにしてください。このた
め、手動で生成するMACアドレスの最大値は次のようになります。

ethernet<number>.address = 00:50:56:3F:FF:FF 

さらに、仮想マシンの構成ファイルで次のオプションを設定してください。
ethernet<number>.addressType="static" 

VMware ESX Server の仮想マシンは任意のMACアドレスをサポートしない
ため、上記のフォーマットを使用する必要があります。XX:YY:ZZがハー
ドコードされたアドレス間で 唯一のアドレスになるように設定する限り、
自動的に割り当てられたMACアドレスと手作業で割り当てたものとが競合
することはありません。

MAC アドレスの使用
MACアドレスに慣れる最も簡単な方法は、MACアドレスを静的に設定し、
仮想マシンの構成ファイルからオプション
ethernet<number>.address、ethernet<number>.addressType、
ethernet<number>.generatedAddressOffsetを削除する方法です。
これで仮想マシンにMACアドレスが生成されているか確認してください。

ホストが特定のMACアドレスの範囲内に留まるかどうかは保証できません
が、仮想マシンに固有の弊社OUI (00:0C:29 及び 00:50:56) を使えば、MAC
アドレスが他の物理ホストと競合することは決してありません。
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VMkernel ネットワークカードの確認
ネットワーク インターフェイス カードが VMkernel に割当てられた場合、
VMkernel のデバイス名からマシン上の物理ネットワークアダプタにマップ
するのが難しい場合があります。

例えば、マシンに 4枚の Intel EEPro カードが、全て VMkernel 専用に構成さ
れている場合、この 4枚のカードには vmnic0、vmnic1、vmnic2及び
vmnic3という名前が付けられます。カードの名前は、マシン上の PCI バス /
スロットの階層の順位に基づいています。つまり、バスやスロットの階層が
低いほど、名前の終わりに付く番号も小さくなります。

1種類以上のネットワークインターフェイスカードがある場合、最初に読み
込まれたドライバが PCI スロット順位の仮想NIC (vmnic) を要求し、次に読
み込まれたドライバが PCI スロット順位の仮想NIC (vmnic) を要求るといっ
た具合になります。

このネーミングポリシーは、マルチ ファンクション デバイスのスロット内
の各ファンクションにも当てはまります。例えば、単一のスロットに 2つ
のファンクション（バス 1. スロット 1. ファンクション 1及びバス 1. スロッ
ト 1. ファンクション 2）を持つデュアルポートNIC では、各デバイスの種
類毎にスロットがエミュレーションされるのと同じ方法で各スロット毎に
ファンクションがエミュレーションされます。

findnic コマンド
アダプタのバス及びスロット順位が分かっている場合、どのアダプタにどの
名前が付けられているか判断することができます。一方で、この順位が分か
らない場合は、 findnicプログラムを使ってネットワークアダプタと名前
の正しい関連付けを確認することができます。

コマンドは次のようなフォーマットで使用します。
findnic <options> <nic-name> <local-ip> <remote-ip> 

findnicプログラムには、VMkernel のネットワークデバイス名、 ローカルマ
シン上のデバイスに割当てる IP アドレス、及び findnicに PING させる IP
アドレスを与えてください。コマンドを発行すると、findnicがリモート
IP アドレスに PING します。

このコマンドを実行し、どのカード上の LEDが点滅しているか、また PING
自体がうまくいっているかを確認すれば、どのアダプタがどの名前であるか
を判断することができます。
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オプション 
-f 

PING フラッドを行います。
-i <seconds> 

PING の間隔を秒単位で指定します。

例 
findnic vmnic0 10.2.0.5 10.2.0.4 

VMkernel デバイス vmnic0を IP アドレス 10.2.0.5 にバインドしてから、IP
アドレス 10.2.0.4 を持つリモートマシンに PING します。
findnic -f vmnic1 10.2.0.5 10.2.0.4 

VMkernel デバイス vmnic1を IP アドレス 10.2.0.5 にバインドしてから、IP
アドレス 10.2.0.4 を持つリモートマシンに PING フラッドします。
www.vmware.com386



第 1 1 章  ネットワーク構成
ネットワークドライバが特定のスピード
を使用するように強制
VMkernel ネットワークデバイスドライバは、デフォルト設定の
Autonegotiate でスタートします。この設定は、オートネゴシエーションを
行うように設定されているネットワークスイッチと正常に動作します。ただ
しスイッチに特定のスピードやデュプレックス設定が指定されている場合、
ネットワークドライバが同じスピードとデュプレックス設定を使用するよう
に強制しなければなりません。

もし（特に非常に低い帯域幅で）問題が生じた場合、NIC が正常にオートネ
ゴシエーションを行わなかった可能性があります。この場合、スピードと
デュプレックスの設定を手動で構成する必要があります。

問題を解決するには、スイッチの設定を変更するか、VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）を使って VMkernel ネットワークデバイ
スの設定を変更してください。

1. 管理インターフェイスに root としてログインします。

2. [Options] タブをクリックしてください。

3. [Network Connections] をクリックしてください。

4. 構成の変更を行うデバイスを検索し、[Configured Speed, Duplex] のド
ロップダウンリストから適当な設定を選択してください。

5. [OK] をクリックします。

注意： ネットワークスピードの変更は、再起動後に反映されます。
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仮想アダプタがプロミスキャスモードを
使用するように強制
セキュリティ上の理由から、ゲストOSは通常、仮想イーサネットアダプタ
をプロミスキャスモードに設定して使用できません。

ただし、特定の状況では、仮想イーサネットアダプタをプロミスキャスモー
ドで使用する必要があるかもしれません。プロミスキャスモードの使用を有
効にするには、次の手順に従って、PromiscuousAllowed という構成変数
を yesに設定します。

1. VMware Management Interface（管理インターフェイス）の [Edit 
Configuration] ページで、該当する仮想イーサネットアダプタがどの
ネットワークを使用しているか確認してください。この例では、ペー
ジの「Networking」の箇所にアダプタが vmnic0を使用中であること
が表示されていると想定します。

2. サーバのサービスコンソールにログインし、次のコマンドを入力して
ください。
echo "PromiscuousAllowed yes" > /proc/vmware/net/vmnic0/
config

これによって、vmnic0を使用する全仮想マシンのゲストOSで、プロ
ミスキャスモードを有効にできるようになります。

アダプタが vmnet_0等の別のネットワークを使用している場合は、上
記のコマンドをそのように変更してください。

3. ゲストOSで適切な手順に従って、仮想ネットワークアダプタ上のプロ
ミスキャスモードを有効にしてください。

特定のネットワーク上の一部のアダプタのみがプロミスキャスモードを使用
できるようにしたい場合は、仮想マシンのイーサネットアダプタのMACア
ドレスに基づいてプロミスキャスモードを選択的に無効にすることができま
す。これには、次の作業を行ってください。

1. リモートコンソールを使って仮想マシンに接続し、適切なゲストOS の
ツールを使って仮想イーサネットアダプタのMACアドレスを確認して
ください。

2. サービスコンソールにログインし、次のコマンドを入力します。
echo "PromiscuousAllowed no" > /proc/vmware/net/vmnic0/
<MACAddress>
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<MACAddress>の箇所には、仮想イーサネットアダプタのMACアドレ
スを 00:05:69:XX:YY:ZZの標準フォーマットで入力してください。
アダプタが vmnet_0等の別のネットワークを使用している場合は、上
記のコマンドをそのように変更してください。
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ネットワークアダプタ及び
仮想ネットワークの共有
ESX Server 構成の多くは、 仮想マシンが使用するネットワークリソースと
サービスコンソールが使用するものとを明確に区別しています。例えば仮想
マシン内のアプリケーションが使用するネットワークから管理ネットワーク
を隔離するといったセキュリティ上の理由を考えた場合、このような区別が
重要となります。

ただし、物理ネットワークアダプタや仮想ネットワーク等のリソースを共有
する必要が生じる場合もあります。

このテクニカルノートでは、両方向の共有に関する説明を行います。つま
り、仮想マシンのリソースをサービスコンソールで使用可能にし、サービス
コンソールが使用するネットワークアダプタを仮想マシンが共有できるよう
にします。

このような共有は、サービスコンソールを使ってインストールされる
vmxnet_consoleドライバによって可能です。 

注意： このような構成の変更は、上級ユーザー以外はお勧めいたしません。
下記の手順は、Linux システムの管理に精通しているユーザーであれば比較
的簡単に実行できます。

注意： ネットワークデバイスの再構成中に誤ってローカル loopback イン
ターフェイスを中断してしまうと、VMware Management Interface（管理イ
ンターフェイス）が正常に機能しなくなります。ifconfig lo upコマン
ドを使用して、インターフェイスを再開してください。

Service Console が仮想マシンのデバイスを使用できるよう
に設定 
仮想マシンが使用する（つまり VMkernel に割当てられている）全ネット
ワークアダプタと仮想ネットワークを、サービスコンソールがアクセスでき
りうように設定することができます。VMware Management Interface の
[Edit Configuration] ページで vmnet_<n>として識別される仮想ネットワー
クは、同じ物理サーバ上の仮想マシン間の高速接続を実現します。

サービスコンソールが VMkernel ネットワークアダプタや仮想ネットワーク
にアクセスできるようにするには、vmxnet_consoleモジュールをインス
トールする必要があります。インストール時には、vmxnet_consoleモ
ジュールを接続させる VMkernel ネットワークアダプタと仮想ネットワーク
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の一覧を入力します。例えば、VMkernel にサービスコンソールからアクセ
スさせたい vmnic1という名前のアダプタと vmnet_0という名前の仮想
ネットワークが存在する場合、vmxnet_consoleモジュールのインストー
ルに下記のコマンドを使用します。

insmod vmxnet_console devName=”vmnic1;vmnet_0”

devNameパラメータは、VMkernel ネットワークアダプタと仮想ネットワー
クのコンマ区切りの一覧です。

モジュールをインストールすると、devNameパラメータの後の VMkernel
ネットワークアダプタと仮想ネットワーク名の表示順番に従って、サービス
コンソール上に適当な数の eth<n>デバイスが追加されます。上記の例で
は、サービスコンソールが既に eth0というネットワークアダプタを持って
いる場合、vmxnet_consoleを vmnic1と vmnet_0で読み込むと、サー
ビスコンソール上で vmnic1は eth1として、また vmnet_0は eth2とし
て認識されます。 

一旦 eth<n>デバイスがサービスコンソールに生成されると、インター
フェイスを通常の方法で開始できるようになります。例えば、サービスコン
ソールに、IP アドレス 10.2.0.4 を使って vmnic1アダプタからネットワーク
へアクセスさせたい場合、次のコマンドを使用してください。

ifconfig eth1 up 10.2.0.4 

insmodコマンドによってどの eth<n>が追加されたかを簡単に確認するに
は、下記のように insmodコマンドに tagNameパラメータを追加します。 

insmod vmxnet_console devName=”vmnic1;vmnet_0” 
tagName=<tag> 

この場合、vmxnet_consoleモジュールが、/var/log/messagesに生
成された各 eth<n>デバイス名を追加します。各メッセージは <tag>とい
うストリングで始まります。

追加されたデバイスの名前を確認するには、下記のコマンドを使用します。 
grep <tag> /var/log/messages 
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Service Console の起動時に、VMkernel ネットワークアダプ
タと仮想ネットワークの共有を開始
サービスコンソールの起動時に VMkernel ネットワークアダプタが開始され
るようにサービスコンソールを構成するには、2通りの方法があります。2
つの内シンプルな方法は、eth0以外のネットワークアダプタを共有する方
法です。後から説明を行いますが、eth0の共有はより複雑です。 

前セクションの例の続きの場合、次の行を /etc/rc.d/rc.localに追加
します。

insmod vmxnet_console devName=”vmnic1;vmnet_0”
ifconfig eth1 up 10.2.0.4
ifconfig eth2 up 63.93.12.47 

別の方法として、ファイル /etc/sysconfig/network-scripts/

ifcfg-eth1と/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2に適
切なネットワーク情報を設定するやり方もあります。この時、ONBOOT=の
行が ONBOOT=yesに設定されているか確認してください。この例では、
ifcfg-eth1ファイルは次のようになります。

DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.255.255.255
IPADDR=10.2.0.4
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=10.0.0.0
ONBOOT=yes 

この場合、/etc/rc.d/rc.localには次のような行を追加します。

insmod vmxnet_console devName=”vmnic1;vmnet_0”
ifup eth1
ifup eth2 

仮想マシンとService Consoleのネットワークアダプタを共有
注意： サービスコンソール上の本来 eth0であるアダプタを共有する予定で
あれば、下記の手順を実行する際に注意が必要です。ESX Server を 初期構成
するためにはネットワーク接続が必要です。初期構成が完了したら一部変更
を行いますが、そのプロセスの一時点でサービスコンソールへのネットワー
ク接続がなくなり、サーバで直接作業しなければならない時があります。

最初に ESX Server をインストールし、構成する際は、VMkernel が読み込ま
れないため、サービスコンソールが本来 eth0であるネットワークアダプタ
www.vmware.com392



第 1 1 章  ネットワーク構成
をコントロールする必要があります。ESX Server の構成時は、本来 eth0で
あるアダプタをサービスコンソールに割当ててください。

ESX Server の構成を正常に終了し、マシンを再起動したら、VMkernel が読
み込まれます。この時点で、次ページの作業を行ってください。

1. /etc/modules.confを編集し、 alias eth0に関する行をコメント
アウトしてください。

次のような行がある場合、
alias eth0 e100

次のように編集します。 
# alias eth0 e100 

これでサービスコンソールの再起動時に、サービスコンソール上の
eth0が無効になります。

2. VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使ってサー
バを再構成します。root としてログインしたら、
http://<hostname>/pcidivyで変更したい構成に対する [Edit] リン
クをクリックします。表から、コンソールに割当てられているイーサ
ネットコントローラを一覧表示した列を探し、Virtual Machine 欄にあ
るラジオボタンをクリックして、再度割り当てを行ってください。

[Save Configuration] をクリックし、画面の指示に従ってマシンを再起
動します。

3. マシンが再起動した時点ではサービスコンソールにネットワークアダプ
タが割当てられていませんので、次の作業はサーバで行ってください。

/etc/rc.d/rc.localに適切な行を追加します。例えば、eth0が
VMkernel とサービスコンソール間で共有する予定の唯一のネットワー
クアダプタであり、VMkernel で vmnic0という名前が付けられている
場合は、次の行を追加します。
insmod vmxnet_console devName=”vmnic0”
ifup eth0 

本来 eth0であるネットワークアダプタに VMkernel がどのような名前
を割り当てたか分からない場合は、findnicプログラムを使ってその
名前を確認してください（詳しくは、「VMkernel ネットワークカードの
確認 (p.385)」をご覧ください )。 

注意： 共有したいアダプタがアダプタボンドに割当てられていること
があります。その場合、アダプタの名前ではなくボンド名を bond<n>

の形式で指定する必要があります。ボンド名の確認方法に関しては、
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「サービスコンソールでボンドやアダプタを検索 (p.396)」を参照してく
ださい。

4. システムを次に再起動すると、サービスコンソールと仮想マシンがそ
のネットワークアダプタを共有します。

システムを再起動することなくネットワークアダプタの共有を開始す
るには、etc/rc.d/rc.localに追加するものと同じコマンドを手動
で発行します。
insmod vmxnet_console devName=”vmnic0”
ifup eth0 
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仮想スイッチの使用
ESX Server では、仮想イーサネットスイッチと呼ばれる抽象化されたネット
ワークデバイスを作成することができます。各仮想スイッチは、仮想マシン
が使用できるネットワークハブです。仮想スイッチは、仮想マシン間でトラ
フィックを送信することも、外部ネットワークにリンクすることも可能です。

仮想スイッチは、複数のネットワークアダプタの帯域幅を組合わせて、その
間の通信トラフィックを分散するために使用することができます。また、個
別のアダプタが故障しても持続的なネットワーク接続を維持するために使用
することもできます。

仮想スイッチは、物理イーサネットスイッチをモデルとしています。仮想ス
イッチには 32 個の論理ポートが含まれます。各ポートには、仮想マシンの
ネットワークアダプタを 1個接続することができます。

各仮想スイッチには、1個以上のポートグループを割当てることも可能で
す。ポートグループに関する詳細は、「ポートグループの作成 (p.229)」をご
覧ください。

ネットワークラベルの選択
ESX Server は、仮想マシンへのネットワーク接続の表示にネットワークラベ
ルを使用します。 ネットワークラベルは、ネットワーク接続向けの関数型の
記述子です。ESX Server は仮想スイッチとポートグループの両方にネット
ワークラベルを割当てることによって、仮想マシンに認識させます。

