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P

はじめにでは、『VMware ESX Server 運用ガイド』の内容を解説し、技術リソースとエ
デュケーション リソースに対する指針を提供します。 

ここでは、次の解説を行います。

本書について（P.20）

対象読者（P.20）

本書へのフィードバック（P.20）

スタイルおよび略語（P.20）

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース（P.21）

はじめに
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本書について
本書『ESX Server 運用ガイド』は、ESX Server の管理と構成の手順、そして VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）を使ったサーバへのアクセス方法を
解説したものです。 

対象読者
本マニュアルに記載されている情報は、Windows または Linux システム 管理者とし
ての経験をお持ちのユーザーで、仮想マシン技術とデータセンター運用に精通してい
る方が対象となります。

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

docfeedback@vmware.com

スタイルおよび略語
本マニュアルは、表 P-1 に記載されたスタイルを使用します。 

表 P-1.  本マニュアルのスタイル規則

スタイル 対象エレメント

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

< 山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

mailto:docfeedback@vmware.com
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図で使用される略語
本マニュアルの図は、表 P-2 に記載された略語を使用します。

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

セルフ サービス サポート（P.21）

オンラインおよび電話サポート（P.22）

サポート サービス（P.22）

ヴイエムウェア エデュケーション サービス（P.22）

セルフ サービス サポート
お客様が問題を自身で解決するツールとして、あるいはテクニカル情報として、以下
の VMware Technology Network をご利用いただけます。

製品情報 http://www.vmware.com/products/

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

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

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

表 P-2.  略語

略語  解説

VC VirtualCenter

VI Virtual Infrastructure Client

サーバ VirtualCenter サーバ

データベース VirtualCenter データベース

ホスト n VirtualCenter 管理 ホスト

VM# 管理 ホスト上の仮想マシン

ユーザー # アクセス権限を持つユーザー

dsk# 管理 ホストのストレージ ディスク

データストア 管理 ホストのストレージ

SAN 管理 ホスト間で共有されるストレージ エリア ネットワーク型の
データストア

tmplt テンプレート

http://www.vmware.com/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
http://www.vmware.com/support/kb
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ディスカッション フォーラム http://www.vmware.com/community

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

VMware Technology Network の詳細については、http://www.vmtn.net を参照してくだ
さい。

オンラインおよび電話サポート
オンライン サポートでは、技術サポートのリクエストの送信、製品や契約情報の閲
覧、製品の登録などを行うことができます。 http://www.vmware.com/support にて参照
いただけます。

適切なサポート契約をしているお客様であれば、迅速な対応が必要な Serverity1 の問
題に関しては電話でのサポートをご利用ください。詳しい内容は、 
http://www.vmware.com/support/phone_support.html にて参照いただけます。

サポート サービス
当社のサポート サービスがお客様のビジネス ニーズにどのように対応できるかを、 
http://www.vmware.com/support/services にてご検討ください。

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

（http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm）をご覧ください。

トラブルの報告
トラブルを報告される場合は、以下の情報を準備してください。

シリアル番号は、必ず登録しておいてください。 当社へ直接サポートをリクエストす
る場合は、ヴイエムウェア Web サイト（www.vmware.com/requestsupport）のサポー
ト リクエスト フォームからトラブルを報告してください。

当社にサポートをリクエストする時は、/usr/bin/vm-support スクリプトをサービ
ス コンソールから実行し、生成される esx-<date>-<unique-xnumber>.tgz ファイ
ルを保存しておいてください。 このスクリプトは、ESX Server システム、構成情報お
よび ESX Server のログ ファイルをすべて収集してパッケージ化します。発生したト
ラブルの解析には、この情報が使用されます。 

仮想マシンが不正に終了した場合あるいはクラッシュした場合は、そのログ 
ファイル（.vmx ファイルと同じディレクトリにある vmware.log）を保存し、

http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
http://www.vmware.com/requestsupport
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またコア ファイル（同じディレクトリにある core または vmware-core）があ
ればそれも保存しておいてください。 さらに、その仮想マシンの構成ファイル

（.vmx）も保存し、トラブルを再現するのに役に立つと思われる情報がありまし
たらそれも記録しておいてください。 

物理ハードウェアおよびトラブルが発生した仮想マシンで実行されていたソフト
ウェア（オペレーティング システムおよびアプリケーション）に関する情報を
記録しておいてください。この情報は、サポートのリクエスト時に必要となるこ
とがあります。 

通常 VMkernel で問題が発生した場合、しばらくエラー画面が表示され、その後
マシンが再起動します。マシンを構成する際に VMware コア ダンプ パーティ
ションを指定した場合は、VMkernel がコア ダンプとエラーログを生成します。
VMkernel でさらに重大な問題が発生した場合は、エラー画面やコア ダンプが表
示、生成されることなく、マシンがフリーズすることもあります。

当社に直接トラブルを報告する場合、その問題が発生する前に行った作業を記述
してください。 この情報をサポート リクエストに記入し、サービス コンソール
の /var/log/messages の内容も添えてください。また、コアダンプやエラーログ
が存在する場合は、それも提出してください。これは、マシンの再起動後に、
/root ディレクトリに存在する vmkernel-core.<date> および
vmkernel-log.<date> という名前のファイルで見つけることができます。
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1

VMware ESX Server をインストールした後の使用方法については、『VMware ESX 
Server 運用ガイド』を参照してください。 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』を参照してください。

本章では以下の項目について解説を行います。

VMware ESX Server システム アーキテクチャ（P.25）

VMware ESX Server の使用（P.31）

VMware ESX Server システム アーキテクチャ
VMware ESX Server は、ブートス トラップやサーバ管理、その他のサービスを提供する
Service Console（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います。 

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 バンド幅、ディスク バンド幅を確保します。

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 ドライバなど。シス
テムの各デバイスからハードウェア間の差異を吸収する一方で、ハードウェア固
有のサービスを実現します。

VMware ESX Server の概要 1
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図 1-1.  ESX Server コア アーキテクチャ

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およびサーバ製品
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、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など）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 の仮想化は、直接実行を使用
します。 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、概念化された物
理マシンを提供します。 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 アダプタおよびデバイス、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、独自のゲスト OS およびアプリケーションを実行します。 独立した
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。
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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、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。 システムでは、SCSI、RAID、ファイバ チャネル 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 コントローラは前述したデバイスのみです。 

このような抽象化によって、仮想マシンの堅牢性や可搬性が向上します。 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、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）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 アドレスが割り当てられており、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。 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 つの仮想スイッチ
に接続することも可能です。 各仮想スイッチは物理ローカル エリア ネットワーク
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（LAN）に接続せずに完全に仮想ネットワークとして構成するか、ホスト マシン上で
1 つまたは複数の物理 NIC を使用して物理 LAN を経由することも可能です。 

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ると、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では特に効果的です。

図 1-2.  ファイアウォール構成の例

図 1-2 では、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 にバインドすると、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（Web
サーバあるいはアプリケーション サーバは他のシステムからも通信できる）。ただ
し、データベース サーバは別の層にのみ接続されます。

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。
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図 1-3.  仮想マシンの構成

図 1-3 では、各仮想マシンに 1 個の CPU、割り当てメモリとディスク、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、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。

例の仮想マシンは 2 つの NIC を持ちます。 仮想 NIC 1a および 2a は物理 NIC 1a および
2a にバインドされている仮想スイッチに接続されます。 仮想 NIC 1b および 2b は完全
な仮想スイッチに接続されます。

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。 このためヴイエムウェア製品
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。

実際に当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。 また、当社のテクニカル 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ないの
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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Service Console
ここでは、Service Console（サービス コンソール）の機能、プロセス、ファイルに
ついて説明します。

Service Console の機能
ESX Server のシステム管理機能やインターフェイスは Service Console で実行されま
す。 これには前述の HTTP、SNMP および 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、Service Console
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 Service Console を作成しています。

Service Console のプロセスとファイル
Service Console は、仮想マシンやリソースの割り当てを管理するコントロール API を
提供します。 管理者は、Service Console 上で稼動する Web サーバからページにアク
セスして、これらのコントロールにアクセスすることも可能です。

図 1-4.  Service Console のプロセスとファイル

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 Service Console で実行されます。
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サーバ デーモン（vmserverd）　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、Service Console でアクションを実行します。

認証デーモン（vmauthd）　ユーザー名またはパスワードのデータベースを使っ
て、Management Interface や Remote Console のリモート ユーザーの認証を行
います。 Service Console 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）　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。

Service Console（VMware が提供するサービス以外）　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実行します。 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
など）、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
ラスタリングおよ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およ
び構成の属性を、Service Console 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 Service Console 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。

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
機能の一部をまとめて解説していきます。

次の表では、すでに 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。 ヘルプに関しては、『VMware ESX Server イ
ンストール ガイド』を参照してください。



運用ガイド

32 VMware, Inc.  

ESX Server での基本タスク
表 1-1 は、ESX Server を管理、維持する管理者ユーザー（root ユーザー）が VMware 
Management Interface で実行するタスクをまとめたものです。

表 1-1.  ESX Server 管理者のタスク

タスク 解説

VMware Management 
Interface にログインし
て、その機能を確認し
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] ペインにアクセスすることが可
能です。
第 3 章「VMware Management Interface の使用」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。 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ありま
せん。
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 ユーザーの作成（P.152）」を参照してください。

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。 「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.208）」および

「クラスタリングの構成（P.301）」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。 本番環境では、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。 
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旧バージョンの ESX 
Server や別のヴイエム
ウェア製品から既存の
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、どのバージョンのヴイエムウェア製品
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場合は、

「旧バージョンの ESX Server 仮想マシンの移行（P.65）」を参照し
てください。
VMware Workstation や VMware GSX Server から仮想マシンを移行
する場合は、「VMware Workstation と VMware GSX Server 仮想マ
シンの移行（P.67）」を参照してください。
仮想マシンを移行する際は、必ず上記セクションに深く目を通し
てください。

「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
成すると、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
を VMFS ボリュームにインポートして仮想マシンを新規作成する
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
および 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、十分なユーザーおよ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.148）」を参照してください。 

表 1-1.  ESX Server 管理者のタスク（続き）

タスク 解説
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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。

1 Management Interface にログインし、[Manage Files] をクリッ
クします。 
2 該当する仮想マシンの構成ファイル（.vmx) を探します。 

3 仮想マシンの構成ファイルチェック ボックスを選択し、[Edit 
Properties] をクリックします。 
4 その仮想マシンの所有者に対して読み取り、書き込み、およ
び実行プロパティを選択します。
5 owner グループ向け所有者のグループに対して読み取りおよ
び実行権限を選択し、[OK] をクリックしてください。 
仮想マシンの仮想ディスク（.vmdk ファイル）で所有者に読み取
りおよび書き込み権限を設定します。 仮想ディスクが読み取り専
用モードの場合、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.151）」および
「ディスク モードの使用（P.141）」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。

[Status Monitor] ペー
ジで仮想マシンを閲覧
するためのユーザーお
よびグループ権限を設
定します。

Management Interface 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.151）」を参照
してください。

Remote Console 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。

Remote Console 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または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.151）」を参照してく
ださい。

SNMP エージェントを
構成します。 

ESX Server のパッケージには、ESX Server を実行する物理マシン
およ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。 

「VMware Management Interface で ESX Server エージェントの構成
（P.243）」を参照してください。

表 1-1.  ESX Server 管理者のタスク（続き）

タスク 解説
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表 1-2 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 で実行するタスクをまとめたものです。 