スイッチ向けのネットワークラベルは、仮想マシンが使用していない時のみ
変更することができます。

物理アダプタのバインド
複数の物理アダプタは「バインド」してグループ化することが可能です。こ
れは、ESX Server における NIC チーミングと機能的に同等のものです。
Service Console（サービスコンソール）で設定できる一部のオプションで
は、グループ化されたアダプタを「ボンド」と呼んでいます。バインドする
際は、できる限り類似した物理アダプタを使用してください。ボンドスイッ
チの機能を定義する際、ESX Server は全アダプタに共通する機能のみを使用
します。 例えば、ボンドに使用する全アダプタがハードウェアアクセラレー
ション機能を持つ場合にのみ、ESX Server はその機能を利用することができ
ます。
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ESX Server がサポートするハードウェアアクセラレーション機能には以下の
ものが含まれます。

• VLAN タグの処理

• チェックサムの計算

• TCP セグメンテーションのオフロード

同じモデルの物理アダプタをバインドすれば、アダプタの全機能を ESX 
Server で利用できます。

仮想マシンのネットワーク接続を選択すると、ESX Server はそれを関連した
仮想スイッチにリンクします。仮想マシンの操作は、ネットワーク接続の構
成によって異なります。このため、仮想マシンが仮想スイッチを使用してい
る時に物理アダプタをバインド、あるいは切断することはできません。

各仮想スイッチには、最大 10個の物理アダプタをバインドできます。

サービスコンソールでボンドやアダプタを検索
アダプタをバインドして仮想スイッチを作成すると、新しく作成された物理アダ
プタの論理グループを特定するボンド番号が割当てられます。後述のボンドオプ
ションを設定する際、このボンド番号が必要です。/etc/vmware/netmap.conf
を使って仮想スイッチに割当てられたボンド番号を確認しておいてください。 

また、物理アダプタに割当てられたデバイス名が必要になることもありま
す。一部オプションでは、特定アダプタを指定するのにデバイス名を使いま
す。 ESX Server はデバイス名を ストリング vmnic<n>を使って定義します。
ここで <n>には管理インターフェイスに表示されるアダプタと同じアダプ
タ番号が使用されます。 例えば、[Outbound Adapter 1] の物理アダプタは、
デバイス名 vmnic1を持ちます。

デバイス名は、/etc/vmware/devnames.confで名前定義を探して確認
することもできます。Management Interface に表示されるアダプタの PCI
バスアドレスを書き留めておき、それに相当する名前定義を探してくださ
い。例えば、PCI 2:4.0 に存在するアダプタのデバイス名を確認するには、以
下の作業を行ってください。

1. Service Console にログインします。

2. /etc/vmware/devnames.confを検索します。

$ grep 2:04.0 /etc/vmware/devnames.conf

002:04.0 nic vmnic0

この場合、デバイス名は vmnic0です。
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仮想スイッチの作成
仮想スイッチの作成及び変更に関する基本的な作業は、「ネットワーク接続
の変更 (p.227)」をご覧ください。

注意： 下記の構成オプションは、複雑な運用条件での仮想スイッチの最適
化に使用します。ほとんどの構成では、これらのオプションを変更しなくて
も仮想スイッチを作成、使用できます。

負荷分散モードの選択
仮想スイッチに割当てられているネットワークアダプタ間でのトラフィック
の分散方法として、次の 3つのモードのいずれかを選択できます。

• MACアドレス分散

• IP アドレス分散

• スタンバイ

負荷分散モードの指定は、仮想スイッチに load_balance_modeオプショ
ンを設定して行います。仮想スイッチにのオプションは全て、/etc/

vmware/hwconfigに定義されます。これは、Service Console で変更可能で
す。

MACアドレス負荷分散は、ソースとなるネットワークアダプタのMAC
ハードウェア アドレスに基づいてネットワークトラフィックを 分散させま
す。MACアドレス分散は、load_balance_modeを out-macに指定して
選択します。

注意： MAC アドレス分散は、ESX Server のデフォルト負荷分散モードです。

IP アドレス負荷分散 は、IP アドレスに基づいてネットワークトラフィック
を分散させます。ESX Server は 固定ボリュームの順次サイクル上の IP プロ
トコルは使用せずにネットワークトラフィックを 分散させます。IP アドレ
ス分散は、load_balance_modeを out-ipに指定して選択します。

スタンバイモードは、特定のアダプタをプライマリ接続として使用するよう
に指定します。スタンバイモードは、冗長接続スイッチ（次項参照）に使用
します。 

以下の例は、bond1向けの負荷分散モードを IP アドレス負荷分散に設定す
る方法を記載しています。

1. Service Console に rootの権限でログインします。

2. /etc/vmware/hwconfigを編集します。
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3. bond1向けの負荷分散モードを定義します。

nicteam.bond1.load_balance_mode = “out-ip”

このスイッチのオプションを以前に定義したことがあれば、現在の
モードの値を out-ipに変更するだけで済みます。

4. ファイルを保存して閉じます。

ボンド故障モードの設定
特定の物理アダプタを仮想スイッチのプライマリネットワーク接続に指定す
ることが可能です。このような構成では、ESX Server は全トラフィックをプ
ライマリアダプタを使って送信し、他のアダプタは接続エラーが生じた場合
に備えて予約しておきます。この種の冗長接続スイッチは「フェイルオー
バー」構成と呼ばれます。

仮想スイッチ向けの home_linkオプションを設定して、プライマリアダプ
タを指定します。

1. Service Console に rootの権限でログインします。

2. /etc/vmware/hwconfigを編集します。

3. プライマリアダプタを定義します。例えば、bond1用に vmnic2を選
択する場合、以下のフォーマットになります。
nicteam.bond1.home_link = “vmnic2”

このスイッチのオプションを以前に定義したことがあれば、現在の
モードの値を vmnic2に変更するだけで済みます。

4. ファイルを保存して閉じます。

注意： 仮想スイッチにプライマリリンクを指定すると、負荷分散モードは
上書きされます。home_linkオプションを設定すると、 ESX Server は
load_balance_modeの値を無視するようになります。

ESX Server は物理接続にエラーが発生していないかプライマリリンクを監視し
ます。プライマリアダプタの接続が失われた場合、ESX Server はネットワーク
トラフィックをセカンダリアダプタの1つに譲渡する一方で、プライマリア
ダプタの監視を続けます。プライマリリンクの物理接続が復旧したことを検知
すると、ESX Server は仮想スイッチの接続をプライマリアダプタに戻します。

この基本的なエラー検出モードは、外部スイッチに対する物理接続が失われ
ていないか確認するためにアダプタを受動的に監視します。ビーコンモニタ
リングを使用すれば、ネットワークエラーを ESX Server が能動的に検出す
るように設定することができます。
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ビーコンモニタリングの使用
ビーコンモニタリング機能は、サーバにリンクしている外部ネットワークに
ビーコンパケットを送信し、分散した接続エラーを検知します。ESX Server
は 1 個のアダプタから、仮想スイッチに割当てられている別のアダプタ向
けにビーコンパケットを発行します。ビーコンの受信状態をモニタすること
で、サーバはマルチポイントなネットワークルートにおける接続状態を判断
することができます。ビーコンモニタリングは、仮想スイッチごとにも、全
サーバに対しても設定することが可能です。

ビーコンモニタリングは、1個の仮想スイッチに割当てられた複数のアダプ
タが複数の外部スイッチに接続している構成で使用されます。物理リンクモ
ニタリングは、アダプタが外部スイッチと通信しているかどうかのみを表示
します。ビーコンモニタリングは、外部スイッチ間の接続エラーや分散ネッ
トワークドメイン内にあるスイッチ間の通信エラーを検出します。

ESX Server は、ビーコンモニタリングをネットワーク接続エラーの大切な指
標として使用します。サーバは、指定した数の送信ビーコンを連続して受信
することに失敗すると、接続ロスを表示します。 受信に失敗したビーコン数
が設定したエラーの閾値を超えた場合にのみ、サーバはリンクが切断された
と判断して別のアダプタへの切替を行います。

各仮想スイッチ向けのビーコンエラー閾値は、デフォルトでゼロに設定され
ています。このエラー閾値を 2以上に設定するとビーコンモニタリングが
開始されます。

ESX Server では、ビーコンを発行する頻度も指定できます。サーバがビーコ
ンを送信する頻度とエラー閾値を合わせると、リンクが切断されていると
サーバが判断するまでのモニタリング期間の総計が決定されます。

ビーコンの発行間隔（秒） X ビーコンのエラー閾値 = ビーコンエラーま
での時間の総計

個別のスイッチに対するエラー閾値は switch_failover_thresholdオ
プションで設定します。以下の例は、bond1向けのエラー閾値を 2ビーコ
ンに設定する方法を記載しています。 

1. Service Console に root の権限でログインします。

2. /etc/vmware/hwconfigを編集します。

3. bond1向けのエラー閾値を設定します。

nicteam.bond1.switch_failover_threshold = “2”

4. ファイルを保存して閉じます。
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ESX server がビーコンを送信する頻度は、全スイッチを通じて同じです。
[SwitchFailoverBeaconInterval] オプションでこの値を設定してください。 
[SwitchFailoverThreshold] オプションを使えば全スイッチに対する全体的な
エラー閾値を定義することができますが、switch_failover_threshold
は個別のスイッチごとにこの値を上書きします。

[SwitchFailoverBeaconInterval] と [SwitchFailoverThreshold] オプションの値
はManagement Interface の [Advanced Settings] パネルで設定することがで
きます。詳しくは「詳細設定の変更 (p.255)」を参照してください。

ビーコンモニタリングが誤ってネットワーク接続エラーを表示することがあ
ります。外部スイッチがビーコンポケットをトラップしてしまうと、正常に
機能している接続に対して ESX Server がスイッチエラーを示してしまうこ
とがあります。この場合、サーバがセカンダリリンクに切り替えても、実際
には接続にエラーが発生していないため、プライマリリンクからのトラ
フィックが引き続き送信されている可能性があります。この結果、外部ス
イッチが両方のリンクから重複したパケットを受け取ることになります。

注意： ESX Server はビーコンモニタリングを、ネットワークエラーを検知す
る二次的な方法として使用します。サーバがプライマリアダプタに対する物
理リンクのエラーを検出した場合、ビーコンモニタリングが接続エラーを示
していなくてもセカンダリアダプタに切替わります。

ビーコンモニタリングをポートグループで使用
ポートグループに対するビーコンモニタリングは [SwitchFailoverBeaconVlanID]
オプションで有効にすることができます。このオプションでポートグループ
を指定すると、ESX Server はそのポートグループのVLAN IDタグの付いたモニ
タビーコンを送信します。これで、サーバが該当する外部VLAN内で接続エ
ラーをモニタするように効果的に制限することができます。

[SwitchFailoverBeaconVlanID] の値はManagement Interface の [Advanced 
Settings] パネルで設定することができます。詳しくは「詳細設定の変更 
(p.255)」を参照してください。

注意： [SwitchFailoverBeaconVlanID] の値は全仮想スイッチに適用されます。
スイッチごとに個別の VLANのモニタを指定することはできません。

外部ネットワークスイッチの構成
• IP Load Balancing ー この負荷分散モードを有効にすると、ESX Server が
外部ネットワークスイッチに重複したMACアドレスを提供することが
あります。このため、外部送信エラーを防ぐために、外部スイッチは
static 802.3ad (EtherChannel) モードに設定しておいてください。 
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• SwitchFailoverBeaconEtherType ー このオプションは、モニタビーコン
のイーサタイプを設定します。外部スイッチがモニタビーコンを正し
く処理できるようにこの値を変更できます。 

• Beacon Monitoring with Multiple Switches ー ビーコンモニタリングを使
用する仮想スイッチに接続されている外部スイッチはすべて、同じネッ
トワークブロードキャストドメイン内に存在しなければなりません。

• Spanning-Tree Protocol ー アダプタがスパニングツリープロトコルを使
用する外部スイッチへの物理接続を失った場合、プロトコルを適用し
てアクティブな接続が重複していないかチェックする間、スイッチの
リンクへの再接続が遅れることがあります。ESX Server はリンクが物理
的に復旧したことは検出できますが、 ポートがスパニングツリーチェッ
クでブロックされていることは認識できません。

• Portfast Mode ーPortfast モードを使えば、スパニングツリーチェックが
引き起こすエラーを抑えることができます。外部スイッチに対してス
パニングツリープロトコルを無効にできない場合、サーバに接続して
いるポートが Portfast モードを使用すうように設定してください。こう
すればスパニングツリーによる遅延を削減し、誤ったリンクエラーの
検出を減らすことができます。

トラブルシューティング
仮想マシンの起動中に、イーサネットデバイスが検出できない旨を告げる
メッセージが表示された場合、次の点を確認してください。

• [Network Connections] ページ ー ボンドに正しい仮想NIC が割当てられ
ているか確認してください。

• [VM Configuration] ページ ー 特定のイーサネットデバイスに対して正し
いボンドが選択されているか、指定した vmnicが既にボンドデバイス
に割当てられているか、あるいは使用中ではないかを確認してくださ
い。

必要な変更を行ったら仮想マシンを再起動して、エラーメッセージがまだ表
示されるか確認してください。
401



VMware ESX Server 運用ガイド
www.vmware.com402



12 章
VMware ESX Server の
リソース管理 
VMware ESX Server では、仮想マシンのリソース割当を管理することによっ
て、仮想マシンのパフォーマンスを最適化することができます。 次のリソー
スに対する仮想マシンのアクセスをコントロールすることが可能です。

• CPU 時間

• メモリスペース

• ネットワーク帯域幅

• ディスク帯域幅

注意： 仮想マシンのリソースを管理するには、root の権限が必要です。

仮想マシンのリソース割当は、VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）やサービスコンソール上の procfsインターフェイスから、
あるいは VMware Scripting API を使って管理できます。この章では、最初の
2つの方法に関する説明を行います。Scripting API に関する説明は、 
www.vmware.com/support/developer にある「VMware Scripting API User's 
Manual」に記載されています。
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本章では以下の項目について解説を行います。

• 仮想マシンのリソース管理 (p.405)

• ESX Server のリソース変数 (p.406)

• パフォーマンスの改善 (p.408)

• CPU リソースの管理 (p.410)

• 仮想マシンの CPUリソースの管理 (p.417)

• メモリリソースの管理 (p.427)

• 仮想マシンのメモリの管理 (p.434)

• NUMAシステムの使用 (p.442)

• サーバ上でメモリのサイズを調整 (p.448)

• ネットワーク帯域幅の管理 (p.452)

• ディスク帯域幅の管理 (p.456)
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仮想マシンのリソース管理
ESX Server は、複数の仮想マシンが同じリソースで競合した場合、CPU、メ
モリ及びディスクリソースの割当に比例シェアのメカニズムを使用します。 
ネットワーク帯域幅は、ネットワークトラフィクシェーピングで管理されて
います。

CPUとメモリ リソースには、それぞれ上記以外の管理機能も働きます。 CPU
管理には、各仮想マシンが使用できる単一の物理 CPUプロセッシングパ
ワーの最大パーセントと最小パーセントを指定することができます。また、
CPUシェアを指定したり、仮想マシンが特定の物理 CPU セット上で稼動す
るように限定（CPU スケジューリングアフィニティ）したりすることも可
能です。詳しくは「受付制御ポリシー (p.411)」を参照してください。

同様に、各仮想マシンに対してメモリサイズの最大値 /最小値やメモリシェ
アを指定することができます。ただし、各仮想マシンに VMware Tools がイ
ンストールされていない場合、あるいは VMkernel スワップスペースが設定
されていない場合は、管理レベルが大幅にダウンします。詳しくは、「メモ
リリソースの割当 (p.427)」を参照してください。

注意： 作成した仮想マシン全てのリソースを調整する必要はないはずです。
最初にどの仮想マシンがパフォーマンスに影響されやすいかを判断し、その
マシンの調整を最初に行うことをお勧めいたします。

サービスコンソールのリソース管理
デフォルトで、サービスコンソールには 2000 CPU シェアと最小 CPU 使用
率 8%が設定されています。サービスコンソールは CPU集約的なタスクに
使用されないため、ほとんどの場合、 この設定で十分なはずです。

ただし、実際にサービスコンソールに対する CPUシェアの割当を調整する
必要が生じた場合は、VMware Management Interface（管理インターフェイ
ス）を使用してください。詳しくは、「Service Console の構成 (p.256)」を参
照してください。

並行稼動する仮想マシンの台数に応じた、 サービスコンソールへの割当てメ
モリのおおよそのガイドラインを「Service Console のメモリ (p.448)」で参
照することができます。
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ESX Server のリソース変数
この章では、ESX Server 上のリソースを最適化するために使用する異なるパ
ラメータについて解説を行います。また、ESX Server がリソース割当を決定
する際に使用する各種アルゴリズムの情報も提供します。

注意： 次のセクションでは、ESX Server と仮想マシンの動作に基づいて、リ
ソースの最適化に関する実用的な説明を行います。最適化するリソース変数
を決定する際の一般的なガイドラインや ESX Server のパフォーマンスを向
上させるための他の一般的なヒントも一部提供しています。

ここでは、次の情報を提供します。

• パフォーマンスの改善 (p.408)

• CPU リソースの管理 (p.410)

• CPU リソースの割当 (p.410)

• 受付制御ポリシー (p.411)

• 最小 /最大 CPU 使用率の指定 (p.411)

• シェアの割当による比例シェア スケジューリングを使用 (p.413)

• 使用率とシェアで CPU時間を管理 (p.414)

• 仮想マシンの CPUリソースの管理 (p.417)

• VMware Management Interface から CPUリソースを管理 (p.417)

• Service Console から CPUリソースを管理 (p.418)

• メモリリソースの管理 (p.427)

• メモリリソースの割当 (p.427)

• 受付制御ポリシー (p.429)

• メモリを動的に割当 (p.430)

• 仮想マシンからメモリを解放 (p.431)

• 仮想マシン間でメモリを共有 (p.433)

• 仮想マシンのメモリの管理 (p.434)

• VMware Management Interface からメモリリソースを管理 (p.434)

• Service Console からメモリリソースを管理 (p.435)

• NUMAシステムの使用 (p.442)
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• NUMA構成情報 (p.442)

• NUMAの自動最適化 (p.444)

• 手動でNUMAを最適化 (p.445)

• サーバ上でメモリのサイズを調整 (p.448)

• サーバメモリ (p.448)

• Service Console のメモリ (p.448)

• 仮想マシンのメモリプール (p.448)

• 仮想マシンのメモリ (p.448)

• メモリの共有 (p.449)

• メモリのオーバーコミット (p.450)

• 例：Webサーバの統合 (p.451)

• ネットワーク帯域幅の管理 (p.452)

• ネットワークフィルタの使用 (p.452)

• VMware Management Interface からネットワーク帯域幅を管理 
(p.452)

• Service Console からネットワーク帯域幅を管理 (p.453)

• nfshaper を使ったトラフィックシェーピング (p.454)

• ディスク帯域幅の管理 (p.456)

• VMware Management Interface からディスク帯域幅を管理 (p.457)

• Service Console からディスク帯域幅を管理 (p.459)
407



VMware ESX Server 運用ガイド
パフォーマンスの改善
全仮想マシンを展開する前に、ESX Server で実行予定の全仮想マシンの一覧
を作成しておくことをお勧めいたします。仮想マシンごとに主な機能とアプ
リケーションを特定してください。次に各マシンの主な機能に基づいて、制
限因子となるリソースを決定してください。例えば、Webサーバの最も制
約的なリソースはメモリで、ターミナルサービスサーバの最も制約的なリ
ソースは CPUである可能性があります。同様に、データベースサーバの最
も制約的なリソースはディスク帯域幅であるかもしれません。

ここでは、VMware ESX Server 上のパフォーマンスを改善するための一般的
なガイドラインを一部提供します。ただし、ユーザーの特殊な作業状況に
よっては、このガイドラインが適切ではない場合もあります。

注意： どの仮想マシンがより重要であるか、あるいはリソースを追加して
効果がある仮想マシンはどれかを判断してください。全仮想マシンの各リ
ソースを最適化する必要はないはずです。

例えば、プラチナカスタマ向けの仮想マシンWebサーバには、シルバーカ
スタマや内部向けの仮想マシンWebサーバより大きなメモリシェアとより
高いメモリ最小使用率を与える必要があるかもしれません。

注意： 類似したゲストOSがインストールされた仮想マシンを ESX Server 上
で複数台実行する場合、ESX Server でパフォーマンスをそれほど低下させず
に、より高率なメモリのオーバーコミットを実行できる可能性が高くなりま
す。一般的に、類似したゲストOSを使った場合、仮想マシン内でより広範
囲にわたるメモリの共有を実現することができます。詳しくは、「仮想マシ
ン間でメモリを共有 (p.433)」を参照してください。

実行速度の改善
実行速度が遅く感じられる場合、ESX Server 上の全仮想マシンに当てはまるの
か、それとも1台の仮想マシンでのみ発生しているのかをまず判断します。

ESX Server の実行速度の改善
全仮想マシンの実行速度が遅い場合、CPU使用率をチェックしてください。
各プロセッサにどれだけアイドル時間が発生しているかを確認し、また
VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って全体的な
システム CPU使用率も確認してください。プロセッサに過重負荷が掛かっ
ておらず、システム CPU使用率の総計が 80%以下であれば、おそらく CPU
使用率に問題はありません。

CPUリソースに問題がなければ、VMkernel がメモリをスワップアウトして
いるか確認します。サービスコンソールの procfsインターフェイスから、
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/proc/vmware/sched/memの出力をチェックしてください。 詳しくは、
「Service Console のコマンド (p.436)」をご覧ください。

VMkernel のスワップに問題があった場合は、 VMware Tools がインストール
されているかを確認します。スワップファイルは仮想ディスク以外の物理ド
ライブに格納してください。また、サーバに物理メモリを追加するか、ある
いは仮想マシンを別の ESX Server に移動することも考えてみてください。

仮想マシンの実行速度を改善
数台の仮想マシンでのみ実行速度が遅い場合は、サービスコンソールを
チェックする前にリソースの使用状況をまず確認してください。

www.vmware.com/download/esx/esx2-smpidler.htmlゲストOSが大量にページン
グ（スワッピング）を行っていないか確認してください。

• Linux ゲスト OSでは、vmstatコマンドを実行します。詳しくは、
vmstat(8)マニュアルページを参照してください。

• Windows ゲスト OSでは、[ コントロールパネル ] を表示します。[ 管理
ツール ] をダブルクリックしてから [ パフォーマンス ] をダブルクリッ
クし、ページ /秒の値を確認してください。

仮想マシンがページングを大量に行っている場合は、最小メモリを増加させ
て過剰なページングを排除してください。最大メモリサイズに近い場合は、
そのリソース設定も増加させてください。

Service Console のパフォーマンスの最適化
CPU リソースに問題がある場合は、サービスコンソールの CPU 最小使用率
を増加させ、これで問題が解決するか確かめてください。

また、リモートコンソールで不必要な接続を行わないようにすれば、パ
フォーマンスを改善できます。例えば、仮想マシンで操作を行わない時はリ
モートコンソールを閉じてください。リモートコンソールのウィンドウを開
いていると、アクティビティが行われていなくてもサービスコンソールの
CPU リソースが消費されてしまします。

パフォーマンスを最適化するために、Virtual Network Computing (VNC) ビュ
アーやMicrosoft Terminal Services 等のサードパーティソフトウェアを使用
して、サービスコンソールの CPUリソースを消費することなく仮想マシン
に接続することも可能です。
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CPU リソースの管理
VMware ESX Server は、スケジューリングされた仮想マシン各台の実行率と
プロセッサ割当の両方に対して動的なコントロールを提供しています。ESX 
Server のスケジューラは、マルチプロセッサシステムで自動的に負荷分散を
実行します。

サーバ上の CPUリソースは、 VMware Management Interface（管理インター
フェイス）やサービスコンソール上の procfsインターフェイスから、あ
るいは VMware Scripting API を使って管理できます。

各仮想マシンに対して、その仮想マシンが使用できる CPUの最小量及び最
大量を定義し、競合の有無に関わらず一定率の CPUリソースを確保できる
ように設定可能です。また CPUシェアを割当てることによって、仮想マシ
ンの相対的な重要度を指定することができます。

 ESX Server 向け VMware Virtual SMP 製品を購入されている場合、ゲストOS
が SMP に対応していれば、仮想マシンを 1個の CPU で実行するかまたは 2
個の CPUで実行するかを指定し、その仮想マシンが特定の物理 CPU上での
み稼動するように制限できます。 ESX Server 向け VMware Virtual SMP 製品に
関する詳細は、弊社または承認販売代理店までお問い合わせください。

VMware ESX Server による CPU管理の詳細は、cpu(8)マニュアルページを
ご覧ください。

CPU リソースの割当
各仮想マシンへの CPUの割当は、3つの基本パタメータによって管理され
ます。

• 最小使用率 ー min

最小 CPU使用率は、単一の物理 CPU処理能力のうち最低限使用される
量を表した絶対的な固定値です。仮想マシンは、サーバ上の他の状況
に関わらず、CPU リソースのこの最小率分は必ず使用することができ
ます。システムは受付制御ポリシーを使ってこれを保証します。つま
り、最小 CPU使用率分を予約できない場合は、新しく仮想マシンをパ
ワーオンすることができません。

• 最大使用率 ー max

最大 CPU使用率は、単一の物理 CPU処理能力のうち消費可能な上限を
表した絶対的な固定値です。仮想マシンは、システムにアイドル時間
が存在する場合でも、この最大使用率以上の CPUリソースを消費する
ことはできません。
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• シェアの割当

CPUシェアは、CPUリソースの相対的な部分に対する権利を仮想マシ
ンに与えるものです。例えば、1台の仮想マシンに別の仮想マシンの 2
倍のシェアが与えられている場合、それぞれの最小 /最大使用率の範
囲であれば、その仮想マシンは通常 2倍の CPU 時間を消費することが
できます。

シェアは数値を使って指定することも、[high]、[normal]、[low] で指定
することも可能です。デフォルトで、[normal] 設定のシェアは [low] の
2倍です。同様に、[high] のシェアは [normal] の 2 倍（[low] の 4倍）
です。

最小使用率、最大使用率、CPU シェアのいずれかを指定することも、組合
わせて指定することもできます。システムは、シェア数で細かく決定され
る、最小使用率と最大使用率の間の CPU時間を各仮想マシンに自動的に割
当てます。

受付制御ポリシー
ESX Server は起動制限ポリシーを使用します。受付制御には CPU リザベー
ションが使用されますが、実際の CPU時間の割当は動的に変化し、未使用
のリザベーションが無駄になることはありません。 

注意： ESX Server がその仮想マシンで指定されている最小使用率を保証でき
ない場合、 その仮想マシンをパワーオンすることはできません。

以下の複数のセクションでは、CPU 使用率、CPUシェア、及び仮想マシン
を特定のプロセッサで実行するように割当てるスケジューリングアフィニ
ティを使った CPUリソースの管理に関して解説を行います。

• 最小 /最大 CPU 使用率の指定 (p.411)

• 仮想マシンを特定のプロセッサで実行するように割当て (p.412)

• シェアの割当による比例シェア スケジューリングを使用 (p.413)

• 使用率とシェアで CPU時間を管理 (p.414)

最小 /最大 CPU使用率の指定
ESX Server 2.0 から、各仮想マシンに対して CPUの最小 /最大使用率を指定
するオプションが提供されるようになりました。最小使用率は絶対的な下限
の固定値を、最大使用率は絶対的な上限の固定値を表したものです。仮想マ
シンは常に最小使用率で指定されただけの CPU時間を使用することができ
ますが、指定された最大使用率以上の CUPU時間を使用することはできま
せん。
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1 個の仮想 CPUを持つ仮想マシンでは、設定可能な使用率は 0%～ 100%の
範囲です。デュアル仮想 CPUマシンでは、 設定可能な使用率は 0%～ 200%
の範囲です。

注意： 仮想マシンの最小使用率は、最低許容範囲のパフォーマンスレベル
に設定してください。

例えば 1台の仮想マシンが重要なアプリケーションを実行している場合、 そ
の仮想マシンに ESX Server 上の別の仮想マシンより高い最小使用率を指定
することができます。

注意： CPU 使用率は、全ての仮想マシンに設定することも、一部の仮想マ
シンだけに設定することも可能です。また、最小 CPU使用率か最大 CPU使
用率のいずれか 1つだけを設定することも可能です。両方を設定する必要
はありません。

例えば ESX Server マシン上で 20 台の仮想マシンを実行する予定であるけれ
ども、現時点では 5台の仮想マシンしか展開していないものとします。通
常、ESX Server マシン上で利用可能な CPU 時間があれば、この 5台の仮想
マシンが使用します。ただし、残りの 15台の仮想マシンを展開した後は、 
最初の 5台の仮想マシンが受け取る CPU 時間のシェアは、以前と比べると
少なくなります。

この最初の仮想マシン 5台のユーザーが高レベルの CPU 時間に慣れてしま
わないようにしたい場合は、この 5台の仮想マシンの最大 CPU 使用率を設
定して、受け取る CPU時間を制限することができます。こうすれば、残り
の仮想マシンを展開した時にユーザーが違いに気が付くことがありません。

注意： 指定する CPU使用率は、その仮想マシンの絶対的な使用制限を固定
値で表したものです。

仮想マシンを特定のプロセッサで実行するように割当て
マルチプロセッサシステムでは、各仮想マシンにアフィニティセットを指定
して、仮想マシンの割当を利用可能なプロセッサの一部に制限することもで
きます。システムは、各仮想マシンに対して設定された最小 /最大使用率や
シェア設定によって指定される CPU割当を達成するために、指定されたア
フィニティセット内のプロセッサに各仮想マシンを自動的に割当てます。ユ
ニプロセッサ仮想マシン向けのアフィニティセットに 1個のプロセッサし
か含まれていない場合、仮想マシンはそこに配置されます。

前述の通り、スケジューラは CPU時間の自動負荷分散を行います。この自
動負荷分散を最適化するには、仮想マシンのアフィニティを手動で指定する
ことは避けてください。仮想マシンの最低許容範囲のパフォーマンスを確保
するには、代わりに CPU最小使用率を設定することをお勧めいたします。
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注意： （アフィニティを指定する代わりに）最小使用率を指定すれば、ESX 
Server が最大の柔軟性で自動最適化を行うことができます。

詳しくは、「VMware Management Interface から CPUリソースを管理 
(p.417)」をご覧ください。

CPU シェアとアフィニティセットは、サービスコンソールの procfsイン
ターフェイスか VMware Management Interface（管理インターフェイス）を
使って、いつでも動的に変更することができます。その仮想マシンに対する
初期値は、構成ファイルから指定することも可能です。

シェアの割当による比例シェア スケジューリングを使用
比例シェア プロセッサ スケジューリングを使えば、スケジューリングされ
た各仮想マシンにシェア数を割当てることができます。CPUシェアは、相
対的なものです。

例えば、2000 シェアが割当てられている仮想マシンには、1000 シェアを持
つ仮想マシンの 2倍の CPUサイクルを消費する権利が与えられます。同様
に、200 シェアが割当てられている仮想マシンには、100 シェアを持つ仮想
マシンの 2倍の CPUサイクルを消費する権利が与えられます。シェア数は
異なりますが、上記の例ではいずれも、最初の仮想マシンが 2つ目の仮想
マシンの 2倍のシェアを有しています。

デフォルトで、[high] 設定のシェアは [normal] の 2 倍、[low] の 4 倍です。
例えば [high] シェアの仮想マシンは、[normal] シェアの仮想マシンの 2倍
の、また [low] シェアの仮想マシンの 4倍の CPUサイクルを消費できます。
このデフォルトを変更したい場合は、「procfs の使用 (p.420)」を参照してく
ださい。

比例シェアスケジューリングは単独で使用することも、CPU使用率と組合
わせて使用することも可能です。詳しくは、「使用率とシェアで CPU時間を
管理 (p.414)」をご覧ください。

例えば 3台の仮想マシンが稼動中で、いずれもデフォルトで [normal] シェ
アが割当てられているものとします。この内 1台の仮想マシンに CPU 時間
の半分を、残りの 2台にそれぞれ CPU 時間の 4分の１を与えたい場合、最
初の仮想マシンに [high] シェアを割当て、残りの 2台をデフォルトの割当
のままにしておきます。これらのシェア割当は相対的なものです。このた
め、最初の仮想マシンに 500 シェアを、残りの 2台にそれぞれ 250 シェア
を与えても、結果は同じです。
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相対的な CPU率のコントロール
各仮想マシンに割当てるシェア数を指定すれば、相対的な CPU 率をコント
ロールすることができます。仮想マシンに割当てるシェア数を増加させれ
ば、シェア数の総計が増加するために、全シェアの実効値が低下します。

デフォルトで、サービスコンソールには 2000 シェアと最小 CPU使用率 8%
が設定されています。サービスコンソールは CPU集約的なタスクに使用さ
れないため、ほとんどの場合、 この設定で十分なはずです。

ただし、実際にサービスコンソールに対する CPUシェアの割当を調整する
必要が生じた場合は、本セクションに記載されているように、VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）かサービスコンソールの
procfsインターフェイスを使用します。管理インターフェイスを使えば、
サービスコンソールへの CPUの割当を増やすために、最小 CPU使用率や
CPU のシェアを増加させることができます。詳しくは、「Service Console の
構成 (p.256)」を参照してください。

注意： CPU シェアの割当だけでは、仮想マシン内の進捗率が必ず保証され
る訳ではありません。

例えば、仮想マシン Aに [high] シェアが、仮想マシン Bに [normal] シェア
が割当てられているものとします。仮想マシンが両方とも CPU を多く使用
する場合（例えば両方が同じ計算集約的なベンチマークを実行している場
合）、仮想マシン Aは実際に仮想マシン Bの倍の速度で実行されます。ただ
し、仮想マシン Aが代わりに I/O 集約的なワークロードを実行しており、
別のリソースを待つ間は中断されるのであれば、2倍の CPU時間を使用す
る権利を持っていても、仮想マシン Bの倍の速度では実行されません。