表 1-2.  Management Interface のタスク

タスク 解説

VMware Management 
Interface にログイン
して、Remote 
Console パッケージを
ダウンロードしてくだ
さい。

Remote Console 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（Remote Console 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。
Remote Console は、Management Interface 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、Remote 
Console はデスクトップ（Windows OS）や Management 
Interface 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グ システムに該当する
リンクをクリックしてください。

Management Interface
の使い方を覚えてくだ
さい。

ログイン後、Management Interface 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。「Status Monitor ページの使用（P.91）」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、オプションおよ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.100）」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
イスを追加できません。 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]
タブにある [Add Device] をクリックして追加することができま
す。
VMware Virtual SMP for ESX Server 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.41）」を参照してください。
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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。

表 1-3 は、管理者ユーザー（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。

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] タブにある [Add Device] を
クリックします。

「仮想マシンのハードウェアの構成（P.109）」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、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 を仮想マシンにインストール（P.45）」および
「VMware Tools の設定（P.167）」を参照してください。

表 1-2.  Management Interface のタスク（続き）

タスク 解説

表 1-3.  管理者の保守タスク

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、各仮想マシンで行うことも、Service Console 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、Service Console 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.159）」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。 「Service Console から仮想マシンをバックアップ

（P.160）」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、
http://www.vmware.com/support/developer を参照してください。

Management 
Interface 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、Management Interface 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。 

「システムログと可用性レポート（P.222）」を参照してください。

http://www.vmware.com/support/developer
http://www.vmware.com/support/developer
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表 1-4 は、管理者ユーザー（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。

表 1-4.   管理者のパフォーマンス関連タスク

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、およびディスク バンド
幅に比例シェア メカニズムを採用しています。 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 バンド幅の割り
当ても増えます。
たとえば、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。
第 12 章「VMware ESX Server のリソース管理」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、メモリのシェア、最小使用率と最大使
用率を設定します。 また、仮想マシンを実行するプロセッサを指
定します。

「仮想マシンの CPU 使用状況の設定（P.102）」および「CPU リ
ソースの管理（P.358）」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 CPU 使用状況の設定（P.102）」、「メモリ リソース
の管理（P.373）」および「NUMA システムの使用（P.387）」を参
照してください。

仮想マシン上のディス
ク バンド幅の利用率
を向上させます。

仮想マシンに対して、ディスク バンド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ほど、バンド幅も大きくなり
ます。 

「仮想マシンの CPU 使用状況の設定（P.102）」および「ディスク 
バンド幅の管理（P.400）」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の構成（P.107）」および「ネッ
トワーク バンド幅の管理（P.396）」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ます。
Linux 仮想マシンは、できれば X Window システムを使わずに実
行してください。

Service Console 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 Service Console に対する最小 CPU を増
加させてください。 「Service Console の管理（P.176）」を参照し
てください。
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表 1-5 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。

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。 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いてください。 
仮想マシンの最大および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。

「起動制限ポリシー（P.359）」を参照してください。

Service Console から不
必要なプログラムや
サービスを削除します。

Service Console では、X Window 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。

第 7 章「ESX Server で SNMP の使用」を参照してください。

表 1-5.  トラブルシューティング

課題 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。 「仮想マシンの所有者に対するアクセス権を設
定（P.151）」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。 
「サーバ上でのメモリのサイズの調整（P.393）」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。「ス
ワップ スペースとゲスト OS（P.378）」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 Management Interface 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.67）」を参照してください。

表 1-4.   管理者のパフォーマンス関連タスク（続き）

タスク 解説
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VMware Management 
Interface 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。
Service Console 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。

VMware Remote Console
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。
Service Console 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。

表 1-5.  トラブルシューティング

課題 次の点を確認してください。
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2

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。 本章では以下の項目について
解説を行います。

新しい仮想マシンの作成（P.41）

ゲスト OS と VMware Tools のインストール（P.45）

仮想マシンで PXE を使用（P.57）

仮想マシンが LSI Logic SCSI アダプタを使用するように構成（P.58）

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.63）

リモート管理ソフトウェアを使用する前に（P.73）

Remote Console ソフトウェアのインストール（P.74）

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.77）

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。 

仮想マシンの作成と構成 2
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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の
順を追って実行できます。 サーバの Service Console（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。 すでに root としてログインしている場合は、ログアウトして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。 

新しい仮想マシンは、次の手順で作成します。

1 次の URL を使用して Management Interface にログインします。

http://<hostname>

2 Management Interface 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] が表示されます。

3 [Add Virtual Machine] をクリックすると、Add Virtual Machine Wizard が起動します。 

仮想マシンで使用するゲスト OS を選択してください。

4 仮想マシンで使用するゲスト OS を選択してください。 

デフォルトの入力情報として、仮想マシン名とその構成ファイル名が表示されま
す。必要があれば、これらの設定を変更してください。

注意 Management Interface 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 文字のみを使用してください。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。 また、仮想マシンのファイル名とディレクトリには、ス
ペースを使用しないでください。

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。
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[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。

[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）。[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。 

5 [Next] をクリックします。

6 [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 を選択してください。ただし、実際のサーバに存在
する物理 CPU の個数を超えて指定することはできません。 

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、Management Interface 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。 「仮想マ
シンの構成（P.77）」を参照してください。

7 仮想マシンで Citrix MetaFrame を実行するには、[Workloads] リストで [Citrix 
Terminal Services] を選択します。 

8 [Next] をクリックします。

9 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。 

注意 VMware ESX Server 2.0 以降で作成された仮想マシンの構成ファイルには、
.vmxの拡張子が使用されます。 それ以前のバージョンのESX Serverでは.cfg
の拡張子が使用されていました。 ESX Server 2.5 では、.cfg の拡張子を持つ
仮想マシンの構成ファイルにもアクセスできます。

注意 Windows NT など一部のゲスト OS では、シングル プロセッサで設定できま
す。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 デュアル仮想 CPU の仮想マシン作成する場合、ESX Server 向け VMware 
Virtual SMP 製品を購入する必要があります。この製品に関する詳細は、当社
あるいは承認販売代理店までお問い合わせください。

注意 仮想マシンで Citrix MetaFrame を実行する予定がない場合はこのオプ
ションを選択しないでください。 この設定の仮想マシンは仮想化のため
にメモリをより多く使用するため、ESX Server で同時に実行できる仮想
マシンの数が少なくなります。
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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。次の
項目を指定してください。

a [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。

b [VMware Disk Image] フィールドで、拡張子 .vmdk を持つディスク名を指定
します。

c [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。デフォルト値として 4000 MB 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 [Virtual SCSI Node] リストで該当する SCSI ID を選択します。

e [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。「仮想マシンの構成（P.77）」を参照し
てください。

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。次の項目を指定してください。

a [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。 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。 この値は変更できません。

c [Virtual SCSI Node] リストで SCSI ID を選択します。

d [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。 「仮想マシンの構成（P.77）」を参照し
てください。

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。次の項目を指定して
ください。

a ディスクのメタデータ ファイルの情報にアクセスできるように [Use 
Metadata] を選択します。 

b [Metadata File Location] を選択します。 

c [Metadata File Name] フィールドに名前を入力します。 

d [Virtual SCSI Node] リストで SCSI ID を選択します。 

e ゲスト OS の [Compatibility] について選択します。
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[Physical]　ゲスト OS への直接のディスク アクセスが可能になります。 

[Virtual]　ゲスト OS に対してディスク モードを選択できます。

10 [Next] をクリックします。

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など）やユーザーが指定し
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、「仮想マシンの構成（P.77）」をご覧ください。

ゲストOSと VMware Tools のインストール
このセクションでは、以下の説明を行います。

ゲスト OS を仮想マシンにインストール（P.45）

VMware Tools をゲスト OS にインストール（P.47）

VMware Tools を自動的に起動（P.51）

VMware ゲスト OS サービスの使用（P.52）

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 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、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 や他のソフトウェアのインストールでは、ESX Server をインストールして
いるのとは別のシステムで VMware Remote Console を使用します。
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Remote Console 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.74）」を参照してください。 手順に従って Windows または
Linux ワークステーションの Remote Console 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 CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。Remote 
Console 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、
http://ww.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html と ESX Server 2.5 リリース ノー
トをご覧ください。

ネットワークを使ってインストールするには、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。

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 システムですで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。

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。

Rawディスクの最初の64 KBをddなどのユーティリティを使ってゼロにします。 た
とえば、dd を使用した場合は以下のようになります。

# dd if=/dev/zero of=/dev/<device> count=64 bs=1024

上記の例では、device は物理ディスクのデバイス名を示します。

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ることがあります。 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ます。 これは、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いう意味です。 [Yes] で応答してください。
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。 

http://www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html
http://www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html
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VMware Tools 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。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、Remote Console 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。

個々の手順で [Settings] - [VMware Tools Install] と選択すると、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ための仮想マシンの
CD-ROM ドライブを準備できます。 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ます。

ゲスト OS へ VMware Tools をインストールするには、適切な手順を以降から選択し
てください。

VMware Tools を Windows Server 2003 ゲストにインストールするには、次の手順に
従ってください。

1 [Settings] - [VMware Tools Install] と選択し、仮想マシンの CD-ROM ドライブを
ESX Serer マシン上の ISO イメージ ファイルに接続します。

ゲスト OS の [autorun] が有効になっている場合、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。 

2 [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。

[autorun] が無効になっている場合、ダイアログ ボックスは表示されません。 
CD-ROM ドライブから VMwareTools.exe を実行し（[ スタート ] - [ ファイル名
を指定して実行 ] を選択して、D:￥setup.exe を実行）、VMware Tools をインス
トールします。

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。 

3 このメッセージを受け入れて、続行してください。

4 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。
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VMware Tools を Windows XP ゲストにインストールするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 [Settings] - [VMware Tools Install] と選択し、仮想マシンの CD-ROM ドライブを
ESX Serer マシン上の ISO イメージ ファイルに接続します。 

ゲスト OS の [autorun] が有効になっている場合、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。 

2 [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。

[autorun] が無効になっている場合、ダイアログ ボックスは表示されません。 
CD-ROM ドライブから VMwareTools.exe を実行し（[ スタート ] - [ ファイル名
を指定して実行 ] を選択して、D:￥VMwareTools.exe を実行）、VMware Tools
をインストールします。

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。 

3 このメッセージを受け入れて、続行してください。

4 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するには、次の手順に従って
ください。 

1 [Settings] - [VMware Tools Install] と選択し、仮想マシンの CD-ROM ドライブを
ESX Serer マシン上の ISO イメージ ファイルに接続します。 

ゲスト OS の [autorun] が有効になっている場合、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。 

2 [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。

[autorun] が無効になっている場合、ダイアログ ボックスは表示されません。 そ
のため、CD-ROM ドライブから VMwareTools.exe を実行し

（[ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択して、D:￥VMwareTools.exe

を実行）、VMware Tools をインストールしてください（D: の部分には仮想マシ
ンの最初の CD-ROM ドライブ名を挿入）。 

3 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。
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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す
るには、次の手順に従ってください。 

1 [Settings] - [VMware Tools Install] と選択し、仮想マシンの CD-ROM ドライブを
ESX Serer マシン上の ISO イメージ ファイルに接続します。 

ゲスト OS の [autorun] が有効になっている場合、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。 