使用率とシェアで CPU時間を管理
CPU 使用率とシェアの両方を使って、仮想マシンの CPUリソースを管理す
ることもできます。CPU使用率は絶対値（仮想マシンの絶対最小使用率と
絶対最大使用率）を指定します。一方、シェアは相対的な重要度、つまり優
先順位を表すものです。シェアを設定することで、ESX Server のリソースが
逼迫した場合にどの仮想マシンが優先されるかを指定することができます。

例えば、仮想マシン Aに最小 CPU使用率 20%、最大 CPU使用率 50%が設
定されており、仮想マシン Bには最小 CPU使用率 30% が設定されているけ
れども、最大使用率は指定されていないものとします。また、仮想マシン A
に [high] CPU シェアが、仮想マシン Bに [low] CPU シェアが与えられている
ものとします。
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ESX Server はこの割当を解釈して、どんな状況でも、仮想マシン Aが単一物
理 CPUの 20%以下で実行されないように、また仮想マシン Bが単一物理
CPU の 30%以下で実行されないように保証します。

ただし、1台以上の仮想マシンがアイドル状態になると、ESX Server は未使
用の CPU時間を、各仮想マシンの CPUシェアに比例させて再配分します。
リソースが追加で利用可能にあると、アクティブな仮想マシンに割当てられ
ます。この例では、指定された CPU使用率の範囲内で、仮想マシン Aは仮
想マシン Bの 4倍の CPU時間を獲得します（デフォルトで [high] 設定の
シェアは [low] シェアの 4倍です）。

つまり、仮想マシン Aの CPU 使用率が 20%～ 50%である限りは、仮想マ
シン Aが仮想マシン Bの 4倍の CPU時間を獲得します。 実際には、4倍の
CPU 時間は仮想マシン Aの最大 CPU使用率である 50%を超過してしまうた
め、仮想マシン Aは仮想マシン Bの 2倍の CPU時間しか受け取らないかも
しれません。

ハイパースレッディングの使用

ESX Server でハイパースレッディングを有効化
ハイパースレッディングは、システム スタートアッププロファイルの
[Enable Hyper-Threading] オプションで有効にしてください。このオプショ
ンは、Management Interface（管理インターフェイス）の [Options] - 
[Startup Profile] で設定できます。詳しくは「スタートアップ プロファイル
の更新 (p.226)」をご覧ください。

ハイパースレッディングは、Service Console（サービスコンソール）からも
有効にできます。システムプロファイル /etc/vmware/hwconfigを編集
して hyperthreadingオプションを設定してください。

1. Service Console に rootの権限でログインします。

2. /etc/vmware/hwconfigを変更します。

3. hyperthreadingオプションを定義します。

hyperthreading = “true”

この値を以前に定義したことがある場合は、現在の値を trueに変更
するだけで済みます。

4. ファイルを保存して閉じます。
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仮想マシンに対してハイパースレッディングを設定
htsharingオプションは [Verbose Options] 構成パネルで設定できます。オ
プション名は長形式（cpu.htsharing）を使用してください。詳しい手順
は「構成ファイルを直接変更（上級者用） (p.146)」を参照してください。

htsharingオプションは、Service Console で仮想マシンの構成ファイルを
変更するか procfsコマンドを使っても設定できます。 「仮想マシンの構成
ファイルを編集 (p.418)」あるいは「procfs の使用 (p.420)」を参照してくだ
さい。
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仮想マシンの CPUリソースの管理
CPU リソースは、VMware Management Interface（管理インターフェイス）
かサービスコンソールから管理します。

VMware Management Interface から CPUリソースを管理
管理インターフェイスの仮想マシンの詳細ページからも設定を表示、変更す
ることができます。

1. サーバの [Status Monitor] ページから、個々の仮想マシンの名前をク
リックします。すると、その仮想マシンの詳細ページが表示されます。

2. [CPU] タブをクリックします。

3. [Edit] をクリックします。[CPU Resource Settings] ページが表示されます。
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4. 必要な設定を行ったら、[OK[ をクリックしてください。

管理インターフェイスを使う場合も、procfsを使う場合も、リソース管理
設定を変更するには root でログインする必要があります。

Service Console から CPUリソースを管理 
CPU リソースは、仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を編集したり、
procfsを使っても管理できます。

仮想マシンの構成ファイルを編集
次の構成オプションで CPUリソースを管理することができます。
sched.cpu.shares = <n> 

この構成ファイルオプションは、仮想マシンのシェアの初期割当を <n>

シェアに指定するものです。<n>の箇所に入る数値の有効範囲は 1～
100000です。また、[low]、[normal]、[high] といった特殊な値を使用する
ことも可能です。これらの値は、次のセクション「procfs の使用 (p.420)」
に記載されている構成オプション CpuSharesPerVcpuLow、 
CpuSharesPerVcpuNormal及びCpuSharesPerVcpuHighareを使って自
動的に数値に変換されます。

CPUシェアの値を指定しないと、デフォルト割当の [normal] に設定されま
す。これは、デフォルトで仮想 CPUごとに 1000シェアに設定されていま
す。ユニプロセッサ仮想マシン向けのデフォルト割当は 1000シェアで、
デュアル仮想 CPU (SMP) 仮想マシンの場合デフォルトは 2000シェアです。 

sched.cpu.min = <min> 

この構成ファイルオプションは、その仮想マシンに対する最小 CPU リザ
ベーション <min>をパーセントで指定するものです。<minPercent>で設
定する値の有効範囲は、0 （デフォルトの最小値）から物理 CPUリソース
の総計を表す数値の間となります。1個の物理 CPU全体以上が保証されて
いる SMP仮想マシンでは、最小値を 100 以上に設定できます。

注意： ESX Server がその仮想マシンに指定されている最小使用率を保証でき
ない場合、その仮想マシンをパワーオンできません。例えば、2台のユニプ
ロセッサ (UP) 仮想マシンがあり、各台ともに 80%の CPU最小使用率が割
当てられている場合、ともに同じプロセッサにバインドされていると、両方
の仮想マシンをパワーオンすることはできません。CPU使用率の総計が
160%となり、単一のプロセッサを超えてしまうからです。
sched.cpu.max = <max> 

この構成ファイルオプションは、その仮想マシンに対する最大 CPU 使用率
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<maxPercent>を指定するものです。 <maxPercent>で設定する値の有効
範囲は、0 から物理 CPUリソースの総計を表す数値の間となります。1個
の物理 CPU全体以上が保証されている SMP仮想マシンでは、最大値を 100
以上に設定できます。デフォルト最大値はその仮想マシンが使用できる仮想
CPU の個数を 100 倍にしたものです。つまり、ユニプロセッサ仮想マシン
では 100％、デュアル仮想 CPU仮想マシンでは 200％になります。

注意： 仮想マシンは、指定した最大使用率以上の CPU時間は決して使用し
ません。
sched.cpu.affinity = <set> 

この構成ファイルオプションは、仮想マシンの初期プロセッサ アフィニ
ティを指定するためのものです。<set>の値を allまたは defaultにす
ると、アフィニティセットに利用可能な全プロセッサが含まれます。セット
は、0,2,3のように CPU番号をコンマ区切りの一覧で指定することも可能
です。

注意： SMP 仮想マシンの場合、アフィニティセットは仮想マシン上の全仮
想 CPUに適用されます。 
cpu.htsharing = <mode> 

htSharingオプションは、 <id>で特定される仮想マシンに対してハイパー
スレッディング操作モードを設定します。有効なモードには以下のものがあ
ります。

• any ー 仮想マシンの各CPUがサーバの論理CPUを他の全ての仮想マシ
ンと共有できます。これは htSharingのデフォルト値です。

• none ー 仮想マシンの各CPUがサーバの物理CPU全体（2個の論理CPU）
を必要とします。この設定を選択すると、仮想マシンがハイパース
レッディングから提供される共有システムリソースを使用して動作す
ることができないため、パフォーマンスが低下することがあります。

• internal ー 仮想マシンの各CPUが論理CPUを同じ仮想マシン内の2つ
目の CPUと共有することができます。ただし、別の仮想マシンの CPU
とは共有できません。このモードは、1個しか CPU を持たない仮想マ
シンには noneモードとして適用されます。

注意： 複数の仮想 CPU を使用できるのは SMP仮想マシンだけです。 
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procfs の使用
procfsを使用して CPUリソースを管理することも可能です。この場合、次
のコマンドをサービスコンソールで使用します。

echo <new_value> > <proc_filename>

ここで、<new_value>には設定したい値を、<proc_filename>には該
当する構成オプションの procエントリへの完全なパス名を入力します。詳
しくは、「例 (p.422)」を参照してください。

注意： SMP 仮想マシンの場合、仮想 CPU のいずれかの <id>を使用すれば、
その仮想マシンの構成オプションを表示、変更することができます。
/proc/vmware/vm/<id>/cpu/min 

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシンに割当てられてい
る最小 CPU使用率が報告されます。 

このファイルに <minPercent>の値をパーセントで指定すれば、<id>で
特定した仮想マシンに割当てられている最小使用率が <minPercent>の値
に変更されます。<minPercent>の値の有効範囲は、0から仮想 CPU 数を
100 倍した値までです。つまり、ユニプロセッサ仮想マシンでの上限は 100
％、デュアル仮想 CPU仮想マシンでの上限は 200％となります。 

注意： min値の増加リクエストに対応するだけの未予約の CPU時間がシス
テムに存在しない場合、リザベーションは変更されません。 
/proc/vmware/vm/<id>/cpu/max 

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシンに割当てられてい
る最大 CPU使用率が報告されます。

このファイルに <maxPercent>の値をパーセントで指定すれば、<id>で
特定した仮想マシンに割当てられている最大使用率が <maxPercent>の値
に変更されます。<maxPercent> の値の有効範囲は、0から仮想 CPU数を
100 倍にした値までです。つまり、ユニプロセッサ仮想マシンでの上限は
100％、デュアル仮想 CPU 仮想マシンでの上限は 200％となります。
/proc/vmware/vm/<id>/cpu/shares 

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシンに割当てられてい
るシェア数が報告されます。

このファイルに <n>の値を書き込めば、<id>で特定した仮想マシンに割当
てられているシェア数が <n>の値に変更されます。<n>に入力する数値の
有効範囲は 1～ 100000です。あるいは、[low]、[normal]、[high] の特殊な
値も使用できます。これらの値は、このセクションで後述する構成オプショ
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ン CpuSharesPerVcpuLow、CpuSharesPerVcpuNormal及び
CpuSharesPerVcpuHighを使って自動的に数値に変換されます。

/proc/vmware/vm/<id>/cpu/affinity 

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシン向けの現在のア
フィニティセットに含まれる各 CPUの数が報告されます。

このファイルに 0,2,3のようなコンマ区切りの CPU 数の一覧を書き込め
ば、<id>で特定した仮想マシン向けのアフィニティセットが変更されま
す。このファイルに allまたは defaultを書き込めば、利用可能な全プロ
セッサがこのアフィニティセットに含まれるように変更されます。

SMP仮想マシンの場合、このファイルに書き込みを行うと、仮想マシン内
の全仮想 CPUに対するアフィニティが指定したアフィニティセットに変更
されます。
/proc/vmware/vm/<id>/cpu/hyperthreading 

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシン向けの現在のハイ
パースレッディングの状態が報告されます。

htSharingオプションを指定すれば、 <id>で特定した仮想マシン向けのハ
イパースレッディング操作モードが設定されます。有効なモードには以下の
ものがあります。

• any ー 仮想マシンの各CPUがサーバの論理CPUを他の全ての仮想マシ
ンと共有できます。これは htSharingのデフォルト値です。

• none ー 仮想マシンの各CPUがサーバの物理CPU全体（2個の論理CPU）
を要求します。この設定を選択すると、仮想マシンがハイパースレッ
ディングから提供される共有システムリソースを使用して動作するこ
とができないため、パフォーマンスが低下することがあります。

• internal ー 仮想マシンの各CPUが論理CPUを同じ仮想マシン内の2つ
目の CPUと共有することができます。ただし、別の仮想マシンの CPU
とは共有できません。このモードは、1個しか CPU を持たない仮想マ
シンには noneモードとして適用されます。

注意： 複数の仮想 CPU を使用できるのは SMP仮想マシンだけです。 
/proc/vmware/vm/<vcpuid>/cpu/status 

このファイルを読み出せば、<vcpuid>で特定した仮想 CPUの現在のス
テータス情報が報告されます。これには、指定されているシェア数やアフィ
ニティパラメータ及び仮想マシン名、その状態（実行、実行可能、待機）、
現在の CPU割当、及び累積 CPU使用時間（秒単位）が含まれます。
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/proc/vmware/sched/cpu 

このファイルを読み出せば、システム全体の全仮想マシンのステータス情報
が報告されます。仮想 CPU毎に独自の行が設定されており、アップタイム、
使用時間、リソース管理パラメータといった情報が表示されます。
/proc/vmware/config/CpuSharesPerVcpuLow

このオプションは、[low] 設定の数値を指定するものです。この数値のデ
フォルトは 500です。この値は各仮想 CPUのシェアを表したもので、ユニ
プロセッサ仮想マシンに対する割当は 500シェア、デュアル仮想 CPU 
(SMP) 仮想マシンに対する割当は 1000シェアとなります。 

/proc/vmware/config/CpuSharesPerVcpuNormal

このオプションは、[normal] 設定の数値を指定するものです。この数値のデ
フォルトは 1000です。ユニプロセッサ仮想マシンに対するデフォルトの割
当は 1000シェア、デュアル仮想 CPU (SMP) 仮想マシンに対する割当は
2000シェアとなります。 

/proc/vmware/config/CpuSharesPerVcpuHigh

このオプションは、[high] 設定の数値を指定するものです。この数値のデ
フォルトは 2000です。ユニプロセッサ仮想マシンに対するデフォルトの割
当は 2000シェア、デュアル仮想 CPU (SMP) 仮想マシンに対する割当は
4000シェアとなります。

例
ここでは、ID 103 を持つ仮想マシンの CPU 割当に関心がある場合を想定し
ます。仮想マシン 103 に割当てられているシェア数を確認するには、単純
に該当するファイルを読み出します。

cat /proc/vmware/vm/103/cpu/shares

すると、シェア数が表示されます。
1000 

これは、仮想マシン 103 に現在 1,000 シェアが割当てられていることを示し
ます。仮想マシン 103 に割当てられているシェア数を変更するには、単純
に該当するファイルに書き込みを行います。 シェアの割当を変更するには
root の権限が必要ですので気を付けてください。

echo 2000 > /proc/vmware/vm/103/cpu/shares

ファイルに [low]、[normal]、[high] を指定して書き込みを行うことも可能で
す。ESX Server がこれらの特殊な値に対応する数値を書き込みます。

echo high > /proc/vmware/vm/103/cpu/shares
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ファイルを再び読み出すことで、変更を確認できます。
cat /proc/vmware/vm/103/cpu/shares

これで、シェア数が表示されます。
2000 

仮想マシン 103 のアフィニティセットを確認するには、単純に該当する
ファイルを読み出します。

cat /proc/vmware/vm/103/cpu/affinity

すると、アフィニティセットに含まれるプロセッサの ID番号が表示されます。
0,1 

これは、CPU0 と CPU1 で仮想マシン 103 の実行が許可されていることを示
しています。仮想マシンが CPU1 でのみ実行されるように制限するには、単
純に該当するファイルに書き込みを行います。アフィニティセットを変更す
るには root の権限が必要ですので気を付けてください。

echo 1 > /proc/vmware/vm/103/cpu/affinity 

ファイルを再び読み出すことで、変更を確認できます。

注意： アフィニティセットには、最低でも仮想 CPUと同じ数の CPUが存在
する必要があります。つまり、ユニプロセッサ (UP) 仮想マシンには 1個の、
SMP仮想マシンには 2個の CPUが必要です。
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CPU の統計をモニタ
VMware Management Interface（管理インターフェイス）は、物理コン
ピュータとそこで稼動する仮想マシンの現在の CPU使用状況に関する情報
を提供します。管理インターフェイスの [Status Monitor] ページを参照して
ください。

上の [System Summary] の箇所には、 システム全体の情報が表示されます。
その下の [Virtual Machines] の箇所には、特定の仮想マシンに対する情報が
表示されます。

サービスコンソール上のステータスファイルからも、特定仮想マシンの現在
の CPU統計を読み出すことができます。例えば ID 137 を持つ仮想マシンの
統計を確認するには、次のコマンドを使います。

cat /proc/vmware/vm/137/cpu/status

結果が次のフォーマットで表示されます。

vcpu vm name uptime status costatus usedsec syssec
137 137 vmm0:Win2kAS 357.866 RUN RUN 265.143 3.105

wait waitsec cpu affinity min max shares emin extrasec
NONE 51.783 0 0,1 0 200 2000 72 124.758
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上記の出力例は、長い行のラップを避けるために追加で改行が行われていま
す。時間はすべて秒単位で、ミリ秒まで表示されます。min とmax の使用
率は、単一のプロセッサに対するパーセントで表示されます。

各情報は、次の内容を示します。

この例では、ID 137 は 2個の仮想 CPU を持つ SMP仮想マシンです。この出
力は、「Win2kAS」で始まる構成ディスプレイ名を持ち、vcpu 137 として認
識される最初の仮想 CPU、vmm0に関する統計を示しています。この仮想
CPU は現在プロセッサ 0上で動作しており、この仮想マシンに関連付けら
れている 2つ目の仮想 CPUと協調スケジュールを組まれいます。この仮想
CPU は約 358 秒間起動しており、その間に約 265 秒間のプロセッサ時間を
消費しています。また、約 3秒の ESX Server システム時間 （この仮想マシ
ンのための処理割り込み等）を消費しています。

vcpu 仮想 CPU の 識別子
vm 仮想マシンの識別子
name 仮想マシンに関連付けられたディスプレイ名
uptime 仮想マシンがパワーオンされてからの経過時間
status 現在の仮想 CPU の実行状況を、実行 (RUN)、実行可能 (READY)、

イベント待機 (WAITまたは WAITB)、 終了 (ZOMBIE) で表します。
SMP 仮想マシンには、協調スケジュール (co-scheduling) 待ちの
状態で実行可能 (CORUN)、実行可能ではあるが協調スケジュール
は停止 (COSTOP) といった追加の状況表示が存在します。

costatus 現在の SMP 仮想マシンに対する協調スケジュールの状況を、ユ
ニプロセッサ仮想マシン (NONE)、実行可能 (READY)、協調スケ
ジュール (RUN)、協調スケジュールの停止 (STOP) で表します。

usedsec 仮想 CPU が消費した累積プロセッサ時間
syssec 仮想 CPU が消費した累積システム時間
wait 現在の仮想 CPU 待機イベントの種類を、非待機 (NONE)、アイド

ル (IDLE)、ファイルシステム (FS)、スワップ (SWPA, SWPS)、リ
モートプロシージャコール (RPC)、リクエスト待ち (RQ) 等で示
します。

waitsec 累積仮想 CPU 待機時間
cpu 現在の仮想 CPU のプロセッサの割当
affinity 仮想 CPU 向けのプロセッサアフィニティ
min その仮想マシンに予約されている最小プロセッサ率
max その仮想マシンに許可される最大プロセッサ率
shares その仮想マシンに対する CPU シェア割当
emin その仮想マシンに対する実効最小割当率
extrasec その仮想マシンが eminを超えて使用した累積プロセッサ消費
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この CPUは現在は待機中ではありませんが、 パワーオンされて以来、合計
約 52 秒間は待機しています。この仮想マシンの仮想 CPU は 、合わせて 0
～ 2個の物理プロセッサを使用することができます (min=0% 及び 
max=200%)。この仮想マシンには 2000 シェアが割当てられており、現在 1個
のプロセッサの 72%に相当するプロセッサ時間を消費する権限が与えられ
ています。パワーオンされて以来、この仮想マシンは、割当を全て使用して
いない他の仮想マシンの「余剰」残り時間を消費することで、約 124 秒の
割当以上の CPU時間を受け取っています。
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メモリリソースの管理
VMware ESX Server は、各仮想マシンに割当てる物理メモリ量に対して動的
なコントロールを提供しています。 必要があれば、メモリのオーバーコミッ
トを行って、実行中の全仮想マシンのメモリサイズの総計が、利用可能な物
理メモリの総計を超過するように構成することも可能です。システムは、割
当パラメータとシステム負荷に応じて、仮想マシンへのメモリの割当を自動
的に管理します。

仮想マシンに対する初期メモリ割当は、その構成ファイルから指定できま
す。また、ほとんどのメモリ割当パラメータは、VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）やサービスコンソールの procfsイン
ターフェイス、あるいは VMware Scripting API を使用して動的に変更するこ
とができます。パラメータがはっきりと指定されていない場合、自動的に合
理的なデフォルト値が使用されます。

現在のメモリ割当や他のステータス情報は、管理インターフェイスやサービ
スコンソールの procfsインターフェイス、あるいは VMware Scripting API
からアクセスできます。

VMware ESX Server のメモリ管理に関する詳細情報は、mem(8)マニュアル
ページを参照してください。また、メモリリソース管理について述べたテク
ニカルペーパーの要約を www.usenix.org/events/osdi02/tech/waldspurger.htmlか
ら見ることもできます。

NUMAアーキテクチャのサーバを使用する場合、必ず「NUMAシステムの
使用 (p.442)」に目を通してください。対応NUMAプラットフォームに関す
る情報は「VMware ESX Server2 NUMA Support White Paper」を参照くださ
い（このドキュメントは www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf でご覧いただけ
ます）。 

メモリリソースの割当
各仮想マシンへのメモリリソースの割当は、3つの基本パタメータによって
管理されます。

• 最小メモリサイズ ー min

最小サイズは、メモリのオーバーコミットが発生している場合でも、
その仮想マシンに割当てが保証されているメモリ量の下限です。シス
テムは受付制御ポリシーを使ってこれを保証します。つまり、最小サ
イズ分を予約するのに十分なメモリがない場合は、新しく仮想マシン
をパワーオンすることができません。
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仮想マシンの最小サイズは、最低限許容できるパフォーマンスが可能
なレベルに設定し、ゲストOSがスワップを大量に行い始めるレベル以
上にしてください。スワップを行っているかどうかの確認は、ゲスト
OS のパフォーマンス監視ツールを使用します。ゲストOSのパフォー
マンスの改善に関する情報は、「仮想マシンの実行速度を改善 (p.409)」
をご覧ください。

• 最大メモリサイズ ー max

最大サイズは、仮想マシンで稼動中のゲストOSが使用するように構成
されているメモリ量です。この最大サイズは、仮想マシンの構成ファイ
ルで指定する必要があります。デフォルトでは、メモリのオーバーコ
ミットが発生しない限り、仮想マシンは最大割当を使って稼動します。

注意： ゲストOSに対する最大メモリサイズを指定しなければ、ゲスト
OS は起動しません。また、仮想マシンの最大メモリサイズは、その仮
想マシンがパワーオフされている時にのみ変更できます。

• シェアの割当

メモリシェアは、 物理メモリの一部に対する権利を仮想マシンに与える
ものです。例えば、1台の仮想マシンに別の仮想マシンの 2倍のシェア
が与えられており、両方が共に割当てられたメモリをアクティブに使
用している場合、それぞれの最小 /最大制限の範囲であれば、最初の
仮想マシンは通常 2倍のメモリを消費することができます。

シェアは数値を使って指定することも、[high]、[normal]、[low] で指定
することも可能です。デフォルトで、[normal] 設定のシェアは [low] の
2 倍です。同様に、[high] のシェアは [normal] の 2 倍（[low] の 4倍）
です。

システムは、最小サイズと最大サイズの間の一定のメモリ量を、シェア数と
最新のワーキングセットサイズの推計に応じて、各仮想マシンに自動的に割
当てます。

メモリの最小サイズ、最大サイズ、シェアの設定
最小メモリサイズ、最大メモリサイズ、シェアを設定して、仮想マシンに対
するメモリリソースを管理できます。最小メモリサイズと最大メモリサイズ
は絶対値で、仮想マシンによる最小 /最大メモリの絶対使用量を示します。
一方、シェアは相対的な重要度、つまり優先順位を表すものです。シェアを
設定することで、ESX Server でオーバーコミットが発生した場合にどの仮想
マシンが優先されるかを指定することができます。
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例えば、仮想マシン Aに最小 CPUメモリサイズ 192MB、最大メモリサイズ
256MB が設定されており、仮想マシン Bには最小メモリサイズ 256MB、最
大メモリサイズ 512MB が設定されているものとします。

次に、仮想マシン Aに [high] メモリシェアを、仮想マシン Bに [normal] メ
モリシェアが設定するとします。デフォルトで、[high] 設定は [normal] 設定
の 2倍、[low] 設定の 4倍です。例えば、[high] シェアの仮想マシンには、
[normal] シェアの仮想マシンの 2倍のシェアが、[low] シェアの仮想マシン
の 4倍のシェアが与えられます。このデフォルトを変更したい場合、
「Service Console のコマンド (p.436)」を参照してください。

ESX Server はこの割当を解釈して、 どんな状況でも、仮想マシン Aが決して
192MB のメモリ以下で実行されないように、また仮想マシン Bが決して 
256MB 以下で実行されないように保証します。

ただし、1台以上の仮想マシンが割当メモリをアクティブに使用していない
場合（例えば仮想マシンがアイドル状態の場合）は、ESX Server は未使用の
メモリを、各仮想マシンのメモリシェアに比例させて再配分します。リソー
スが追加で利用可能にあると、アクティブな仮想マシンに割当てられます。
この例では、仮想マシン Aに [high] が設定されているため、指定された最
小 /最大メモリサイズの範囲内で、仮想マシン Aは仮想マシン B（[normal] 
シェア）の 2倍のメモリを獲得します。

ESX Server による動的なメモリの再配分に関する詳細は、「メモリを動的に
割当 (p.430)」をご覧ください。

受付制御ポリシー
VMware ESX Server は、受付制御ポリシーを使用して、仮想マシンをパワー
オンする前に、予約されていないメモリとスワップスペースが十分に利用で
きるか確認します。仮想マシンの最小保証サイズ分のメモリは予約できなけ
ればなりません。さらに仮想化にオーバヘッドメモリが追加で必要です。こ
のため、各仮想マシンに必要なメモリの総計は、指定した最小サイズにオー
バヘッドを足したものとなります。

オーバーヘッドのメモリサイズは自動的に決定されます。通常、単一の仮想
CPU を持つ仮想マシンでは 54MB、デュアル仮想 CPUが構成された SMP仮
想マシンでは 64MB です。512MB 以上の仮想マシンには、それ以上のオー
バーヘッドメモリが予約されます。

注意： ESX Serverで SMP仮想マシンを作成するには、 ESX Server向けVMware 
Virtual SMP製品を別途購入する必要があります。 ESX Server 向け VMware 
Virtual SMPに関する詳細は、弊社または承認販売代理店までお問い合わせく
ださい。
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仮想マシンの残りのメモリ（つまり最大メモリサイズと最小メモリ設定の
差 ）向けに、ディスク上にスワップスペースを予約しておく必要がありま
す。このスワップ リザベーションは、どのような状況でもシステムが仮想
マシンのメモリを必ず保持できるようにするために必要です。実際には、ス
ワップスペースのわずか一部しか使用されない可能性もあります。

同様に、受付制御にメモリリザベーションが使用されますが、実際のメモリ
割当は動的に変動し、未使用のリザベーションが無駄になることはありませ
ん。

システムに構成されているスワップスペースの量によって、オーバーコミッ
トできる最大レベルが決定されます。無理なく 2x レベルのメモリのオー
バーコミットをサポートするには、デフォルトのスワップファイルのサイズ
をコンピュータの物理メモリサイズと同等にしておくことを推奨いたしま
す。これより大きな、あるいは小さなスワップファイルを構成したり、ス
ワップフィルを追加したりすることも可能です。

スワップファイルを構成しないと、メモリがオーバーコミットできない可能
性があります。スワップファイルは VMware Management Interface
（[Options] ページの [Swap Configuration]） を使って、あるいはサービスコ
ンソールから vmkfstoolsコマンドを使って構成することができます。

追加のスワップファイルは、vmkfstools コマンドを使用して作成できます。
仮想マシンを追加で実行したいのに、スワップスペースが不足してできない
場合は、スワップファイルの追加を考えてみてください。「vmkfstools の使
用 (p.311)」を参照してください。

メモリを動的に割当
メモリのオーバーコミットが発生しない限り、仮想マシンにはその最大メモ
リサイズが割当てられます。メモリがオーバーコミットされると、各仮想マ
シンにはその最小サイズと最大サイズの間の一定のメモリ量が割当てられま
す。最小サイズを超えて仮想マシンに割当てられるメモリ量は、その時点の
メモリ負荷によって変動することがあります。システムは、2つの要因（与
えられているシェア数と最新のワーキングセットサイズの推計）に基づい
て、自動的に各仮想マシンへの割当を決定します。

ESX Server は、シェアに比例したメモリ割当ポリシーを修正したものを使用
します。 メモリシェアは、物理メモリの一部に対する権利を仮想マシンに与
えるものです。例えば、1台の仮想マシンに別の仮想マシンの 2倍のシェア
が与えられており、両方が共に割当てられたメモリをアクティブに使用して
いる場合、それぞれの最小 /最大制限の範囲であれば、最初の仮想マシンは
2倍のメモリを消費することができます。通常、全体で合計のシェアを持つ
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システムで Sメモリシェアを持つ仮想マシンは、最低でも S/T 分の物理メモ
リを受け取る権限を与えられます。

ただし、その時点で割当てられているメモリをアクティブに使用していない
仮想マシンは、アイドル状態のメモリを徴収され、実効シェア数を自動的に
削減されます。この「メモリ徴収」は、仮想マシンがアイドル状態のメモリ
を無駄に抱え込むことを避けるためです。仮想マシンのアクティブに使用し
ているページに対する徴収率よりアイドル状態のページに対する徴収率の方
が高くなっています。

MemIdleTax構成オプションは、アイドル メモリの解放ポリシーを明示的
にコントロールします。このオプションを MemSamplePeriod構成オプ
ションと共に使用すれば、システムによるメモリの解放方法をコントロール
できます。ただし、ほとんどの場合、変更は必要ないはずです。これらのオ
プションの使用方法に関する総括的な情報は、「Service Console のコマンド 
(p.436)」をご覧ください。

ESX Server は、仮想マシンの連続した仮想時間にわたってメモリ アクティビ
ティをモニタすることで、その仮想マシンに対するワーキングセットを自動
的に推計します。 推計は、ワーキングセット サイズの増加には迅速に反応
し、ワーキングセット サイズの縮小には幾分ゆっくりと反応するテクニッ
クを使用して、いくつかの期間にわたって平滑化されます。このアプローチ
は、アイドル メモリが解放された仮想マシンでメモリがアクティブに使用
されるようになった場合に、確実にその仮想マシンがシェアベースの全割当
まで迅速に回復できるようにするためのものです。 MemSamplePeriod構成
オプションを調整すれば、30 秒のデフォルトのモニタ期間を変更できます。

仮想マシンからメモリを解放
ESX Server は、仮想マシンに割当てられるメモリ量を動的に拡張、収縮する
際に 2つの異なるテクニックを使用します。つまり、仮想マシンで実行中
のゲストOSに読み込まれる弊社提供の vmmemctlモジュール、及びゲス
トOSとは無関係の仮想マシンからサーバスワップファイルへのページス
ワップです。

推奨メカニズムは vmmemctlドライバです。このドライバは、サーバと協
力して、ゲストOSが最も必要がないとみなすページを解放します。
vmmemctlドライバは、弊社独自の「ballooning（気球）」テクニックを使
用します。このテクニックは、同様のメモリ制限下でのネイティブなシステ
ム動作に非常に類似した、予測可能なパフォーマンスを提供します。このテ
クニックは、効率よくゲストOSのメモリ プレッシャーを増加 /減少させ
て、ゲストに独自のネイティブメモリ管理アルゴリズムを起動させます。メ
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モリが逼迫すると、ゲストOSはどの特定ページを解放するか決定し、必要
があれば、それらのページを自身の仮想ディスクにスワップします。ゲスト
OS には、十分なスワップスペースが構成されていなければなりません。一
部のゲストOSには、その他にも制約があります。詳細は、「Service 
Console からメモリリソースを管理 (p.435)」の注記を参照してください。必
要があれば、vmmemctlを使って sched.mem.maxmemctlオプションを設
定すれば、解放するメモリ量を制限することができます。このオプション
は、仮想マシンから解放することができる最大メモリ量をメガバイト (MB)
で指定するものです。

スワッピングは、vmmemctlドライバが利用できない時に仮想マシンから
強制的にメモリを解放するために使用します。これは、vmmemctlドライ
バがインストールされなかった場合か、 明示的に無効にされている場合、実
行されていない場合（例えばゲストOSが起動中の場合）、 あるいはその時点
のシステム要求を満足させるスピードで一時的にメモリを解放できなかった
場合に発生します。一般的な要求時ページングのテクニックは、仮想マシン
がページを必要とする時はそのページをスワップして戻します。

vmmemctlアプローチは、最適パフォーマンスを達成するために、可能な限
り使用されます。スワッピングは、必要な時にのみシステムがメモリの解放
に使用する最終手段として信頼できるメカニズムです。

スワップスペースとゲストOS
ESX Server でメモリをオーバーコミットさせる場合、必ずゲストOS に十分
なスワップスペースを設定しておく必要があります。このスワップスペース
は、その仮想マシンの最大サイズと最小サイズの差より大きく、あるいは同
じ大きさにしておいてください。