2 [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。

[autorun] が無効になっている場合、ダイアログ ボックスは表示されません。 
CD-ROM ドライブから setup.exe を実行し（[ スタート ] - [ ファイル名を指定し
て実行 ] を選択して、D:￥VMwareTools.exe を実行）、VMware Tools をインス
トールします。 

3 次のいずれかを行ってください。

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、手順 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。 

4 [ 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 ボッ
クスに D:￥Program files￥VMware￥VMware Tools￥Drivers￥vmxnet￥
winnt と入力してください。 

5 [OEM オプションの選択 ] ダイアログ ボックスに [VMware Virtual Ethernet 
Adapter] 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。 

6 [ 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インターネット 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
カードに割り当てられているため）。 あるいは、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。 
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7 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。

8 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するには、次の手順に従ってくだ
さい。

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

4 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入力し、<Enter> を押します。

6 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 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。 正しい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.
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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 オンしてください。 

2 [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 CD-ROM ド
ライバを読み込むためには、次の手順のうちいずれかを実行します。

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 CDDVD 

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

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します。

4 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 

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）または Console Screen 

（NetWare 5.1 ゲスト）に表示されます。 

5 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 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。 切断されていれば、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。 

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。ただし、この設定手順は、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。

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、仮想マシン
で netconfig など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 アダプタを設定してください。
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たとえば、GNOME を使用する Red Hat Linux 7.1 ゲストで VMware Tools を起動する
には、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 [Startup 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サービスの使用
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 Service Console
間の時刻同期（P.53）」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.53）」を参照してください。

仮想マシンがゲスト OS の停止はたは再起動命令を受けた時に、仮想マシン内部
のゲスト OS でコマンドを実行します。「仮想マシンを停止または再起動するた
めのコマンドを実行（P.55）」を参照してください。

Service Console からゲスト OS にストリングを伝達します。「Service Console から
ゲスト OS に任意の文字列を伝達（P.55）」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 OS サービスは、ゲスト OS を起動すると起動します。 

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など）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 
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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 Service Console 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 Service Console
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。 

図 2-1.  [Options （またはOther）] タブ

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（た
とえばディスクからレジュームした時など）に連動して Service Console に同期する
ことができます。 このオプションを無効にするには、構成ファイルに下記のように設
定します。

time.synchronize.resume.disk = FALSE

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、シャットダウンまたは
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 または Service Console の
コマンド ラインから送信することができます。 



運用ガイド

54 VMware, Inc.  

仮想マシンをシャットダウンまたは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 から仮想マシンのシャットダウンまたは再
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、Remote Console 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。 

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の変更（P.94）」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または再起動
Service Console 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。 

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、http://www.vmware.com/support/developer にある『VMware 
Scripting API User's Manual』をご覧ください。

注意  上記の操作が行われている間は、[Power Off] および [Reset] は使用できません。 

http://www.vmware.com/support/developer
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仮想マシンを停止または再起動するためのコマンドを実行
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動作を実行させたい場合、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してください。上書きするには、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ます。 

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

上記の <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> 

上記の <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。

Service Console からゲスト OSに任意の文字列を伝達
ESX Server と Perl や NetShell 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（machine.id）を引き渡すことができます。 ゲスト OS に伝達
する情報を決定してください。

詳細情報（Service Console とゲスト間での双方向のメッセージ伝達に関する情報な
ど）とスクリプトのサンプルに関しては、http://www.vmware.com/support/developer/

の VMware Scripting API のドキュメントをご覧ください。

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。 

Service Console 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.vmdk"
scsi0:1.mode = "persistent"
machine.id = "the_id_for_my_first_vm"

http://www.vmware.com/support/developer
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<config_file_2>.vmx の内容 : 

    scsi0:1.present = TRUE
scsi0:1.name = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
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。 

Linux ゲストのマシン名と IP アドレスを検索するには

1 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" 

「構成ファイルを直接変更してスタートアップおよびシャットダウン オプション
を設定 ( 上級者用 )（P.132）」を参照してください。

2 その構成ファイルを使って仮想マシンを起動します。 

3 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' 

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 

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します。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。 

Service Console 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、Service Console で設定を行うこともできます。 仮想マシンの構成ファイルに次
の行を設定してください。

isolation.tools.machine.id.get.disable = TRUE
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仮想マシンで PXE を使用
PXE（Preboot eXecution Environment）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。すで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、仮想マシンは、
仮想マシンの BIOS で指定されたブート シーケンス順のデバイス（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）から起動されます。 仮想
マシンで PXE を使用するには、ネットワーク アダプタをブート順序の最初に設定し
てください。 仮想マシンの最初の起動時に、<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ます。

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
ディスクイメージなど）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。 

以下の PXE 構成は、当社検証済みであり、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および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
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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 および 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

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、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。 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してください。 
http://www.lsilogic.com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。

仮想マシンの構成ファイルにアダプタの追加
Windows 仮想マシンと Linux 仮想マシンで LSI Logic SCSI アダプタを使用するには、
その構成ファイルを変更してください。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。

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。

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。

http://www.lsilogic.com
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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。

LSI Logic SCSI アダプタを構成ファイルに追加するには、次の手順に従ってください。

1 Service Console 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 次のいずれかを行ってください。

BusLogicアダプタが構成された新しい仮想マシンにLSI Logicアダプタを追加
する場合、次の行を変更して既存の BusLogic アダプタを LSI Logic アダプタ
に切替えてください。

scsi<n>.virtualDev = “vmxbuslogic”

次のように変更してください。

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。 たとえば、仮想マシンに 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ります。

###
### SCSI devices
###

# SCSI controller scsi0

scsi0.present = “TRUE”
scsi0.virtualDev = “vmxbuslogic”

scsi0:1.present = “TRUE”
scsi0:1.name = “vmhba0:6:0:1:win2k.vmdk”
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”

要注意 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。 SuSE Linux 8.1 ゲスト OS がインス
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。
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3 変更を保存して、構成ファイルを閉じます。

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 に認識されま
す。 Windows や Linux のゲスト OS に適切な手順に従ってください。

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 をインストールしてください。LSI Logic アダプタが使用できるように
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 アダプタの構成（P.61）」の手順に従っ
てください。

新しい Windows 仮想マシンの場合、次の「Windows ゲスト OS で LSI Logic SCSI ア
ダプタの構成（P.60）」の手順に従ってください。

Windows ゲストOSで LSI Logic SCSI アダプタの構成
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。

Windows ゲスト OSで LSI Logic SCSI アダプタを構成するには、次の手順に従ってく
ださい。

1 仮想マシンをパワー オンしてください。

2 次のいずれかを行ってください。

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るので、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
リに入って、Windows が正しい場所にそのファイルをコピーするように確
認してください。 
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3 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。 

4 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
たことを確認してから、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。

新しいゲスト OS に LSI アダプタをインストールしていれば、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。

    仮想マシンをシャットダウン、パワー オフし、次に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、次の行を変更します。

    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、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。

Linux ゲストOSで LSI Logic SCSI アダプタの構成
以下の手順は、Red Hat Linux 7.3 および SuSE Linux 8.0 以降をゲスト 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。 
mptscsih と呼ばれるドライバは、mptbase と呼ばれる他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 アダプをサポートしていません。

注意 ゲストはドライバを自動的に検出するはずです。 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 ドライバなど）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。
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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、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。 

Linux ゲスト OS で LSI Logic SCSI アダプタを構成するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 /etc/modules.conf を編集し、scsi_hostadapter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>

上記の <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 など）が入ります。

変更した modules.conf 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 エントリを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、Management Interface で構成
ファイルを編集します。 

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 をインストールしてください。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。
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次の行を変更し、BusLogic アダプタを LSI Logic アダプタに切替えます。

    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、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ない場合、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なかった可能性があります。 RAMディスクが
mptbaseをプリロードし、手順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なかった場合、あるいは正しくインス
トールされなかった場合、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。

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。

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、下記のタスクが含ま
れます。

仮想マシンが複数の仮想プロセッサを使用するように構成（P.64）

旧バージョンの ESX Server 仮想マシンの移行（P.65）

VMware Workstation と VMware GSX Server 仮想マシンの移行（P.67）

GSX Server または Workstation の仮想マシンをインポート（P.70）

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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仮想マシンのエクスポート（P.73）

仮想マシンが複数の仮想プロセッサを使用するように構成
ESX Server 2.5 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、次の条件に
準拠する必要があります。

ESX Server 2.5 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 2.5 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、仮想
プロセッサ数をアップグレード中、VMware GSX Server 2.5.1 や VMware 
Workstation 4.0 で仮想マシンを作成し、それを ESX Server 2.5 にインポートする
こともできません。

ESX Server向けVMware Virtual SMP製品を購入し、ESX Server 2.5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、当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
入したあと、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 などが挙げられます。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。

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。 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、Management Interface を使用して、複数の仮想プロセッサを使用できるよう
に仮想マシンを構成してください。「仮想マシンのメモリと仮想プロセッサを構成

（P.111）」を参照してください。 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。 Management 
Interface を使用して、複数の仮想プロセッサを使用できるように仮想マシンを構成
してください。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。
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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、2 個の仮想プロ
セッサを使用できるように仮想マシンを構成する必要があります。 ゲスト OS の HAL
をアップグレードしてください。 ESX Server 2.5 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。 2 個の仮想プロセッサを使用
するには、ACPI Multiprocessor HAL を使用します。 HAL を変更するには、Microsoft
サポート技術情報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
複数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 および 3.0、Red Hat Linux 9.0、SuSE Linux 8.2 および SuSE Linux Enterprise 
Server （SLES） 8 および 9.0 が挙げられます。

サポートされている Linux のゲスト OS の一覧については、
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html にある『ESX Server インストール ガ
イド』をご覧ください。

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。

旧バージョンの ESX Server 仮想マシンの移行
ESX Server 2.5 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、1.5 の機能のまま動作します。 現行のリリー
スの新機能を利用するには、仮想マシンをアップグレードしてください。

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してください。「ESX Server 1.5 仮想マシンをレガシーモードでの
実行（P.66）」を参照してください。

注意 ESX Server 2.5 移行する前に、ESX Server 1.0 または ESX Server 1.1 ～ ESX Server 1.5 で作
成した仮想マシンをアップグレードしておく必要があります。 これらの仮想マシンを
ESX Server 1.5 で実行させたあと、ESX Server 2.5 に移行させてください。 アップグレー
ドの手順は、http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html にある『ESX Server イ
ンストール ガイド』をご覧ください。

http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;237556
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
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ESX Server 1.0、1.1、1.5 で作成された仮想マシンに対して、仮想マシンのハードウェ
アをアップグレードします。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 オフする必要があります。 Management Interface の [Status 
Monitor] で、ターミナル アイコン（ ）の隣にある矢印をクリックし、[Configure 
Hardware] を選択してください。 [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。

ディスク バンド幅のシェアをその仮想マシンに割り当てます。「Management 
Interface からディスク バンド幅を管理（P.402）」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
タを更新してください。 この作業を行わないと、仮想マシンを ESX Server 2.5 で正常
に動作させることができません。

guestOS構成パラメータは、次の手順でアップグレードします。

1 VMware Management Interface 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。 

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の実行
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。 これにより、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。 
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ESX Server 2.5 より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す。

LSILogic SCSI アダプタの使用
ESX Server 2.5 より前のバージョンでは、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、仮想マシンのハードウェアをアップグレードしてください。また、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。 
こうすることで、LSI Logic アダプタを追加する準備が整います。