注意： メモリのオーバーコミットが発生した場合、ゲストOSに十分なス
ワップスペースが構成されていなければ、その仮想マシンのゲストOS が中
断してしまうことがあります。

仮想マシンの中断を防ぐには、仮想マシンのスワップサイズを増加させてく
ださい。

• WindowsゲストOS ー Windowsオペレーティングシステムでは、 スワッ
プスペースを「ページングファイル」と呼びます。Windows オペレー
ティングシステムの一部は、十分な空きディスクスペースが存在する
場合、自動的にページングファイルのサイズを増加させようとします。

詳しくは、使用中のWindows のドキュメントを参照するか、 Windows
ヘルプファイルで「ページングファイル」を検索してください。そこ
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で、仮想メモリ ページングファイルのサイズの変更に関する指示に
従ってください。

• Linux ゲスト OS ー Linux オペレーティングシステムでは、スワップス
ペースを「スワップファイル」と呼びます。スワップファイルの拡大
に関する情報は、 使用中の Linux ゲスト OS 内の mkswap（Linux スワッ
プ領域の設定）及び swapon（ページング及びスワッピング向けデバイ
スとファイルの有効化） マニュアルページを参照してください。 

大容量のメモリと小さな仮想ディスクを持つゲストOS（例えば 3.6GB RAM
と 2 GB 仮想ディスクを持つ仮想マシン）で、この問題が発生し易くなって
います。

仮想マシン間でメモリを共有
ESX Server のワークロードの多くは、仮想マシン間でのメモリ共有の機会を
提供します。例えば、複数の仮想マシンが同じゲストOSのインスタンスを
実行している場合、同じアプリケーションやコンポーネントが読み込まれた
り、共通のデータが含まれている可能性があります。このような場合、ESX 
Server は弊社独自の透過的なページ共有テクニックを使用して、 メモリペー
ジの冗長コピーを確実に削除します。メモリを共有すると、多くの場合、仮
想マシンで実行されるワークロードは、物理マシンで実行される程のメモリ
を消費しません。その結果、より高レベルのオーバーコミットが効率的にサ
ポートされます。

ESX Server のアプローチは、ゲストOS の協力を必要としません。
MemShareScanVM及び MemShareScanTotal構成オプションを使えば、 メ
モリ共有の機会を特定するためにシステムがメモリをスキャンする頻度をコ
ントロールできます。これらのオプションに関する詳細は、「Service 
Console のコマンド (p.436)」を参照してください。
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仮想マシンのメモリの管理
仮想マシンのメモリは、VMware Management Interface（管理インターフェ
イス）やサービスコンソールから管理できます。

VMware Management Interface からメモリリソースを管理
管理インターフェイスでは、仮想マシンの詳細ページから設定を表示、変更
することも可能です。

1. サーバの [Status Monitor] ページから、個別の仮想マシン名をクリック
します。すると、その仮想マシンの詳細ページが表示されます。

2. [Memory] タブをクリックしてください。

3. [Edit] をクリックします。[Memory Resource Settings] ページが表示さ
れます。
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4. 必要な設定を入力したら、[OK] をクリックしてください。

管理インターフェイスか procfsを使用してリソース管理の設定を変更す
るには、root としてログインしなければなりません。

Service Console からメモリリソースを管理
メモリリソースは、仮想マシンの構成ファイルで次の設定を編集して管理す
ることも可能です。構成ファイルは、管理インターフェイスの構成ファイル
エディタを使って編集します。詳細は、「仮想マシンの構成ファイルを直接
編集 (p.166)」を参照してください。
memsize = <size>

この構成ファイルオプションは、その仮想マシンの最大サイズを
<size>MBに指定します。

sched.mem.minsize = <size>

この構成ファイルオプションは、その仮想マシンの最小保証サイズを
<size>MBに指定します。<size>の箇所に入る最大実効値は、その仮想マ
シンに指定されている最大サイズの 100％に相当します。<size>の箇所に
入る最小実効値は、利用可能なスワップスペースの量によって異なります。
デフォルトの最小サイズは、その仮想マシンに指定されている最大サイズの
50％分です。 
sched.mem.shares = <n>

この構成ファイルオプションは、仮想マシンのメモリシェアの初期割当を
<n>シェアに指定するものです。<n>の箇所に入る数値の有効範囲は 0～
100000です。また、[low]、[normal]、[high] といった特殊な値を使用する
ことも可能です。これらの値は、次のセクションに記載されている構成オプ
ション MemSharesPerMBLow、MemSharesPerMBNormal及び
MemSharesPerMBHighを使って自動的に数値に変換されます。

仮想マシンにシェア数を指定しないと、[normal] が割当てられます。この設
定のデフォルト値は、仮想マシンの最大メモリ（MB）の 10 倍に相当しま
す。

例えば、最大メモリ 256MB の仮想マシンを作成し、そのシェア設定を
[normal] にすると、この仮想マシンには 256 の 10 倍の 2560シェアが割当
てられます。同様に、最大メモリサイズが 1GBで [normal] シェア設定の仮
想マシンには、10240シェアが割当てられます。

sched.mem.maxmemctl = <size>

この構成ファイルオプションは、vmmemctlを使って仮想マシンから解放
できるメモリの最大量を <size>MBに指定するものです。ここで設定した
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値以上のメモリを解放する必要がある場合、システムは vmmemctlを使用
する代わりにスワップを行います。デフォルトの最大サイズは、その仮想マ
シンに指定されている最大メモリサイズの半分です。
sched.mem.affinity = <NUMA_node>

この構成ファイルオプションは、可能な限り、その仮想マシンのメモリ全て
を特定のNUMAノードに割当てるように指定するものです。 詳細は、「今後
の仮想マシンのメモリ割当をNUMAノードに関連付け (p.446)」をご覧くだ
さい。

Service Console のコマンド
/proc/vmware/vm/<id>/mem/min

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシンの最小メモリサイ
ズがMBで報告されます。 

このファイルに数値 <size>を書き込めば、<id>で特定した仮想マシンの
最小メモリサイズが <size>MBに変更されます。

/proc/vmware/vm/<id>/mem/shares

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシンに割当てられてい
るメモリシェア数が報告されます。 

このファイルに数値 <n>を書き込めば、<id>で特定した仮想マシンに割当
てられるメモリシェア数が <n>に変更されます。<n>を数値で指定した場
合の有効範囲は 0～ 100000です。また、[low]、[normal]、[high] といった
特殊な値を使用することも可能です。これらの値は、後述する構成オプショ
ン MemSharesPerMBLow、MemSharesPerMBNormal及び
MemSharesPerMBHighを使って自動的に数値に変換されます。

この値をゼロ (0) シェアに設定すると、余剰メモリが利用できる場合でも、
その仮想マシンへのメモリサイズの割当は指定した最小サイズと同じになり
ます。
/proc/vmware/vm/<id>/mem/status

このファイルを読み出せば、<id>で特定した仮想マシンの現在のステータ
ス情報が報告されます。これには、指定されているシェア数や最小 /最大サ
イズパラメータ及び仮想マシン名、そのステータス、その仮想マシンがメモ
リの予約を待機中かどうか、現在のメモリ使用状況、現在のターゲットサイ
ズ、仮想化に使用するメモリのオーバーヘッド、及びアクティブに使用され
ている割当メモリ量が含まれます。メモリサイズは全てキロバイトで報告さ
れます。
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/proc/vmware/sched/mem

このファイルを読み出せば、システム全体の全非システム仮想マシンのメモ
リステータス情報が、いくつかの集計と共に報告されます。

reallocというストリングをこのファイルに書き込めば、 その場でメモリの
再割当が行われます。メモリは通常、MemBalancePeriodで指定した秒毎
に定期的に再割当されます。（詳細は、下記の /proc/vmware/config/

MemBalancePeriodを参照してください）。空きメモリ量に大きな変化が
あった場合も、メモリの再割当が行われます。
/proc/vmware/mem

このファイルを読み出せば、新しい仮想マシンをパワーオンする際の最大サ
イズや受付制御ステータス（未予約メモリ量や未予約スワップスペース、シ
ステムに現在存在する空きメモリ量）が報告されます。
/proc/vmware/pshare/status

このファイルを読み出せば、現在の透過的なページ共有ステータスに関する
様々な詳細統計が報告されます。
/proc/vmware/swap/stats

このファイルを読み出せば、各種詳細スワップ統計が報告されます。 
/proc/vmware/config/MemSharesPerMBLow

このオプションは、[low] シェアに対する数値を指定します。この数値のデ
フォルトは 5です。この数値に仮想マシンの最大メモリサイズを掛けたも
のがシェア数となります。
/proc/vmware/config/MemSharesPerMBNormal

このオプションは、[normal] シェアに対する数値を指定します。この数値の
デフォルトは 10です。この数値に仮想マシンの最大メモリサイズを掛けた
ものがシェア数となります。 
/proc/vmware/config/MemSharesPerMBHigh

このオプションは、[high] シェアに対する数値を指定します。この数値のデ
フォルトは 20です。この数値に仮想マシンの最大メモリサイズを掛けたも
のがシェア数となります。 
/proc/vmware/config/MemBalancePeriod

この ESX Server オプションは、メモリを自動再割当する際の間隔を秒単位
で指定するものです。空きメモリ量に大きな変化があった場合も、メモリの
再割当が行われます。デフォルトは 15秒です。
/proc/vmware/config/MemSamplePeriod

この ESX Server オプションは、ワーキングセットサイズを推計するために
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メモリアクティビティをモニタする間隔を、仮想マシンの仮想時間の秒単位
で指定するものです。デフォルトは 30秒です。
/proc/vmware/config/MemIdleTax

この ESX Server オプションは、アイドル メモリの徴収率をパーセントで指
定するものです。徴収率が x％の場合、仮想マシンのアイドル メモリの x％
までを解放することができます。 仮想マシンのアクティブに使用している
ページに対する徴収率よりアイドル状態のページに対する徴収率の方が高く
なっています。徴収率を 0％にすると、ワーキングセットを無視して、メモ
リをシェアに従って厳密に割当てる割当ポリシーが採用されます。徴収率を
高くすると、シェアに関わらず、アイドル状態のメモリを無駄に抱え込んで
いる仮想マシンからそのメモリを解放して再割当する割当ポリシーが採用さ
れます。デフォルトは 75％です。
/proc/vmware/config/MemShareScanVM

この ESX Server オプションは、透過的なページ共有の機会を確認するため
にメモリをスキャンする速度の仮想マシン毎の最大値を指定します。 速度
は、毎秒スキャンされるページ数で指定します。デフォルトは、仮想マシン
につき毎秒 50ページです。
/proc/vmware/config/MemShareScanTotal

この ESX Server オプションは、透過的なページ共有の機会を確認するため
にメモリをスキャンする速度のシステム全体の総計を指定するものです。速
度は、毎秒スキャンされるページ数で指定します。 デフォルトは、毎秒 200 
ページです。
/proc/vmware/config/MemCtlMaxPercent

この ESX Server オプションは、vmmemctlを使って各仮想マシンから解放
できるメモリの最大量を、最大サイズに対するパーセントで制限するための
ものです。この値を 0に設定すると、全仮想マシンに対して vmmemctlを
使ったメモリの解放を効果的に無効にすることができます。デフォルトは
50 です。
/proc/vmware/config/MemCtlMax[OSType]

この ESX Server オプションは、vmmemctlを使って 1台の仮想マシンから
解放できるメモリの最大量を、ゲストOSの種類別の制約に基づいて制限す
るためのものです。値はメガバイト単位で指定します。OSType=NT4 
(Windows NT 4.0) のデフォルトは 128 で、OSType=NT5 (Windows 2000 ま
たはWindows Server 2003) のデフォルトは 2048、OSType=Linuxのデフォ
ルトは 768 です。
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メモリの統計をモニタ
VMware Management Interface（管理インターフェイス）は、物理コンピュー
タとそこで稼動する仮想マシンによる現在のRAM使用状況の情報を提供しま
す。管理インターフェイスから [Status Monitor] ページを表示してください。

上部の [System Summary] の箇所には、システム全体の情報が表示されま
す。 その下の [Virtual Machines] の箇所には、特定の仮想マシンに関する情報
が表示されます。

特定仮想マシンの現在のメモリ統計は、サービスコンソール上で統計ファイ
ルを読み出して確認できます。例えば、ID 103 を持つ仮想マシンに関する統
計を表示したい場合、次のコマンドを使用します。

cat /proc/vmware/vm/103/mem/status
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結果は次のフォーマットで表示されます。

上記の出力例は、長い行のラップを避けるために追加で改行が行われていま
す。メモリはすべてキロバイト単位で、1 メガバイト = 1024KB です。各情
報は、次の内容を示します。

この例では、 ID 103を持つ仮想マシンで vmmemctlドライバが稼動してお
り、この仮想マシンはメモリ待ち状態で中断されていません。この仮想マシ
ンは128MB～ 256Mのメモリを使用するように構成されており、2560メモ
リシェアが割当てられています。現在割当てられているメモリ量は約212MB

vm mctl? shares min max size/sizetgt
217300/217300103 yes 2560 131072 262144

memctl/mctltgt swapped/swaptgt swapin swapout
39168/ 39168 5672/ 5672 13289 18961

cptread/cpt-tgt shared active overhd/ovhdmax ovhdpeak affinity
0/ 0 38164 191756 14508/ 55296 14508 0

vm 仮想マシンの識別子
mctl? vmmemctlドライバがアクティブかどうか
shares その仮想マシンのメモリシェア数
min 最小メモリサイズ
max 最大メモリサイズ
size 現在のサイズ
sizetgt ターゲットサイズ
memctl vmmemctlを使って現在解放されているメモリ
mctltgt vmmemctlを使って解放するターゲット
swapped VMFS スワップファイルに現在スワップされているメモリ
swaptgt VMFS スワップファイルにスワップするターゲット
swapin VMFS スワップファイルからスワップインされたページ数の合計
swapout VMFS スワップファイルにスワップアウトされたページ数の合計
cptread （レジュームされた仮想マシンのみ）サスペンドファイルから読み出

されたページ数
cpt-tgt （レジュームされた仮想マシンのみ）サスペンドファイルから読み出

ス予定のページ数
shared 透過的なページ共有で共有されているメモリ
active 現在のワーキングセットの推計
overhd 現在のオーバヘッドメモリサイズ
ovhdmax 最大オーバヘッドメモリサイズ
ovhdpeak 使用された最大オーバヘッドメモリ
affinity (NUMAマシンのみ ) その仮想マシンに対するメモリアフィニティ
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です。約44MBが他の仮想マシンで使用するように解放されており、 この内
38MBは vmmemctlを使って、6MB近くは ESX server スワップファイルへの
スワッピングによって実行されています。 仮想マシンに割当てられている
212MBの内、 37MB以上が（例えば他の仮想マシンと）共有されています。こ
の仮想マシンに対する現在のワーキングセットの推計は約187MBです。54M
の最大サイズの内オーバヘッドメモリの約14MBが現在仮想化に使用されて
います。

注意
弊社では、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows 
NT 4.0 及び Linux 向けの vmmemctlドライバを提供しています。ゲストOS
に VMware Tools をインストールすると、 該当する vmmemctlドライバが自
動的にインストールされます。 上記以外のゲストOSを実行する仮想マシン
や VMware Tools がインストールされていない仮想マシンからメモリを解放
する場合、システムはスワッピングを使用します。

システムが vmmemctlを使用して解放しようとするメモリの最大量は、ゲス
トOSの種類に応じた既知の制限に基づいて自動的に制限されます。代わり
に、構成ファイルオプション sched.mem.maxmemctlを手動で指定すること
もできます。該当する制限は、ESX Server オプション MemCtlMax[OSType]

の記述を確認してください。
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NUMAシステムの使用
ESX Server 2.1 では、 NUMA (Non-Uniform Memory Access) アーキテクチャを
ベースとしたマシンもサポートしています。 NUMAマシンは複数のノードで
構成されています（一部のマルチノード マシンでは CEC と呼ばれていま
す）。

各ノードは1個～4個のプロセッサとメインメモリから構成されます。ノー
ド内では、各CPUは「ローカルメモリ」から等距離に配置されます。 

各プロセッサはどのノードのメモリにもアクセスすることができますが、異
なるノード上のメモリ（「リモートメモリ」と呼ばれます）へのアクセスは、
プロセッサと同じノードに配置された「ローカルメモリ」へのアクセスに比
べると大幅にスピードが落ちます。つまり、ノードからのメモリの「距離」
に応じて、ノード上の CPUのメモリアクセス速度は異なります。

NUMAや対応NUMAプラットフォームに関する追加情報は、
www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pd から「VMware ESX Server2 NUMA Support 
White Paper」をダウンロードして、参照ください。

VMware ESX Server による NUMA管理の情報は、numa(8)マニュアルペー
ジをご覧ください。

NUMA構成情報
ここでは、使用中のNUMAシステムに関する統計の表示方法を解説します。

NUMA統計の表示
下記のコマンドは、NUMAシステムが存在するかどうかをチェックします。
NUMAシステムが存在する場合は、ノード数、メモリ量、及びNUMAノー
ド上の物理 CPUを一覧表示します。

次のように入力します。
cat /proc/vmware/NUMA/hardware

次は出力の一例です。

/proc/vmware/NUMAディレクトリが存在しない場合、そのディレクトリ
がNUMAシステムでないことを示しています。

System type : IBM x445-compatible
# NUMA Nodes : 2
Total memory : 8192 MB
Node ID MachineMem ManagedMem CPUs
0 00 4096 MB 3257 MB 0 1 2 3
1 01 4096 MB 4096 MB 4 5 6 7
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この例では 2つの NUMAノードが存在します。表の各フィールドには次の
内容が記載されています。

• Node ー ノード番号

• ID ー NUMAノードのハードウェア ID番号

• MachineMem ー この NUMAノードに格納されている物理メモリ量
（サービスコンソールが使用するメモリを含む）

• ManagedMem ー この NUMAノードに格納されている物理メモリ量
（サービスコンソールや ESX Server 仮想化レイヤが使用するメモリを除
く）

• CPU ー このノードの物理プロセッサのスペース区切りの一覧

物理 CPU 0、1、2 及び 3は NUMAノード 0に、物理 CPU4、5、6及び
7は NUMAノード 1に存在します。

メモリの総計は、各NUMAノードに実際にインストールされているメモリ
量を表します。ただし、サービスコンソールがこのメモリの一部を使用する
ため、必ずしも全メモリが VMkernel によって管理される訳ではありません。

各NUMAノードのメモリ量の確認
次のコマンドを入力してください。

cat /proc/vmware/mem/

これは、出力の一例です。

上記の例では、NUMAノード向けに VMkernel が管理するメモリの総計が
Total欄に表示されます（ここに表示される量はサーバマシン上の物理メモ
リの総計より小さいことがあります）。

.