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.58）」を参照してください。 

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。 サポートするゲスト オペレーティング システム
の一覧については、『VMware ESX Server インストール ガイド』を参照してください。

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し
ます。「GSX Server または Workstation の仮想マシンをインポート（P.70）」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を確保してください。 ESX Server で作成される仮
想ディスクは、仮想ディスク ファイルの作成時に全容量が割り当てられます。 2 GB
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 2 
GB です。

注意 GSX Server 2.0 より前または Workstation 3.2 より前のバージョンを使って作成された
仮想マシンは、ESX Server 2.5 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。 これらの仮想マシンを ESX Server 1.5 で実行させたあと、ESX 
Server 2.5 に移行させてください。 アップグレードの手順は、
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html にある『ESX Server インストール ガ
イド』をご覧ください。

http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
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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。 2GB の仮想ディ
スクを作成してゲスト OS をインストールすることはできますが、仮想ディスクを格
納しているファイルのサイズは 500 MB のこともあります。 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 2 GB のスペースを占めることになり
ます。

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する場合、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に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。

要注意 2 GB を超える単一の .vmdk ファイルに格納されている仮想ディスクを作
成し、その仮想ディスクを ESX Server に移行する場合、ディスクを
Workstation のホストから ESX Server マシンに FTP あるいはコピーしてく
ださい。 ファイルが Service Console 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.281）」を参照し
てください。

注意 ESX Server バージョン 2.5 では仮想ディスクに対して .vmdk をデフォルトのファイル
名の拡張子として使用します。 ESX Server 2.1 以前で作成された仮想マシンでは、.dsk
の拡張子でディスクファイルを作成します。
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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 Management Interface 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

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。「構成ファイルを直接変更してスタートアップおよびシャットダウ
ン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」を参照してください。 

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。

たとえば、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してください。

scsi0:0.biosGeometry=261/255/63

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 オンするには、前述のように構成ファイルに新しいオプションを追
加します。
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GSX Server 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場合、ESX Server が表示
されたら、次の Plain ディスクのパス名を確認してください。

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

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。 

たとえば、パス名が次のような場合、

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

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。

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て直接データファイル
を参照するようにパス名を変更し、Plain ディスクを修復してください。 この例の場
合、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

Plain ファイルをインポートする場合

$ vmkfstools -i Win2KSv1.pln vmhba0:0:2:Win2KSv1.vmdk

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
ここでは、GSX Server や Workstation で作成した仮想マシンを ESX Server にインポー
トする方法を説明します。

注意 この問題は Plain ディスクのみに発生します。 GSX Server で作成された仮想ディスク
および 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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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こともあります。また、Service 
Console 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、それを作成したヴイエムウェア
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（[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。 [Disk] 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 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。 詳しくは、「VMware Management 
Interface のファイル マネージャを使用（P.148）」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。 

4 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。

5 [vmfs] フォルダを探して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き、[Paste] をクリックしてください。

ダイアログ ボックスに [You are transferring one or more console virtual disks to a 
VMFS partition. 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] というメッセージが表示されます。

VMFS パーティションはファイルを仮想ディスクとして認識し、インポート中に
そのディスクを VMFS-2 フォーマットに変換します。 これにより、ESX Server 2.5
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ます。 

6 [OK] をクリックします。

注意 仮想ディスクのバックアップ コピーを確かめるために、仮想ディスク ファ
イルを切り取らないでください。



運用ガイド

72 VMware, Inc.  

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。

7 新しくインポートしたディスク ファイル（.dsk または .vmdk）を選択し、[Edit 
Properties] をクリックします。

8 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。次に [OK] をクリックします。

9 ログアウトして、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。

10 「新しい仮想マシンの作成（P.41）」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する時は、VMFS パーティショ
ンにコピーした仮想ディスクファイルを使います。

11 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。

a 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。 

b [Status Monitor] で、以下のターミナル アイコン 
（ ）の右側にある矢印をクリックし、[Configure Hardware] を選択してくだ
さい。 

c [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。

12 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。

構成ファイルの修正については、「構成ファイルを直接変更してスタートアップお
よびシャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」を参照してください。 

13 Remote Console 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。 

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、他のヴイエム
ウェア製品で使用されるものと若干異なるためです。

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。
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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 に仮想マシンをエクスポート
できます。 マルチプロセッサ（SMP）仮想マシンの場合、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

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。

ESX Server 2.5 では、ESX Server 1.5 以前、VMware Workstation 3.2 以前、あるいは
VMware GSX Server 2.5 以前への仮想マシン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、Service 
Console 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.271）」の vmkfstools の箇所の -exportfile 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.281）」を
ご覧ください。

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 や VMware Management Interface 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。 

Remote Console 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。 Remote Console 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およびストップやゲスト 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。 

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 Service Console 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。 

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。 「セキュリティ設定

（P.206）」を参照してください。
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ウィザードを使用せずに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。 

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。 Management Interface
の [Status Monitor ] 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] ペイン上部の [Registered]
を選択してください。

Service Console から仮想マシンを登録するには、次のコマンドを使用してください。

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

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。 
Management Interface の [Status Monitor] 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 Clients に Remote Console ソフトウェアをインストールするには、次の手
順に従ってください。

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。

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。



VMware, Inc. 75

第 2章 仮想マシンの作成と構成

  

RPMインストーラを使用して Linux に Remote Console ソフトウェアをインストー
ルするには、次の手順に従ってください。

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 次のコマンドを入力し、root 権限を取得してください。

    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

Tar インストーラを使用して Linux に Remote Console ソフトウェアをインストール
するには、次の手順に従ってください。

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 ディレクトリか他のディレクトリにコピーします。 

2 次のコマンドを入力し、root 権限を取得してください。

    su -

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

詳しくは、「Remote Console を使って仮想マシンの実行（P.165）」を参照してくだ
さい。

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
せて使用する際の注意点を挙げていきます。

Citrix MetaFrame XP が効果的に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
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す。Windows NT 仮想マシンで MetaFrame XP を使用するのであれば、特別な作業は
必要ありません。 

Windows 2000 仮想マシンをMetaFrame XP サーバとして構成するには、次の手順に
従ってください。

1 Citrix hotfix XJ102W014 を適用します。 

ダウンロード リンクや手順については、Citrix 社 Web サイト（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、当社ナレッジ ベースの第 869 項を参
照してください。 

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。

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関する詳細は、「仮想マシンの特殊な電源
オプション（P.165）」をご覧ください。

VMware Management Interface で電源ボタンを使用すると、スクリプトを実行できま
す。「VMware Management Interface の実行（P.86）」を参照してください。

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。「VMware
ゲスト OS サービスの使用（P.52）」を参照してください。

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レジューム
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。

注意 FreeBSD ゲスト OS にはスクリプトが存在しません。

http://www.citrix.com
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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
けてください。「電源操作時に実行する VMware Tools スクリプトの指定（P.170）」を
参照してください。

スクリプトおよ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。 

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。 

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 もしくは他の旧ヴイエムウェア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。

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。接続されていない場合、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りますが、デフォルト スクリプトをカスタマイズす
るために行われた変更を利用することはできません。

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 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。

仮想マシンは、次の手順で構成します。

1 Management Interface 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 ] 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.77）」に記載されています。

要注意 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。
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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.78）

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。 [Verbose Options] 欄で該当す
るリンクをクリックします。「サスペンド ディレクトリの設定（P.96）」を参照して
ください。

Service Console 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/vm1 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。 

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 CPU スケジューラー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 のベンチマークなどのために）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、
Service Console 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してスタートアップおよびシャットダウン オプションを設
定 ( 上級者用 )（P.132）」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。
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Windows 仮想マシンでのディスク 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。 Windows 仮想マシンの場合、
scsi<n>.returnBusyOnNoConnectStatus オプションを使用して、仮想 SCSI 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てください。 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、Windows 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。

次に、値について説明します。

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（たとえば [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。

LSI Logic アダプタを選択した場合（たとえば [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。

Windows 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。たとえば、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せずに、ビジー状態
であると報告すると、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することがあります。

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
わけではありません。 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、ESX Server は TRUE をデフォルト値に設定します。 
デフォルト値の 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。「構成ファイルを直接変更してス
タートアップおよびシャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」を参照
してください。
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SMBIOS UUID の変更
各 ESX Server の仮想マシンには、SMBIOS システム情報記述子に保存されている
UUID（Universally Unique Identifier）が自動的に割り当てられます。 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。

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、たと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。

自動生成された UUID は、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、仮想マシンを最初にパワー オンした時に新
しい UUID を作成できます。 この新しい 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。 

新しい場所に移動またはコピーした仮想マシンをパワー オンすると、次のメッセー
ジが表示されます。 図 2-2 を参照してください。

図 2-2.  UUID ダイアログ ボックス

このダイアログ ボックスには 4 つのオプションがあります。

この仮想マシンを移動した場合、UUID を保持できます。 [Keep] を選択して [OK] を
クリックし、仮想マシンのパワー オンを続行します。 

注意 returnBusyOnNoConnectStatus は、Windows ゲスト OS を使用する仮想マシンでの
み使用することができます。
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仮想マシンのコピーが元の仮想マシンと同じ UUID を使用しているため、この仮想
マシンを新しい場所にコピーした場合、新しい UUID を作成してください。 
[Create] を選択して [OK] をクリックし、仮想マシンのパワー オンを続行します。 

元の仮想マシンがテンプレートとしてさらに多くの仮想マシンで使用される場合
は、各コピーを最初にパワー オンする際に新しい UUID を作成できます。 仮想マ
シンを構成してから、その仮想マシンを新しい場所に移動してパワー オンしま
す。 メッセージが表示されたら、仮想マシンのパワー オンを続行するために
[Always Create] を選択し、[OK] をクリックします。これによって仮想マシンが移
動される度に新しい UUID が作成されるようになります。仮想マシンをパワー オ
フし、仮想マシンのファイルを他の場所にコピーしてテンプレートとしての使用
を開始します。 

仮想マシンを何度も移動するたびに同じ UUID を保持するには、[Always Keep] を
選択して [OK] をクリックし、仮想マシンのパワー オンを続行します。 

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。

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。

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。古い uuid.location と

（存在している場合）uuid.bios の値は置き換えられます。

移動していない仮想マシン向けに UUID を設定
特定の UUID を移動していない仮想マシンに割り当てるには、構成ファイルに記述を
追加します。 VMware Management Interface の構成ファイル エディタを使用してくだ
さい。

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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Management Interface 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.93）」を参照してください）。 次に
[Verbose Options] 欄で該当する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。

Service Console にログインし、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。 次の行を追加してください。

uuid.bios = <uuidvalue>

UUID 値（<uuidvalue>）は二重引用符で挟んでください。たとえば、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 の設定
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るには、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。 

仮想マシンを移動させる前にUUID を設定するには、次の手順に従ってください。

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。

Management Interface 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.93）」を参照してく
ださい）。 次に [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックします。

Service Console にログインし、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。

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。 続く 128 ビットの 16 進数の値が、移動
後の場所で使用する値になります。

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（.dsk または .vmdk）ファイルを新しい場所に移動
します。 
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3 Management Interface 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向けに UUID を設定（P.81）」の手順に従ってください。 

5 uuid.bios の値を手順 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。

6 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）が割り当てられま
す。OEMID は Manufacturer と Product Name で構成されており、SMBIOS システム
情報記述子に保存されています。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 および Product Name ストリングはホスト システム
の Manufacturer および 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）で更新
（ホスト BIOS から仮想マシンの BIOS にコピー）されます。



運用ガイド

84 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 85  

3

Service Console（サービス コンソール）または VMware Management Interface（管理
インターフェイス）を使用して仮想マシンの管理および設定を行うことができます。
VMware Management Interface には、仮想マシンの作業にあわせて使いやすいグラ
フィカルなインターフェイスが搭載されています。

本章では、VMware Management Interface を使用した仮想マシンの設定方法や実行方
法を説明します。

VMware Management Interface の実行（P.86）

VMware Management Interface での統計期間の設定（P.87）

Internet Explorer 6.0 を使用する VMware Management Interface へのアクセス
（P.88）

VMware Management Interface へのログイン（P.90）

Status Monitor ページの使用（P.91）

仮想マシンの構成（P.100）

仮想マシンの周辺機器を変更（P.137）

VMware Management Interface を使って仮想マシンを削除（P.142）

ESX Server のリソース管理（P.143）

VMware ESX Server の構成（P.143）

VMware Management Interface からログアウト（P.144）

Apache Web サーバと Management Interface（P.145）

VMware Management 
Interface の使用 3
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MIME タイプを設定して VMware Remote Console を起動（P.145）

仮想マシンの構成ファイルを直接編集（P.146）

VMware Management Interface のファイル マネージャを使用（P.148）

仮想マシンの登録と登録の解除（P.152）

ESX Server 上で多くの仮想マシンを実行（P.155）

仮想マシンのバックアップ（P.158）

VMware Management Interface の実行
VMware ESX Server では、VMware Management Interface という Web ベースの管理
ツールを提供しています。VMware Management Interface を使用すると、次の作業を行
うことができます。 

仮想マシンおよ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を接続し、ゲストOSを直接的に
管理

仮想マシンの構成を変更

ユーザーおよびグループの管理

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 Service 
Console から X Window システムを実行することはお勧めしません。 

Management Interface を使用する場合、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 read 権限を設定してください。 
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ユーザー名とパスワードが Management Interface で認証されたあとに [Status 
Monitor] が表示されます。[Status Monitor] には、接続先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。ここから個々の仮想マシンに関する詳
細情報が記されたタブ群がリンクされており、仮想デバイス、構成オプション、最近
のイベントのサマリなどを見ることができます。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。 

これらのタブは、90 秒ごとに自動的に再読み込みを行って更新されます。また、 
Management Interface 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 Remote Console（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、手作業でタブを更新または再読み込みすることもできます。[Status Monitor] 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。 

この設定は、以下に保存されている VMware_SESSION_LENGTH という変数で指定し
ます。 
/usr/lib/VMware-mui/apache/conf/access.conf.VMware_SESSION_LENGTH を 0

分に設定すれば、全ユーザーの Management Interface へのアクセスをブロックでき
ます。また、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もできます。

VMware Management Interface での統計期間の設定
VMware Management Interface は、デフォルトで過去 5 分間のアクティビティをまと
めたサーバおよ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 秒ごとから 1 分ごとに変更されま
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。

注意 Internet Explorer 6.0 を使って management interface 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 を使用する VMware Management 
Interface へのアクセス（P.88）」を参照してください。

注意 Management interface の表示に利用できるのは、ASCII 文字のみです。

注意 Management Interface 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。 
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Management Interface の統計期間を設定するには

1 ターミナルで Service Console 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

Internet Explorer 6.0 を使用する VMware Management 
Interface へのアクセス

Windows 管理ワークステーションで Internet Explorer 6.0 を使って VMware 
Management Interface を実行するには、手順に従って Internet Explorer を設定する必
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 Management Interface から Remote Console を起動（P.88）

プロキシ サーバ上で Management Interface に接続（P.89）

暗号化サーバ上でManagement Interface から Remote Console を
起動

VMware Management Interface から VMware Remote Console を自動的に起動できま
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（P.206）」を参照し
てください。
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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
るファイルを始めとして、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、Remote Console が自動的に起動できなくなります。

Remote Console を自動的に起動させる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、[ ツール ] - [ インターネット オプション ] の
順に選択し、インターネット オプション パネルを表示します。

2 [ 詳細設定 ] タブをクリックします。

3 セキュリティの設定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。

プロキシ サーバ上でManagement Interface 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 の Management Interface を使用する必要が
あります。該当する Windows の箇所にある手順に従ってください。

Windows Server 2003 Systemでプロキシ サーバを設定するには

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。

要注意 機密性の高いファイルをディスクに保存させたくない場合、このオプショ
ンをオンにすることもできます。このオプションをオフにすると、他の機
密情報がディスクへ保存される可能性があります。

注意 Internet Explorer 6.0 を使って Management Interface に接続する時は、必ず
FQDN を使用してください。
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Windows Server 2003 以外のWindows システム（Windows 2000、Windows XP、
Windows NT OS）にプロキシ サーバを設定するには

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 サーバを使用しない ] の項を必ず選択してくだ
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 Management Interface に接続する時は、FQDN を使用
しないでください。

プロキシ サーバを使用せずにManagement Interface 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 Management Interface に接続する際には FQDN を使用
してください。

VMware Management Interface へのログイン
VMware Management Interface 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 以降を推奨します）

Netscape Navigator 7.0 以降

Mozilla 1.x. 以降

この際、管理したいサーバのサーバ名または IP アドレスが必要です。また、その
サーバに対して有効なユーザー名とパスワードを用意する必要があります。 

サーバには、最大 8 つまでの Management Interface 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 または 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。[Status Monitor] ページが表示されます。「Status Monitor ページ
の使用（P.91）」を参照してください。
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Status Monitor ページの使用
[Status Monito] 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。次の図を参照
してください。

図 3-1.  Status Monitor

VMware ESX Server のサマリ情報の表示
[System Summary] ペインでは、次の情報が表示されます。

ESX Serverのプロセッサ数　仮想マシンおよびService Consoleの平均CPU使用率
や過去 5 分間のシステム全体での使用状況も表示されます。

ESX Server のメモリ容量　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、過去 5 分間にシステム全
体で使用されたメモリの総量を含みます。
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VMware ESX Server 上の仮想マシンのサマリ情報の表示
[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。
a

この一覧表示から、仮想マシンへの接続、仮想マシンの状態の管理、仮想マシンの設
定などの作業を行うことができます。

VMware Remote Console での仮想マシンへの接続
仮想マシンのデスクトップを表示させるには、VMware Remote Console に接続した
あと、仮想マシンに接続してください。ターミナル アイコン ( ) をクリックし、
Remote Console を起動します。「Remote Console の使用（P.163）」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 はコンソールのインストール時に構成されます。「MIME タイプ
を設定して VMware Remote Console を起動（P.145）」を参照してください。

インストールされているゲスト OS によって、ターミナル アイコンの外観は多少異な
ります。この視覚的なヒントは、たと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。以下に、ターミナル アイコンの種類を示
します。

　Windows ゲスト OS であることを示します。

　Linux ゲスト OS であることを示します。

　NetWare ゲスト OS であることを示します。

　BSD ゲスト OS であることを示します。

　その他のゲスト OS であることを示します。

注意 これらの統計の対象期間は変更できます。「VMware Management Interface での統計
期間の設定（P.87）」を参照してください。

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。
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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、Management Interface 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]　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。「Remote Console の使用（P.163）」を参照してください。

[Properties]　この仮想マシンに対する [Status Monitor] を、新しくブラウザ 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]　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] タブを開きます。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。

「仮想マシンのハードウェアの構成（P.109）」を参照してください。

[Configure Options]　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など）を編集できる [Options] タブを開きま
す。このうち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。

「一般的な仮想マシンの構成オプションを設定（P.128）」を参照してください。

[Shut Down Guest]　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。電源状態のポップ
アップ メニューに表示されている をクリックしても実行できます。

[Suspend after Running Script]　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。電源状態のポップアップ メニューに表示され
ている をクリックしても実行できます。 

[Power On/Resume and Run Script]　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

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 はコンソールのインストール時に構成されます。「MIME タイ
プを設定して VMware Remote Console を起動（P.145）」を参照してください。
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スクリプトを実行します。電源状態のポップアップ メニューに表示されている
をクリックしても実行できます。 

[Restart Guest］　ゲスト OS と仮想マシンを再起動します。電源状態のポップ
アップ メニューに表示されている をクリックしても実行できます。 

[Power Off]　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]　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]　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]　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、リセット ボタンを押すことと同じです。

[Unregister Virtual Machine]　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] に表示されなくなるため、管理、アクセスを実行できな
くなります。「仮想マシンの登録と登録の解除（P.152）」を参照してください。

[Delete Virtual Machine]　仮想マシンまたはその構成を削除します ( 仮想マシン
はパワー オフされている必要があります )。「VMware Management Interface を
使って仮想マシンを削除（P.142）」を参照してください。

仮想マシンの電源状態の変更
ユーザーのアクセス権限によっては、Management Interface 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。「接続中ユーザーの一覧を表示（P.135）」を参照し
てください。
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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 メニューに、表 3-1 で説明しているボタンが表示さ
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.170）」を参照してください。

仮想マシンのサスペンドとレジューム
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対して次の 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、操作をレジュームできます。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
きます。 

仮想マシンを任意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たびに、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。 

表 3-1.  仮想マシンの電源状態ボタン

ボタン 解説

ゲスト OS をシャットダウンして、仮想マシンをパワー オフします。仮想マシ
ンをパワー オフする前に、VMware ESX Server が実行しているアプリケーション
を終了し、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。ゲスト OS を再起動する前に、VMware ESX Server
が実行しているアプリケーションをすべて終了し、ゲスト OS をシャットダウン
します。
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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。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。 

サスペンド状態ファイルを保存するディレクトリを設定するには

1 VMware Management Interface にログインしてから、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てください。

2 [Configure Options] を選択します。

その仮想マシンの [Options] タブが新しくブラウザ ウィンドウに表示されます。

3 [Edit] をクリックします。 

[Edit Options] ダイアログ ボックスが表示されます。

[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
ペンドや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
イルの名前にサフィックスを追加します。

4 [OK] をクリックして変更を保存します。

反復レジュームを有効にする
仮想マシンをサスペンドするために [Suspend] ボタンをクリックすると、ESX Server
は拡張子が .vmss のファイルに書き込みます。このファイルには、仮想マシンの全
体の状態が記述されています。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

注意 仮想マシンをサスペンドした後は、その仮想マシン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 VMFS
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。
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イルに変更が加えられていきます。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に繰り返しレジュームする必要がある場合、反復レジュームを
使用できます。たとえば、サーバに障害が発生した場合に備えてすぐ切替えられるよ
うに、予備の仮想マシンを特定の状態に待機させておくことができます。

予備の仮想マシンを準備するには

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。 

2 Management Interface で仮想マシン メニューを表示させます。 

3 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、[Hardware] タブを表示させます。

4 [Virtual Disk] の隣に表示されている [Edit] をクリックしてください。

5 [Nonpersistent] を選択してから、[OK] をクリックして変更を保存します。

6 [Options] タブをクリックしてから、[Verbose Options] の下にあるリンクをク
リックしてください。
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エディタに構成ファイルが開かれます。

7 [Add] をクリックします。

8 resume.repeatable というオプションを作成し、その値を TRUE に設定します。

9 [OK] をクリックし、構成ファイルを保存して閉じます。

10 仮想マシンをパワー オンしてください。

11 Remote Console を使用して、反復レジュームの開始時における仮想マシンの希
望の状態を設定します。

12 [Suspend] をクリックして、反復レジュームを設定します。

これにより、仮想マシンが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はパワー オフし、次回、設定したサス
ペンド ポイントからレジュームします。