.

.
Node Total-/MB FreeHi/MB FreeLow/MB Reserved/MB Kernel/MB
0 836022/3265 98304/384 737528/2880 34574/135 190/0
1 2621440/10240 2601144/10160 0/0 0/0 20296/79
Totals 2699448/10544 737528/2880
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NUMAノード上に存在する仮想マシン向けのメモリ量を確認
次のコマンドを入力してください。

cat /proc/vmware/vm/<id>/mem/numa

これは、出力の一例です。

上記出力例は、指定した IDを持つ仮想マシンがノード0で 51MBのメモリを
使用しており、ノード1ではメモリを使用していないことを示しています。

注意： この例では、ノード 0に関連付けられたページのみがこの仮想マシ
ンに割当てられるようにメモリアフィニティが設定されています
(sched.mem.affinity = 0)。メモリアフィニティが設定されていない場
合、通常ノード 0とノード 1の間のメモリの配分はもっと均等になってい
るはずです。 詳しくは、「今後の仮想マシンのメモリ割当をNUMAノードに
関連付け (p.446)」を参照してください。

NUMAの自動最適化
デフォルトで、ESX Server は仮想マシンとその関連データを利用可能な
NUMAノード間で分散します。ESX Server は、稼動中の仮想マシンと同じ
NUMAノードに存在する「ローカルメモリ」をなるべく利用しようとします。

自動的に、各仮想マシンは一時的な「ホーム」NUMAノードに割当てられ
ます。すると、その仮想マシンはホームノードの CPU上でのみ稼動し、そ
の「ローカルメモリ」にアクセスするようになります。

ESX Server は定期的に全NUMAノードの使用レベルを比較し、他ノードに
比べて使用が集中しているノードがあれば、ノードを「再分散」しようと試
みます。ESX Server は、仮想マシンの「ホーム」 NUMAノードを、過剰利用
されているノードからあまり使用されていないノードに変更することで、
ノードの再分散を行います。

NUMAノード間の均衡が達成されると、ESX Server は再び「ローカルメモ
リ」をできる限り使用しようと試みます。このプロセスに関する情報は、
numaマニュアルページを参照してください。

また、次のセクションの手順に従ってアフィニティを手動で設定することも
可能です。この場合、ESX Server は自動的にノードの再分散を行いませんの
で、単一ノードに負荷が集中しないようにユーザーがNUMAノードの分散
を行ってください。

Node# Pages/MB
0 13250/51
1 0/0
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手動でNUMAを最適化
メモリを大量に使用するアプリケーションが存在する場合、あるいは仮想マ
シンの数が少ない場合、NUMAを手動で最適化してパフォーマンスの最適
化を図る必要があるかもしれません。ただし、ほとんどの場合、前セクショ
ンで記述した ESX Server による NUMAの自動最適化によって、適切なパ
フォーマンスが達成できるはずです。

次の 2つのNUMAオプションを手動で設定することができます。 

• CPU アフィニティ ー 下記の説明を参照してください。

• メモリアフィニティ ー 「今後の仮想マシンのメモリ割当をNUMAノー
ドに関連付け (p.446)」を参照してください。

一般的に、仮想マシンを特定のNUMAノードにバインドするには、指定し
たノード上の CPUのみが使用されるように仮想マシンの CPUアフィニティ
を設定し、NUMAメモリアフィニティを同じノードに設定してください。

注意： また、次のセクションの手順に従ってアフィニティを手動で設定す
ることも可能です。この場合、ESX Server は自動的にノードの再分散を行い
ませんので、単一ノードに負荷が集中しないようにユーザーがNUMAノー
ドの分散を行ってください。

仮想マシンを特定のNUMAノードに関連付け
仮想マシンを単独のNUMAノードに存在する CPU に関連付けると（手動
CPU アフィニティ）、その仮想マシンでアプリケーションのパフォーマンス
を向上させることができます（これらの CPU番号の確認は、「NUMA構成
情報 (p.442)」をご覧ください）。

• VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って ー 
仮想マシンを単独のNUMAノードに関連付けます。該当する仮想マシ
ンの CPUページにある [Scheduling Affinity] の欄から [Edit] をクリック
してください。次に [Run on Processor(s)] と [Do not Run on 
Processor(s)] の横から該当する選択肢をクリックします。[OK] をクリッ
クしてください。

追加情報は、「VMware Management Interface から CPUリソースを管理 
(p.417)」をご覧ください。

• 仮想マシンの構成ファイルを使って ー 次の行を追加します。

sched.cpu.affinity = <set>
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ここで <set>の箇所には、単一のNUMAノードに存在する CPU番号
が入ります。これによって、この仮想マシンの全仮想 CPU が該当する
NUMAノードにバインドされます。

例えば、sched.cpu.affinity = 4,5,6,7と入力すれば、この仮
想マシンが物理 CPU 4 ～ 7 を持つNUMAノードにバインドされます。 

このエントリに関する追加情報は、「仮想マシンの構成ファイルを編集 
(p.418)」をご覧ください。

• サービスコンソールの procfsインターフェイスから

/proc/vmware/vm/<id>/cpu/affinity

単一のNUMAノードに存在する CPU の番号をコンマ区切りの一覧で書
き込みます。このエントリに関する追加情報は、「procfs の使用 
(p.420)」をご覧ください。

注意： 上記のいずれかの方法で CPUアフィニティを手動で設定すると、ESX 
Server が、同じ NUMAノードにその仮想マシンのメモリが割当てられるよ
うに自動的に設定します。この機能を無効にしたい場合は、
NUMAAutoMemAffinity構成オプションを 0（ゼロ）に設定してください。
この上級オプションの変更に関する情報は、「詳細設定の変更 (p.255)」をご
覧ください。

今後の仮想マシンのメモリ割当をNUMAノードに関連付け
さらに、仮想マシンの今後のメモリ割当が単独のNUMAノードに関連付け
られたページを使用するように指定すれば（手動メモリアフィニティ）、パ
フォーマンスを向上させることができます。仮想マシンが「ローカルメモ
リ」を使用すると、その仮想マシン上のパフォーマンスは向上します
（NUMAノード番号の確認は、「NUMA統計の表示 (p.442)」をご覧くださ
い）。

注意： 今後のメモリ割当に使用するノードは、CPU アフィニティを手動で
指定した場合にのみ指定してください。メモリのアフィニティ設定のみを手
動で変更すると、自動NUMA再分散が正常に機能しません。

次のいずれかを行ってください。

• VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使って ー 
仮想マシンを単一のNUMAノードに関連付けます。該当する仮想マシ
ンのメモリページにある [Memory Affinity] の欄から [Edit] をクリックし
てください。次にNUMAノードの横から該当する選択肢をクリックし
ます。[OK] をクリックしてください。
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追加情報は「VMware Management Interface からメモリリソースを管
理 (p.434)」を参照してください。

• 仮想マシンの構成ファイルを使って ー 次の行を追加します。

sched.mem.affinity = <NUMA_node>

ここで、<NUMA_node>にはNUMAノードの番号が入ります。

• サービスコンソールの procfsインターフェイスを使って ー

/proc/vmware/vm/<id>/mem/affinity

NUMAノードの番号を書き込んでください。

例 : 仮想マシンを 8-way サーバ上の単独のNUMAノードにバインド
この例では、1台の仮想マシン向けに、4個の CPU を単独のNUMAノード
に手動でバインドします。ここでは、この仮想マシンがノード 1でのみ稼
動するようにします。

これは、cat /proc/vmware/NUMA/hardwareの出力例です。

CPU（例えば 4、5、6及び 7）は、物理 CPU番号を表します。

1. 次のいずれかの手順で、2-way 仮想マシンが 8プロセッサマシンの後
半 4個の物理 CPUのみを使用するようにバインドします。

• 仮想マシンの構成ファイルに次の行を追加します。

sched.cpu.affinity = 4,5,6,7 

• VMware Management Interfaceで、仮想マシンの詳細ページの [CPU]タブ
から、[Run on Processor(s)] 横のボックスのうち該当するものにチェッ
クマークを付け、仮想マシンを単独のNUMAノードに関連付けます。

2. その仮想マシンの全メモリがノード 1に割当てられるように、仮想マ
シンのメモリアフィニティを設定してください。

• 仮想マシンの構成ファイルに次の行を追加します。

sched.mem.affinity = 1

上記の 2つの手順を行うことで、仮想マシンがNUMAノード 1でのみ稼動
し、可能な時は同じノードからメモリが割当てられるようになります。

# NUMA Nodes : 2
Total memory : 14336 MB
Node ID MachineMem ManagedMem CPUs
0 00 4096 MB 1210 MB 0 1 2 3
1 01 10240 MB 6143 MB 4 5 6 7
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サーバ上でメモリのサイズを調整
このセクションでは、システムアドミニストレータが、ESX Server 2.1 上で
仮想マシンのワークロードを実行する際のハードウェアメモリの適量を決定
するためのガイドラインを記載します。各ユーザーのワークロードの特長に
よってメモリ要求も異なってくるため、以下のガイドラインに従って算出し
たメモリサイズが適切であるか、後から確認のテストを行うことをお勧めい
たします。

ESX Server は少量のメモリを仮想化レイヤに、 さらに一部のメモリをサービ
スコンソールに使用し、 残りのメモリは全て仮想マシンの実行に使います。
以下ではこれらのメモリの各用途について解説し、実際の数字を挙げてサイ
ズ調整の例を示します。

サーバメモリ
ESX Server 2.1 は自身の仮想化レイヤに約 24MB のシステムメモリを使用し
ます。このメモリは、ESX Server が読み込まれているけれども構成不可能な
状態になると、自動的に割当てられます。

Service Console のメモリ
サービスコンソールに構成する推奨メモリ量は 192MB～ 512MBで、サーバ
上で並行稼動する予定の仮想マシン数によって以下のように異なりますす。

• 192MB ー 8 台以下の仮想マシン

• 272MB ー 16 台以下の仮想マシン

• 384MB ー 32 台以下の仮想マシン

• 512MB ー 32 台の仮想マシンより多い場合

仮想マシンのメモリプール
システムメモリの残りのプールは、仮想マシンの実行に使われます。ESX 
Server は、管理パラメータとシステム負荷に応じて、このメモリの仮想マシ
ンへの割当を自動管理します。ESX Server はまた、動的な割当要求を効率良
く処理するために、一部メモリを常に未使用のままにしておこうと試みま
す。ESX Server はこのレベルを、実行中の仮想マシンが利用できるメモリの
約 6%に設定します。

仮想マシンのメモリ
各仮想マシンは、その構成サイズと仮想化に使用する追加のオーバーヘッド
メモリに基づいたメモリ量を消費します。
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仮想マシンへの動的なメモリ割当は、最小 /最大メモリサイズのパラメータ
に制約されます。最大サイズは、仮想マシン内で稼動するゲストOSが使用
するように構成されたメモリ量です。メモリのオーバーコミットが発生しな
い限り、仮想マシンはデフォルトで最大割当を使用して動作します。

最小サイズは、メモリのオーバーコミットが発生している場合でも、その仮
想マシンに割当が保証されているメモリの最小量です。最小サイズは、過剰
なページングを行うことなく、仮想マシンが効率的に実行するのに十分なメ
モリを確保できるレベルに設定しておいてください。

最大サイズは、余剰メモリが利用可能な時に仮想マシンがそれを利用できる
ように、もっと高いレベルに設定することができます。

オーバーヘッドメモリには、仮想マシンのフレームバッファや各種仮想化
データ構造のために予約されているスペースが含まれます。仮想マシンに
512MB未満のメモリが構成されている場合、シングル仮想 CPU仮想マシン
には 54MB の、デュアル仮想 CPU SMP 仮想マシンには 64 MB のオーバヘッ
ドメモリが必要となります。仮想マシンに上記以上のメモリが構成されてい
る場合、構成されている主メモリが 1GB増える度に 32MBのオーバヘッド
メモリが追加で必要となります。例えば、最大メモリサイズ 2GBが構成さ
れているシングル仮想 CPUの仮想マシンの場合、102MB のオーバヘッドメ
モリが必要です。

メモリの共有
ワークロードの多くは、仮想マシン間でのメモリ共有の機会を提供します。
例えば、複数の仮想マシンが同じゲストOSのインスタンスを実行している
場合、同じアプリケーションやコンポーネントが読み込まれたり、共通の
データが含まれている可能性があります。このような場合、ESX Server は弊
社独自の透過的なページ共有テクニックを使用して、 メモリページの冗長コ
ピーを確実に削除します。

多くの場合、メモリを共有して複数の仮想マシンで実行されるワークロード
は、物理マシンで実行される程のメモリを消費しません。その結果、より高
レベルのオーバーコミットが効率的にサポートされます。

メモリ共有によって節約できるメモリ量は、ワークロードの性格によって大
きく異なります。多数の非常に類似した仮想マシンで実行されるワークロー
ドの場合、メモリの 30％以上を節約できる可能性があります。一方で、
ワークロードが多様化している場合は、メモリの 5％も節約できないかもし
れません。
449



VMware ESX Server 運用ガイド
特定のワークロードに対するメモリ共有の効果を確認するには、そのワーク
ロードを実行し、/proc/vmware/mem ファイルの出力を表示して実際の節
約量をチェックしてください。

ESX Server のメモリ共有機能は、バックグランドアクティビティとして実行
され、共有の機会を徐々にスキャンしていきます。節約されるメモリ量はそ
の時々によって異なりますが、かなり一定したワークロードの場合、一般的
に節約量は全共有機会が利用されるまで少しずつ増加する傾向にあります。

メモリのオーバーコミット
多くの統合されたワークロードでは、同時に各仮想マシンが全メモリを使用
することは稀です。通常は、負荷の軽い仮想マシンと負荷の重い仮想マシン
とが存在し、相対的なアクティビティのレベルは時間が経つにつれて変化し
ていきます。この場合、ハードウェアのメモリ要求を削減するために、メモ
リのオーバーコミットを行うことが合理的かもしれません。

ESX Server は、その時点でメモリをもっと必要としている仮想マシンにアイ
ドル状態の仮想マシンからメモリを自動的に移行して、メモリ使用率の向上
を図ります。

また、重要な仮想マシンにスペースを優先的に割当てるように構成パタメー
タを指定することも可能です。

仮想マシンの最小メモリサイズは、メモリのオーバーコミットが発生してい
る場合でも、その仮想マシンに割当が保証されているメモリの最小量です。
メモリ シェアを使って、異なる仮想マシン間の相対的な優先度を指定するこ
とも可能です。いずれにしても、全仮想マシンが同時にアクティブになった
場合でも仮想マシンが効率的に（過剰なページングを行うことなく）機能で
きるように、各仮想マシンの最小サイズを適切なレベルに設定しておいてく
ださい。

メモリが逼迫すると、ESX Server は優先順位とその時点でのワーキングセッ
トに基づいて、一部の仮想マシンからスペースを動的に解放します。最適パ
フォーマンスを実現するために、サーバはゲストで稼動する弊社供給の
vmmemctlモジュールを使って仮想マシンからメモリを解放しようとしま
す。この方法では、ゲストOSが独自のネイティブなメモリ管理ポリシーを
起動できるため、必要な時にしか自身の仮想ディスクにスワップを行いませ
ん。