反復レジューム ポイントを使用して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あとは、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 ポイントを利用しない場合は、構成ファイルの
resume.repeatable フラグを FALSE に設定します。

仮想マシンについての情報の表示
[Status Monitor] では、仮想マシンに関する重要な情報を確認できます。

[Display Name] 欄のリンク　仮想マシンのディスプレイ名が表示されます。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 および仮想マシン ID も表示されます。また、VMware Tools
がインストールされているかどうかのメッセージも表示されます。

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] が新しいブラウザ ウィ
ンドウに表示されます。「仮想マシンの構成（P.77）」を参照してください。 

[Up] 欄の値　仮想マシンの実行経過時間が表示されます。

[No.] 欄の値　仮想マシン内の仮想プロセッサ数が表示されます。
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[% CPU] 欄の値　ページを最後に更新する前の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が表示されます。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　その仮想マシンに割り当てられているメモリ容量が表示されま
す。「仮想マシンのメモリ使用状況の設定（P.104）」を参照してください。メモ
リに関する一般情報については、「仮想マシンのメモリ（P.394）」を参照してく
ださい。

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 の [Status Monitor] から
ダウンロードできます。

[Status Monitor] から Remote Console 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、
Management Interface をログアウトすることなくコンソールを迅速にダウンロード
できます。

新しい仮想マシンの作成
Management Interface を使って新しく仮想マシンを作成するには、[Status Monitor] ペ
インで [Add Virtual Machine] をクリックします。仮想マシンで使用するゲスト OS を選
択してください。「新しい仮想マシンの作成（P.41）」を参照してください。

仮想マシンの登録の解除
[Status Monitor] 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解除することができます。「仮想マシンの登録
と登録の解除（P.152）」を参照してください。

仮想マシンの削除
Management Interface 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。[Confirm: Deleting <Virtual Machine>] ページが新しいウィンドウに表示され
ます。「VMware Management Interface を使って仮想マシンを削除（P.142）」を参照
してください。

VMware ESX Server の構成
[Options] タブを使用して、VMware ESX Server の構成を変更できます。「ESX Server の
管理（P.197）」を参照してください。
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共通コントロールの使用
Management Interface のほとんどの、あるいはすべてのページに、次のリンクが表
示されます。

[Refresh]　現在のページを更新、つまり再読み込みします。他のユーザーとの衝突
をさけるため、Management Interface で操作実行する前、あるいは Remote Console
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]　Management Interface のファイル マネージャを開きます。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。「VMware Management Interface のファイル マネージャを
使用（P.148）」を参照してください。

[Help]　Management Interface で現在開かれているページについて、VMware ESX 
Server のオンライン ドキュメントに接続できます。

[Logout]　Management Interface からログアウトできます。ログアウトは、［Status 
Monitor］ページと [Options] ペイン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。「VMware Management Interface からログア
ウト（P.144）」を参照してください。

[Close]　その Management Interface ウィンドウを閉じます。Management Interface
の使用中に開いたウィンドウのみを閉じることができます。 

仮想マシンの構成
仮想マシンの情報を表示し、その構成を変更するには、[Status Monitor] 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。選択したその仮
想マシンの [Status Monitor] が新しいブラウザ ウィンドウに表示されます。

注意 [Options] 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。
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図 3-2.  [Status Monitor] タブ

[Status Monitor] 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 / 最大使用率お
よび平均使用率。これらの統計の対象期間は変更できます。「VMware 
Management Interface での統計期間の設定（P.87）」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 / 最大使用率および
平均使用率。これらの統計の対象期間は変更できます。「VMware Management 
Interface での統計期間の設定（P.87）」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。
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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の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関連しています。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。

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。
[Hardware] をクリックして [Hardware] タブで仮想マシンのハードウェアを編集
します。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。[Options] ペインが表示されます。ここで仮想マシンの構
成を変更します。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

仮想マシンの構成の編集
仮想マシンの構成は、次のいずれかの方法で Management Interface から編集するこ
とができます。

[Status Monitor]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] かその仮想マシンの詳細ペインで、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.93）」を参照してください。

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。

仮想マシンの CPU使用状況の設定
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。

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。
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図 3-3.  [CPU] タブ

[CPU] タブには、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り当て状況、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。「VMware Management Interface での
統計期間の設定（P.87）」を参照してください。

表示される Performance 情報には、各仮想プロセッサが利用するサーバ プロセッサ
量を示す [CPU Utilization] が含まれます。

[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。[Resource] には以下の情報が表示されます。

[Minimum]　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
値です。

[Maximum]　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です。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]　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。[low]、
[normal]、[high] という値は、サーバ上の全仮想マシンおよび Service Console の
シェアの総計と比較して決定されます。シェア割り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。
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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)、および mem(8) を参照してください。 

[Isolated from Hyper-Threading]　仮想マシンの CPU の運用状況です。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。

ハイパー スレッディングに関する情報は、hyperthreading(8) マニュアル 
ページを参照してください。

[Scheduling Affinity]　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
これらの値は変更することができます。[Edit] をクリックします。CPU 設定の変更に
関しては、「CPU リソースの割り当て（P.358）」を参照してください。

仮想マシンのメモリ使用状況の設定
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。 

注意 このオプションを有効にすると、仮想マシンが最初の論理プロセッサを使用して
いる限り、他の仮想マシンが 2 番目の論理プロセッサを使用できなくなります。

注意 明確なアフィニティ設定を持つ仮想マシンの場合、必ずしも ESX Server が指定の CPU
を最小値で実行するわけではありません。明確なアフィニティ設定を持たない仮想マ
シンの場合、他の仮想マシンが明確なアフィニティ設定を使用している場合でも、最
小値が必ず実行されます。
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図 3-4.  [Memory] タブ

[Memory] タブには、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。「VMware Management Interface での
統計期間の設定（P.87）」を参照してください。[Performance] では情報として以下の
値も表示されます。

[Used Memory]　構成時に仮想マシンに割り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およびその仮
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]　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]　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。

[Resources] 欄に表示される値
[Resources] の下に表示される値は、仮想マシンに割り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]　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です。
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[Maximum]　仮想マシンの構成時にその仮想マシンに割り当てられたメモリ容
量を示します。 

[Shares]　全仮想マシンにメモリを割り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およ
び Service Console のシェアの総計と比較して決定されます。シェア割り当てシ
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詳細情報は、リソース管理のマニュアルページ cpu、
diskbw および mem を参照してください。 

[Memory Affinity]　この項目が存在する場合、ESX Server システムが NUMA シス
テムのときに、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 システムの使用（P.387）」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。「Management Interface か
らメモリ リソースを管理（P.380）」を参照してください。

仮想マシンのディスク使用状況の設定
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。 

図 3-5.  [Disk] タブ

[Disk] タブには、 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り当てられ
るリソースが表示されます。ディスク バンド幅は、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] 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。「VMware Management Interface での
統計期間の設定（P.87）」を参照してください。[Performance] には以下の情報が表示さ
れます。
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[Read Bandwidth]　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
用するバンド幅です。 

[Write Bandwidth]　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
するバンド幅です。 

[Resources] 欄に表示される値
[Resources] の下に表示される値は、仮想マシンに割り当てられるシステム メモリの
範囲を示したものです。 

[Shares]　全仮想マシンのディスクのバンド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
および Service Console のシェアの総計と比較して決定されます。シェア割り当
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詳細情報は、リソース管理のマニュアル ページ cpu、
diskbw および mem を参照してください。 

[Memory Affinity]　この項目が存在する場合、ESX Server システムが NUMA シス
テムのときに、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 システムの使用（P.387）」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 バンド幅の管理（P.400）」をご覧ください。

仮想マシンのネットワーク設定の構成
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。 

図 3-6.  [Network] タブ
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[Network] タブには、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 カードに割り当てられるリソースが表示されます。受信バンド幅および送
信バンド幅は、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。「VMware Management Interface での
統計期間の設定（P.87）」を参照してください。

[Network] タブにはまた、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。

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 バンド幅がここで指
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
の最大バンド幅を制限します。

ネットワーク トラフィック シェーピングを有効にするには

1 [Network] タブで、[Edit] をクリックします。 

[Network Resource Settings] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 トラフィック シェーピングを有効にするには、[Enable Traffic Shaping] を選択し
てからネットワーク トラフィック パラメータを定義します。

3 [Average Bandwidth] フィールドでネットワーク バンド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。
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4 [Peak Bandwidth] フィールドでネットワーク バンド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 [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、ウィンドウを閉じます。

ネットワークリソースの管理に関する情報は、「Management Interface からのネット
ワーク バンド幅の管理（P.397）」を参照してください。

仮想マシンのハードウェアの構成
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。 

図 3-7.  [Hardware] タブ

[Hardware] タブには、仮想マシン内の仮想ハードウェア（仮想ディスクなどの構成
済みデバイス、FD ドライブや CD-ROM/DVD-ROM ドライブなどの取外し可能デバイ
ス、仮想ネットワーク アダプタ、仮想マシンへの割り当てメモリおよび画面の設定）
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。
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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 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ドライブを構成するには

1 [Hardware] タブの [Floppy Drive] セクションにある [Edit] をクリックします。 

[Floppy Drive] ダイアログ ボックスが表示されます。

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。

3 この仮想マシンをパワー オン時に FD ドライブに接続させる設定にするには、
[Connect at Power On] を選択してください。

4 [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。 

たとえばサーバの 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。

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。

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。
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仮想マシンのDVD/CD-ROMドライブを構成するには

1 [Hardware] タブの [DVD/CD-ROM Drive] セクションにある [Edit] をクリックし
ます。 

[DVD/CD-ROM Drive] ダイアログ ボックスが表示されます。

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] を選択してください。

3 パワー オン時にこの仮想マシンをサーバの DVD/CD-ROM ドライブに接続させる
設定にするには、[Connect at Power On] を選択してください。

4 [Device] リストで [System DVD/CD-ROM Drive] または [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。 

たとえばサーバの 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。

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。

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。
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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
想プロセッサを同時に持つことはできません。

シングル プロセッサで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。「仮想マシンが複数の
仮想プロセッサを使用するように構成（P.64）」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を構成する場合、ESX Server 向け
VMware Virtual SMP 製品を購入する必要があります。この製品に関する詳細は、当社
あるい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を構成するには

1 [Hardware] タブの [Processors and Memory] セクションにある [Edit] をクリック
します。 

[Processors and Memory] ダイアログ ボックスが表示されます。

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。 

2 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。

3 [Processors] リストで仮想プロセッサ数を指定します

4 [Memory] フィールドに仮想マシンに割り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。

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。

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 アダプタを設定できます。設定内容には、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 ドライバなど
があります。

仮想ネットワーク デバイスを選択するには、次のいずれかを選んでください。

vmnic アダプタ　仮想マシンを物理ネットワーク アダプタに接続します。こうす
ることで、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。 
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vmnetアダプタ　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
のはすべて、同一ネットワークに存在することになります。 

このネットワーク接続の場合、自動的にインストールを実行する vlance ドライバ
と、よりよいネットワーク パフォーマンスを提供する vmxnet ドライバのいずれかを
選択します。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 イーサ
ネット カードに接続されている場合に最も顕著です。 