ESX Server には独自のスワップファイルも用意されており、 ゲストOSを間
に入れることなく、仮想マシンから ESX Server のスワップファイルに直接
メモリをスワップすることもあります。
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例：Web サーバの統合
ここでは、Windows 2000 上で IIS を実行する非常に類似した 8台のWeb
サーバを ESX Server を使って統合する場合を考えてみましょう。各Windows 
2000 マシンには、512MBのメモリが構成されているものとします。8台の物
理サーバでネイティブに実行する場合に必要なメモリ量は8 * 512MB = 4GB
となります。

これらのサーバを仮想マシンとして統合する場合、サーバの仮想化レイヤに
24MBが必要となります。また、サービスコンソール に 192MB のメモリを
用意しておくことが推奨されます。また、仮想マシン 1台につきオーバ
ヘッドメモリが追加で 54MB 必要です。さらに、最小空きメモリレベルとし
て 6%を計上する必要があります。オーバーコミットが存在せず、メモリ共
有によるメモリの節約が生じていない場合、 このワークロードを仮想化する
のに必要なメモリは、24MB + 192MB + (1.06 * 8 * (512MB + 54MB)) = 5016MB
となります。この場合、仮想化の総オーバヘッドは 920MBです。

メモリの共有によって 10% (410MB) の節約を実現できた場合、メモリオー
バヘッドの総計は 510MB にまで減少します。メモリの共有によって 25% 
(1GB) の節約を実現できた場合、仮想化されたワークロードが実際に消費す
るメモリは、8台の物理サーバで実行される場合に比べて 104MB 少なくな
ります。

また、メモリをオーバーコミットした方が効率的な場合があります。例えば
平均的に、8台のWebサーバ仮想マシンのうち 2台が通常アイドル状態で
あり、また最低限のサービスを提供するのに必要なメモリサイズが各Web
サーバ仮想マシンにつき 256MB のみである場合を考えてみましょう。この
場合、ハードウェアのメモリサイズをさらに 2 * 256MB = 512MB だけ削減し
ても構わないはずです。全仮想マシンが同時にアクティブとなってしまう最
悪の場合には、システムが一部の仮想マシンメモリをディスクにスワップす
る必要が発生するかもしれません。

追加情報
ESX Server のメモリ使用に関する追加のバックグランド情報は、「メモリリ
ソースの管理 (p.427)」をご覧ください。
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ネットワーク帯域幅の管理
VMware ESX Server は、nfshaper読込み可能モジュールを使ったネット
ワーク トラフィック シェーピング機能をサポートしています。読込み可能
なパケットフィルタモジュールがフィルタクラスを定義します。読み込まれ
た各クラスに対して複数のインスタンスのフィルタがアクティブな場合があ
りあります。今回のリリースでは、フィルタクラス nfshaperのみがサ
ポートされています。これは、サービスコンソール上の procfsインター
フェイスか VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使っ
て仮想マシンに接続することができる、送信 (outbound) 帯域幅管理向けの
伝送 (transmit) フィルタです。

ネットワークフィルタの使用
ここでは、管理インターフェイスを使って nfshaperの接続、切断を行い、
またそこから統計を収集する方法を解説します。また、サービスコンソール
上の procfsインターフェイスからのフィルタのインスタンスを接続、切
断したり、照会したりする方法も解説します。

VMware Management Interface からネットワーク帯域幅を
管理
設定は、管理インターフェイス上の該当する仮想マシンの詳細ページから表
示、変更できます。 

1. サーバの [Status Monitor] ページで個別の仮想マシン名をクリックする
と、その仮想マシンの詳細ページが表示されます。

2. [Network] タブをクリックしてください。
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3. [Edit] をクリックします。[Network Resource Settings] ページが表示さ
れます。

4. 必要な設定を入力したら、[OK] をクリックします。これらの設定に関
する情報は、「仮想マシンのネットワーク設定を構成 (p.115)」をご覧く
ださい。

管理インターフェイスまたは procfsを使ってリソース管理設定を変更す
るには、root としてログインする必要があります。

Service Console からネットワーク帯域幅を管理 
サービスコンソール上の procfsインターフェイスを使ってリソース管理
設定を変更するためには、root としてログインする必要があります。
/proc/vmware/filters/status 

このファイルには、ネットワークフィルタリングのステータス情報が記録さ
れています。このような情報には、利用可能な全フィルタクラスの一覧や、
フィルタが接続されている仮想マシンに対しては、接続されているフィルタ
のインスタンスの一覧などが含まれます。このファイルを catで読み出せ
ば、ネットワークフィルタリングのステータスレポートを素早く確認するこ
とができます。
/proc/vmware/filters/xmitpush 

仮想マシンに新しく伝送 (transmit) フィルタのインスタンスを追加するため
のコマンドファイルです。このファイルに <id> <class> [<args>]を書
き込めば、<id>で特定される仮想マシンに、<args>でインスタンス化さ
れたフィルタ <class>のインスタンスが新しく接続されます。 

/proc/vmware/filters/xmitpop 

仮想マシンから伝送フィルタを切断するためのコマンドファイルです。
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<id>をこのファイルに書き込めば、<id>で特定される仮想マシンに接続さ
れた最後のフィルタが切断されます。
/proc/vmware/filters/xmit 

このディレクトリには、アクティブなフィルタのインスタンスごとに 1個
のファイルが格納されています。<class.n>という名前のファイルは、
フィルタクラス <class>の <n>番目のインスタンスに相当します。

ファイルを読み出すと、クラス定義のフォーマットでフィルタインスタンス
のステータス情報を確認できます。ファイルに書き込みを行えば、クラス定
義のシンタックスを使ってフィルタインスタンスにコマンドが発行されま
す。

注意： 現在のリリースでは、各仮想マシンに単一のネットワークパケット
フィルタしか接続できません。受信ファイルタは、今回のリリースでは実装
されていません。

nfshaper を使ったトラフィックシェーピング
前述したように、サーバでのネットワーク帯域幅の割当ては、VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）やサービスコンソールの
procfsインターフェイスから管理することができます。

このシェーパは、2バケット混合 (two-bucket composite) のトラフィック
シェーピング アルゴリズムを実装しています。最初のトークンバケットは
持続的な平均帯域幅とバースト性をコントロールします。2番目のトークン
バケットは バースト中のピーク帯域幅をコントロールします。各
nfshaperインスタンスは、平均 bps、ピーク bps 及びバーストサイズをコ
ントロールするパラメータを受け付けることができます。

「ネットワークフィルタの使用 (p.452)」に記載されているように、procfs
インターフェイスは、nfshaperのインスタンスを仮想マシンに接続した
り、 仮想マシンから切断したり、nfshaperインスタンスのステータスを照
会したり、あるいはアクティブな nfshaperインスタンスに動的なコマン
ドを発行したりする際に使用されます。

Service Console のコマンド
config <bpsAverage> <bpsPeak> <burstSize> [<periodPeak>] 

指定したパラメータを使用するように、シェーパを動的に再構成します。パ
ラメータには、平均帯域幅 <bpsAverage>ビット毎秒、ピーク帯域幅
<bpsPeak>ビット毎秒、最大バーストサイズ<burstSize>バイト及びオプ
ションのピーク帯域幅 の実施期間 <periodPeak>ミリ秒が挙げられます。
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各パラーメータでは、オプションとして k (1k = 1024) や m (1m = 1024k) と
いったサフィックスを使用できます。 
maxq <nPackets> 

キューに入るパケットの最大数を <nPackets>に動的に設定します。 

reset 

動的にシェーパ統計をリセットします。

例
ID 104 を持つ仮想マシンの伝送 (transmit) 帯域幅を制限するために、トラ
フィック シェーパを接続する場合を考えて見ましょう。新しいシェーパの
インスタンスを作成、接続するには、 「Service Console からネットワーク帯
域幅を管理 (p.453)」に記載されている xmitpushコマンドを発行します。
ファルタの接続には root の権限が必要です。

echo "104 nfshaper 1m 2m 160k" > /proc/vmware/filters/
xmitpush 

このコマンドによって、平均帯域幅 1Mbps、ピーク帯域幅 2Mbps、最大
バーストサイズ 160Kb のトラフィックシェーパが接続されます。

接続されている nfshaperのインスタンス数を確認するには、ネットワー
クフィルタリングのステータス情報を照会します。これには、仮想マシンに
接続されている全フィルタの一覧が含まれます。

cat /proc/vmware/filters/status 

ステータス情報によって、仮想マシン 104 に接続されているフィルタが
nfshaper.2.104であると分かった場合、このフィルタの procfs ノード を
使ってステータス情報を取得できます。

cat /proc/vmware/filters/xmit/nfshaper.2.104 

同じ procfs ノードを使って、nfshaperクラスがサポートするコマンドを
発行することも可能です。例えば、下記のように configコマンドを発行
して帯域幅の制限を動的に調整することができます。

echo "config 128k 256k 20k" > /proc/vmware/filters/xmit/
nfshaper.2.104 

仮想マシンを終了すると、接続されているネットワークフィルタは全て自動的
に削除され、破壊されます。シェーパのインスタンスを手動で削除するには、
「Service Console からネットワーク帯域幅を管理 (p.453)」に記載されている
xmitpopコマンドを発行します。フィルタの切断には rootの権限が必要です。

echo "104" > /proc/vmware/filters/xmitpop 
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ディスク帯域幅の管理
ESX Server は、各仮想マシンに割当てられるディスク帯域幅の相対的な量に
対して、動的なコントロールを提供しています。ディスク帯域幅は、物理
ディスクや論理ボリュームごとに個別に管理することができます。システム
は、仮想マシンへのディスク帯域幅の割当てを、割当てパラメータとシステ
ム負荷に基づいて自動管理します。 仮想マシン間の公平を保ちながら、ス
ループットを最大限に引き出すような方法で実行されます。

仮想マシンに対する初期ディスク帯域幅の割当値は、その仮想マシンの構成
ファイルで指定することができます。また、VMware Management Interface
（管理インターフェイス）やサービスコンソールの procfsインターフェイ
ス、 VMware Scripting API を使って、ディスク帯域幅の割当パラメータを動
的に変更することも可能です。

パラメータを明示的に指定しなかった場合、適当なデフォルト値が自動的に
使用されます。ただし、データベースやファイルサーバ等、ディスク集約的
なワークロードを持つ仮想マシンを実行する予定であれば、そのディスク
シェアを増加させた方が良いかもしれません。

その時点のディスク帯域幅の割当やその他のステータスに関する情報は、管
理インターフェイスやサービスコンソールの procfsインターフェイス、
VMware Scripting API で確認できます。

割当てポリシー
ESX Server は、各仮想マシンのディスク帯域幅を管理するのに、比例シェア
割当ポリシーに修正を加えたものを使用しています。このポリシーは、仮想
マシンがディスクにアクセスするために使用するディスク帯域幅を管理する
一方で、ディスクへのスループットを最大にしようと試みます。

ディスク帯域幅シェアは、ディスク /LUNへの帯域幅の一部に対する権限を
仮想マシンに与えます。例えば、ある仮想マシンが特定ディスクに対して別
のマシンの 2倍のシェアを持つ場合、両方のマシンが共にディスクにアク
ティブにコマンドを発行している状態であれば、最初の仮想マシンには 2
倍のディスク帯域幅を消費する権限が与えられます。

仮想マシンが消費する帯域幅は、消費ユニットで表されます。ディスクに発
行される各 SCSI コマンドにつき、デフォルトで 1ユニットが消費され、コ
マンドに関連したデータ転送のサイズに比例して追加ユニットが消費されま
す。

ディスクへのスループットは、仮想マシンからディスクへのディスクリクエ
ストに対するスケジューリングクアンタムを利用することで最大化されま
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す。仮想マシンは、別の仮想マシンに先取りされることなく、ディスクに多
数のリクエストを発行することができます（スケジューリングクアンタム）。 
先取りされることなく複数のリクエストを発行できるのは、これらのリクエ
ストがディスクの連続セクタにアクセスする場合だけです。

VMware Management Interface からディスク帯域幅を管理
設定は、VMware Management Interface（管理インターフェイス）にある仮
想マシンの詳細ページで表示、変更することも可能です。ディスク帯域幅の
設定を変更するには、root としてログインする必要があります。また、仮
想マシンが稼動中でなければなりません。

1. サーバの [Status Monitor] ページで個別の仮想マシン名をクリックする
と、その仮想マシンの詳細ページが表示されます。

2. [Disk] タブをクリックしてください。

3. [Edit] をクリックすると、[Disk Resource Settings] ページが表示されま
す。

4. シェア値を指定してから [OK] をクリックします。 
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構成ファイルのオプション
構成ファイルは、サービスコンソールのテキストエディタを使って、また管
理インターフェイスから編集することができます。

管理インターフェイスで構成パラメータを編集するには、次の手順を実行し
てください。

1. ターミナルアイコンの右側にある矢印をクリックし、[Virtual Machine]
メニューで [Configure Options] を選択してください。

2. [Options] ページの [Verbose Options] の項で、[click here] をクリックし
ます。

3. [Add] をクリックして新しい構成パラメータを追加するか、テキスト
フィールドをクリックして既存パラメータを変更します。

4. [OK] をクリックします。

仮想マシンの構成ファイルを手作業で編集する場合、次のフォーマットを
使って仮想マシンに対するディスク帯域幅の割当をコントロールします。

scsi0:1.name = <fsname>:<diskname>.dsk

これは、仮想ディスクの基礎となる VMFS ファイルを指定する標準フォー
マットです。

sched.scsi0:1.shares = n

この構成オプションは、ディスク scsi0:1に対する仮想マシンのディスク
帯域幅シェアの初期割当てを nシェアに指定するものです。nにはいる数値
の有効範囲は 1～ 100000です。ここでは、[low]、[normal]、[high] という
特別な値を使用することもできます。これらの値は、次の項で解説する
DiskSharesLow、DiskSharesNormal及び DiskSharesHighという構成
オプションに基づいて、自動的に数値に変換されます。ディスクに対する
シェア数が特に指定されていない場合は、[normal]（デフォルト値 1000

シェア）が割当てられます。

注意： 構成ファイルにシェア数を指定する行が複数存在していても構いま
せん。この場合、最後に指定されている値が採用されます。

構成ファイルの例
scsi0.virtualdev = vmxbuslogic
scsi0:1.present = TRUE
scsi0:1.name = vmhba0:2:0:5:rh6.2.dsk
scsi0:1.mode = persistent
sched.scsi0:1.shares = high
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scsi0:2.present = TRUE
scsi0:2.name = scratchfs:scratch1.dsk
sched.scsi0:2.shares = 800

上記の例では、最初のグループの最初の 4行と 2番目のグループの最初の 2
行は構成ファイルが変更される前に既に存在していました。各グループの最
後の行が、ディスク帯域幅の割当を指定するために追加された行です。

Service Console からディスク帯域幅を管理
ESX Serve コンピュータ上のディスク帯域幅の割当をモニタ、管理する際は、
以下のサービスコンソールコマンド向けガイドラインを使用してください。
/proc/vmware/vm/<id>/disk/vmhba<x:y:z>

このファイルを読み出すと、vmhba<x:y:z>で特定されるディスクに対し、
<id>で特定される仮想マシンに割当てられているディスク帯域幅のシェア
数が確認できます。また、ディスクの使用統計も報告されます。

このファイルに <n>という数値を書き込めば、<id>で特定される仮想マシ
ンに割当てられるディスク帯域幅のシェア数が <n>に変更されます。<n>
に入る数値の有効範囲は 0～ 100000です。また、[low]、[normal]、[high]
という特別な値を使用することもできます。これらの値は、本項で解説する
DiskSharesLow、DiskSharesNormal及び DiskSharesHighという構成
オプションに基づいて、自動的に数値に変換されます。
/proc/vmware/config/DiskSchedNumReqOutstanding

このオプションは、複数の仮想マシンが帯域幅をめぐって競合している時に
ディスクに許可される未処理コマンドの数を指定します。デフォルト値は
16で、数値の有効範囲は 1～ 256です。16より大きな数値を選択した場合、
ESX Server がディスク帯域幅を公平に割当てられなくなることがありますの
で注意してください。
/proc/vmware/config/DiskSchedQuantum

このオプションは、特定の仮想マシンが別の仮想マシンに先取りされること
なくディスクに対して発行できる順次リクエストの数を指定します。デフォ
ルト値は 8で、数値の有効範囲は 1～ 64です。

/proc/vmware/config/DiskSharesLow

このオプションは、[low] シェア値に対する数値を指定します。デフォルト
値は 500です。

/proc/vmware/config/DiskSharesNormal

このオプションは、[normal] シェア値に対する数値を指定します。デフォル
ト値は 1000です。
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/proc/vmware/config/DiskSharesHigh

このオプションは、[high] シェア値に対する数値を指定します。デフォルト
値は 2000です。
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