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
割り当てます。 

デバイス名に関連付けられているネットワーク アダプタを判断するには、Service 
Console 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.338）」を参照してください。 

仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタを構成するには

1 [Hardware] タブの [Network Adapter] セクションにある [Edit] をクリックします。

[Network Adapter] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [Network Connection] リストから、仮想マシンで使用す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] リストで [vlance] または [vmxnet] を選択します。

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するには、次の手順に従ってください。
（P.50）」を参照してください。 
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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 SCSI コントローラを構成
仮想マシンの仮想 SCSI コントローラを設定できます。設定内容には、仮想 SCSI コン
トローラ ドライバについてや、SCSI バスを仮想デバイスまたは物理デバイスと共有
させるかどうかについてなどがあります。

仮想マシンの仮想 SCSI コントローラを構成するには

1 [Hardware] タブの [SCSI Controller] セクションにある [Edit] をクリックします。 

[SCSI Controller] ダイアログ ボックスが表示されます。

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 vmxbuslogic または vmxlsilogic から選択します。

ここで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。ドライバが事前にインストールされていないと、ゲストを
起動できません。vmxlsilogic ドライバへの切替については、「仮想マシンが
LSI Logic SCSI アダプタを使用するように構成（P.58）」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。

[Physical]　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]　同じサーバ上の仮想マシンとディスクを共有します。

[None]　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。

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。



運用ガイド

116 VMware, Inc.  

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]　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]　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.269）」を参照してください。

仮想マシンの仮想ディスクを構成するには

1 [Hardware] タブの [Virtual Disk] セクションにある [Edit] をクリックします。 

[Virtual Disk] ダイアログ ボックスが表示されます。
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2 [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 上の物理ディスクではない既存の仮想ディスクのディスク モードは変更で
きます。 

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 Remote Console 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を構成するには

1 [Hardware] タブの [Display] セクションにある [Edit] をクリックします。 

[Display] ダイアログ ボックスが表示されます。

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。

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。
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仮想マシンのGeneric SCSI デバイスを構成するには

1 既存の Generic SCSI デバイスを構成するには、[Hardware] タブの [Generic SCSI 
Device] セクションにある [Edit] をクリックします。 

[Generic Device (SCSI <ID>)] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 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。

3 [Device] ドロップ ダウン リストで適切なデバイスを選んでください。

4 [Virtual SCSI Node] リストで該当する SCSI ID を選択します。

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。

仮想ディスクを仮想マシンに追加
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。

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。



VMware, Inc. 119

第 3章 VMware Management Interface の使用

  

新しい仮想ディスクを仮想マシンに追加するには

1 [Hardware] タブで [Add Device] をクリックしてください。 

[Add Device] ウィザードが起動します。

2 [Hard Disk] をクリックします。 

[Virtual Disk Type] ページが表示されます。
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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。 

次の項目を指定してください。

[Image File Location]　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。

[Image File Name]　ディスク名を入力し、ファイルに .vmdk 拡張子が付
けられているか確認してください。 

[Capacity]　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。

[Virtual SCSI Node]　リストで該当する SCSI ID を選択します。

[Disk Mode]　[Persistent]、[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のい
ずれかをクリックしてください。



VMware, Inc. 121

第 3章 VMware Management Interface の使用

  

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。 

次の項目を指定してください。

[Image File Location]　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。

[Image File Name]　リストから使用する仮想ディスクを選択しま
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。

[Virtual SCSI Node]　リストで該当する SCSI ID を選択します。

[Disk Mode]　[Persistent]、[Nonpersistent]、[Undoable]、[Append] のい
ずれかをクリックしてください。

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
仮想ネットワーク アダプタを追加する前に、仮想マシンをパワー オフしておく必要
があります。
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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

1 [Hardware] タブで [Add Device] をクリックしてください。 

[Add Device] ウィザードが起動します。

2 [Network Adapter] をクリックします。 

すると [Network Adapter] ページが表示されます。

3 仮想マシンのパワー オンの際にこの仮想マシンをネットワークに接続するには、
[Connect at Power On] を選択してください。

4 [Network Connection] リストから、仮想マシンで使用する仮想ネットワーク デ
バイスを選択してください。

5 [Virtual Device] リストから、仮想マシンで使用するネットワーク ドライバ
(vlance または vmxnet ドライバ ) を選択します。
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6 [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。

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。

仮想 DVD/CD-ROM ドライブを追加する前に、仮想マシンをパワー オフしておく必要
があります。

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

1 [Hardware] タブで [Add Device] をクリックしてください。 

[Add Device] ウィザードが起動します。

2 [DVD/CD-ROM] をクリックします。 
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[cdrom] 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をサーバの DVD/CD-ROM ドライブに接続させる
設定にするには、[Connect at Power On] を選択してください。

4 [Device] リストで [System DVD/CD-ROM Drive] または [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。 

たとえばサーバの 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。

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。

仮想 FD ドライブを追加する前に、仮想マシンをパワー オフしておく必要があります。
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新しい仮想 FDドライブを仮想マシンに追加するには

1 [Hardware] タブで [Add Device] をクリックしてください。 

[Add Device] ウィザードが起動します。

2 [Floppy Drive] をクリックします。 

すると [Floppy Drive] ページが表示されます。

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] を選択してください。

4 [Device] リストで [System Floppy Drive] または [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。 

たとえばサーバの 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
Generic SCSI デバイスを追加する前に、仮想マシンをパワー オフしておく必要があり
ます。

新しいGeneric SCSI デバイスを仮想マシンに追加するには

1 [Hardware] タブで [Add Device] をクリックしてください。 

[Add Device] ウィザードが起動します。

2 [Generic SCSI Device] をクリックします。 

[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] を選択してください。

4 [Device] ドロップ ダウン リストで適切なデバイスを選択します（/dev/sga
など）。
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5 [Virtual SCSI Node] リストで該当する SCSI ID を選択します。

6 [OK] をクリックすると、デバイスが追加されます。

テープ ドライブを仮想マシンに追加
仮想テープ ドライブを追加する前に、仮想マシンをパワー オフしておく必要があり
ます。

新しいテープ ドライブを仮想マシンに追加するには

1 [Hardware] タブで [Add Device] をクリックしてください。 

[Add Device] ウィザードが起動します。

2 [Generic SCSI Device] をクリックします。 

[SCSI Device] ページが表示されます。
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3 パワー オン時にこの仮想マシンがサーバの 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] を選択してください。

4 [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

5 [Virtual SCSI Node] リストで該当する SCSI ID を選択します。

6 [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、[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。

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。 

図 3-8.  [Options] タブ

注意 プロセッサ、SCSI コントローラ、仮想ディスプレイなど、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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[Options] タブには、次の一般的な仮想マシン情報が表示されます。

[Display Name]　仮想マシンを判別するのに便利です。

[Guest Operating System]　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]　サスペンド状態ファイルの格納場所 (VMFS ボリューム )。
このファイルは仮想マシンをサスペンドした時に作成されます。このファイルには、
サスペンド時の仮想マシンの状態に関する情報が記録されます。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サフィックスを追加します。

[Enable Logging]　ロギングが有効になっているかを示します。

[Run with Debugging Information]　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に問題が生じた場合、収集された
デバッグ情報を当社サポートに提出していただければ、問題の解決に役立てるこ
とができます。

[System Startup Options]　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。 

[System Shutdown Options]　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。

他のオプションを変更するには、「一般的な仮想マシンの構成オプションを設定
（P.128）」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。「構成ファイルを直接変更してスタートアップおよび
シャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」を参照してください。

仮想マシンのスタートアップおよびシャットダウン オプションの設定
システム起動時の仮想マシンの動作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
およびシャットダウン 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。「スタートアップおよびシャットダウン オプ
ションの設定（P.130）」を参照してください。

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
リュームにしか作成できません。Service Console 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。
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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 Startup]　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]　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。設定時には、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。 

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]　サーバのシャットダウン時の仮想マシンの
シャットダウン動作を設定します。設定時には、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。

[Continue Stopping Other Virtual Machines After]　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。設定時には、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。

これらのオプションはここで個別に設定することもできますし、構成ファイルを直接
修正することもできます。ただし、構成ファイルの修正は上級者以外にはお勧めいた
しません。作業しやすい、ご自分のレベルに合った適切な方法を下記のセクションか
ら選択してください。

スタートアップおよびシャットダウン オプションの設定
スタートアップおよびシャットダウン時の仮想マシンの動作については、それらに対
応したオプションを指定することで設定できます。

スタートアップおよびシャットダウン オプションを構成するには

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] ダイアログ ボックスが表示されます。 

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] を選択し
てください。

3 [Continue Starting Virtual Machines After ] リストで、適当な時間（分）を選択する
か、ESX Server を待たせずに次の仮想マシンを起動させるかを選択してください。 

[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。
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4 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] を選択してください。 

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、が次の仮想マシンを起動します。

5 [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。

6 [Continue Stopping Other Virtual Machines After list] リストで、適当な時間（分）
を選択するか、ESX Server を待たせずに次の仮想マシンを起動させるかを選択し
てください。 

リストに表示されていない待ち時間（分）を指定するには、[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。

7 [OK] をクリックして設定を保存します。

8 [Close Window] をクリックして仮想マシンの [Options] タブに戻ります。

構成オプションのいずれかを変更するには

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。 

[Options Configuration] ダイアログ ボックスが表示されます。 

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。
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構成ファイルを直接変更してスタートアップおよびシャットダウン オプショ
ンを設定 ( 上級者用 )
構成ファイル以外からは Management Interface 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、変更するには、[Options] ダイアログ ボックスから仮想マシ
ンの構成ファイル（.vmx 拡張子が付いたファイル）を編集します。 

たとえば仮想マシンの反復レジュームを有効にする場合、「オプションを構成ファイ
ル (.vmx) に追加するには（P.133）」を参照してください。

構成ファイルを変更する前に、かならず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 ユーザーなど）として Management 
Interface にログインしてください。

要注意 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当社
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。
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オプションを構成ファイル (.vmx) に追加するには

1 [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックします。

[Options] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [Add] をクリックします。

3 オプション名を入力してから [OK] をクリックします。

たとえば、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 オプションの値を入力してから [OK] をクリックします。
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たとえば、resume.repeatable の値を TRUE に設定します。

5 [Options] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、変更を構成ファイルに保存
します。

オプションを構成ファイル (.vmx) で変更するには

1 [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックします。 

[Options] ダイアログ ボックスが表示されます。

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。
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3 [OK] をクリックして変更を保存し、[Options] ダイアログ ボックスを閉じます。

接続中ユーザーの一覧を表示
Remote Console 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。 

図 3-9.  [Users and Events] タブ：Remote Console 接続とアクセス権

[Remote Console Connections] 欄の一覧では、Remote Console 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 (Allowed)、拒否 (Denied) のいずれかが表示されます。

仮想マシンのステータスの確認

仮想マシンの構成の変更

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。 

図 3-10.  [Users and Events] タブ : イベント

[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。デフォルトの仮想マシンのディレクトは、<homedir>/VMware/<guestOS> です。

Management Interface 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
トによっては、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。 
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　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。

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、Management Interface から確認、変更できます。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。 

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.137）

仮想マシンで物理 (Raw) ディスクを使用（P.138）

仮想マシンでパラレル ポートを使用（P.139）

仮想マシンでシリアル ポートを使用（P.140）

ディスク モードの使用（P.141）

仮想マシンに SCSI 仮想ディスクを 6個以上追加
VMware Management Interface 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 Management Interface 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] をクリックします。[Add Device] をクリック
し、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 個追加で作成可能で
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。 

要注意 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。
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8 - 15 個の SCSI ディスクを追加するには

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。 

3 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。

4 [Add] をクリックします。 

5 scsi0:8.nameというオプションを作成し、その値を
<vmfsname>:<diskfilename>.vmdk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。

6 [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.115）」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場
合があります。これは、たと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。
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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.118）」の手順に従って追加します。この際、[System 
LUN/Disk] ディスクをクリックしてください。 

仮想マシンでパラレル ポートを使用
仮想マシンは、物理マシンの適切なポートに仮想マシンのパラレル ポートが接続さ
れている状態で構成する必要があります。

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

1 物理コンピュータを再起動し、BIOS の設定を開始します。 

通常は、マシンの起動中に F2 キーまたは 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、 双方向

（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 と入力して、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してスタートアップおよびシャットダ
ウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」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るには、構成
ファイルに config.version = 6 の行があるかどうか探してください。 
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ESX Server 1.5.x. 以降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
存在しています。仮想マシンが ESX Server 1.0 または 1.1 で作成されており、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。

5 Remote Console を使って仮想マシンを起動します。 

その際、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。Remote Console で仮想マシンに接続し、Remote 
Console 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。

6 ブート開始時に Remote Console 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 設定画面が表示されます。 

7 [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に設定してください。

これで、仮想マシンがドングルなどのパラレル ポート デバイスを使えるように
なります。

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 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してスタートアップおよびシャットダウン オプションを設定 ( 上
級者用 )（P.132）」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。

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] をクリックします。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。表示
されるすべてのメッセージに応答してください。

注意 パラレル ポートには、一度に１つの OS しか接続できません。複数の仮想マシンが一
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。
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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 ポートを構成できます。

仮想マシンの実行中は、Remote Console 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できます。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して
スタートアップおよびシャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」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オプションの値を falseに変更します。

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代
わります。たとえば、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して
スタートアップおよびシャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」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。

ディスク モードの使用
ESX Server では、4 つのモード（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。 

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。
複数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。 
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Nonpersistent　Nonpersistent モードのディスクへ変更を加えた場合、仮想マシ
ンをパワー オフするとすべて破棄されます。 

Undoable　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。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。Append モードでも
Redo ログは管理されますが、仮想マシンをパワー オフしたときに、変更を反映
するかどうかの選択画面は表示されません。変更はすべて継続的に 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。詳細は、「vmkfstools の使用（P.269）」をご覧ください。

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.115）」を参照してください。 

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 ユーザーまたは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）も削除されます。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 ファイルおよび 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。

ホスト上で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。 また、それらを後で使用するように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 ファイルなど
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。

仮想マシンを削除するには

1 VMware Management Interface 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 ターミナル アイコン ( ) の右にある矢印をクリックし、仮想マシンのメニュー
にアクセスします。
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3 [Delete Virtual Machine] を選択します。

[Confirm: Deleting <Virtual Machine>] ダイアログ ボックスが表示されます。ま
た、削除予定のファイルもすべて一覧表示されます。 

4 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。 

5 仮想マシンを削除するには、[Delete Selected Files] をクリックしてください。 

[Confirm: Deleting <Virtual Machine>] ダイアログ ボックスが閉じます。また、そ
の仮想マシンは Management Interface に表示されなくなります。

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.353）」を参照してください。

VMware ESX Server の構成
特定の VMware ESX Server の設定を構成するには、[Status Monitor] から [Options] タ
ブをクリックしてください。

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。

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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図 3-11.  [Options] タブ

これらのオプションを使用することで、ESX Server を構成します。これらの各リンク
に関する情報は、「ESX Server の管理（P.197）」を参照してください。

[Status Monitor] に戻るには、[Status Monitor] タブをクリックしてください。

VMware Management Interface からログアウト
VMware Management Interface からログアウトする準備が整ったあと、[Status 
Monitor] か [Options] タブで [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。ログアウトしても、ホスト上の仮想マシンや Management 
Interface から開いた Remote Console 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。 

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。
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Apache Web サーバとManagement Interface
VMware ESX Server に、Apache サーバを VMware Management Interface でインス
トールします。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、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

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、
Remote Console 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、Remote 
Console 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 から
VMware Remote Console を起動する場合は、Remote Console プログラムの 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、
Remote Console 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 MIME タイプは、次のように設定します。

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、以下の短いバッチ ファイルを作成します。
VMwareConsole-helper.bat 

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
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Linux ホストの場合、以下の短いシェル スクリプトを作成します。
VMware-console-helper.sh 

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. 

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。

3 ブラウザから、管理対象のサーバに接続します。 

4 Remote Console に表示する仮想マシンのターミナル アイコン ( ) をクリックし
ます。 

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。 

5 [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] フィールドに以下のパスを入力します。 
VMwareConsole-helper.bat または VMware-console-helper.sh

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 Remote Console が起動するよう
にブラウザが設定されます。 

仮想マシンの構成ファイルを直接編集
仮想マシンの特定の構成オプションは、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。「構成ファイルを直接変更してスタートアップおよびシャットダ
ウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」を参照してください。

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.
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Service Consoleのテキスト 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。

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、仮想マシンの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 に割り当てます。
同様に、Windows 2003 Server ゲストには LSI Logic SCSI 仮想アダプタが割り当てられ
ます。

このようなデフォルト設定は、Management Interface でその仮想マシンの構成
ファイルを編集することで変更できます（「構成ファイルを直接変更してスタート
アップおよびシャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )（P.132）」の手順に
従ってください )。

デフォルト設定は、次のように変更します。

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。 

たとえば、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] ペインを閉じます。

BusLogic または 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。

たとえば、Linux OS 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。

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。 



運用ガイド

148 VMware, Inc.  

VMware Management Interface のファイル マネージャを
使用

VMware Management Interface を使えば、VMware ESX Server マシンのファイル シス
テムをリモートで管理できます。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 
マネージャを使用するには、Management Interface の [Status Monitor] または
[Options] タブから [Manage Files] をクリックしてください。 

図 3-12.  ファイル マネージャ

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。

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。

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] または [Refresh] を選択してください。
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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選択し、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。

ファイルまたは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
ルまたはフォルダを同じフォルダに貼り付けると、元のファイルの名前の前に
copy_of_ が付いた、新しいファイルまたはフォルダが作成されます。また、その
ファイルまたはフォルダを選択し、[Edit Properties] を使用して名前を変更できます。

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など、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 Service Console 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またはエクスポートを行い、フォー
マットを正しく変換します。そのため、2GB 以上の仮想ディスクを VMFS ディスクか
ら移動したり、Service Console 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。 

表 3-2.  フォルダとファイル アイコン

アイコン 解説

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、その仮想マシンの [Edit Configuration] ペー
ジが表示されます。

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。 

VMware 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、Service Console 上のファイルセットであることを意味します。 

VMFS ボリュームを意味します。

注意 ファイルが 2 GB 以上の場合、Management Interface 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、情報がまったく表示されないことがあります。そのた
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.269）」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。

図 3-13.  [Change Name and Permissions] ダイアログ ボックス

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すべてに対するアクセ
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。

次のリストを使用して変更してください。

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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図 3-14.  ファイルの変更設定

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 は、仮想マシンの構成ファイル (.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解除に、読み
取り、書き込みおよ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解除

（P.152）」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。 

たと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。 

注意 Remote Console 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。
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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 Remote Console 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、Remote Console を使用できなくなり
ます。

仮想マシンの登録と登録の解除
ESX Server では、VMware Remote Console や VMware Management Interface 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。Management Interface 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 Service Console の設定を変更し
なければなりません。「ESX Server 上で多くの仮想マシンを実行（P.155）」を参照し
てください。

仮想マシンを登録すると、Management Interface や、Remote Console 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。

他のサーバやヴイエムウェア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.63）」を
参照してください。

仮想マシンが不要であれば登録を解除することができます。サーバに 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。登録を解除された仮想マシンは Management Interface に表示
されなくなり、Remote Console から接続できなくなります。

仮想マシンの登録や登録の解除には、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。 
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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
バや別のヴイエムウェア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。

仮想マシンを登録するには

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、
Management Interface にログインします。

2 [Status Monitor] で [Manage Files] をクリックしてください。 

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] ペインが表示され、仮想マシンが登録されて
いないことを告げてきます。

4 [register] リンクをクリックしてください。 

注意 Management Interface を使用する場合、root ユーザーしか仮想マシンの登
録、登録の解除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、登録の解除の作業を行うことが
できます。
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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。 

登録した仮想マシンが [Status Monitor] に表示されます。以降、Remote Console
を使ってその仮想マシンに接続できます。

仮想マシンの登録の解除
登録した仮想マシンはリモートでアクセスと管理を行うことができます。リモートに
よる管理を実行させない場合、仮想マシンの登録を解除する必要があります。

仮想マシンの登録を解除するには

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、
Management Interface にログインします。

2 [Status Monitor] 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ます。 

3 [Unregister Virtual Machine] をクリックしてください。 

[Virtual Machine Registration] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ウィンドウの [Unregister] リンクをクリックし、仮想マシンの登録を解除します。

仮想マシンが [Status Monitor] 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には、一部の Service Console の設定を
変更する必要があります。設定を変更すれば Service Console により多くの CPU、メ
モリ リソースを提供できるため、仮想マシンを増やして負荷が重くなる場合でも
ESX Server をより効率的に実行することができます。

Service Console の予約メモリを増加
Service Console のメモリを増加させると、稼働させる仮想マシンの数を増やしたと
きに、Service Console をより効率的に動作させることができます。

Service Console のメモリの割り当てを増加させるには

1 Management Interface に root の権限でログインしてください。

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 512 MB に増やしてください。ただし 800 MB （最
大推奨設定値）は超えないようにしてください。

4 [OK] をクリックして変更を保存します。

5 [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.393）」を参照してください。

Management Interface 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 および
httpd プロセスの優先順位を上げて、必要な CPU リソースを Management Interface
に割り当ててください。 

VMware-serverd および httpd プロセスの優先順位を上げるには

1 Service Console 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)] を押し
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。 

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、VMware 
Management Interface か Service Console 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。
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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> 

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 にログインできることと、仮想マシンの正しい情
報が表示されていることを確認し、次の手順に進みます。 

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
Apache プロセス、VMware-authd プロセス、VMware-serverd プロセス、Service 
Console で使用できる CPU リソースのデフォルトのパラメータを
/etc/VMware/config ファイルから変更できます。

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 24 MB 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。ただし、登録済みの仮想マシンが 80 台を超えた（最大 200 台）場合、Apache
のメモリがなくなってしまう可能性があります。その場合、
/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 がシャットダウンします。

Apache プロセスに対するメモリを増加するには

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 36 MB を指します（36 x 1024 x 1024）。 

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。
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2 Apache サーバを再起動してください。

/etc/rc.d/init.d/httpd.VMware restart

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。

大量の CPUを消費する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実行する場合、
Service Console のシェアを 10000 に増加させてください。

VMware Management Interface から Service Console のシェアを増加させるには

1 VMware Management Interface に root の権限でログインしてください。

2 [Options] タブをクリックしてから [Service Console Settings] をクリックします。

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。

注意 この値を増加させると、Apache プロセスが Service Console 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。

注意 VMware-serverd を再スタートするには、ESX Server を再起動するか、Service 
Consoleroot 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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Management Interface が応答しない場合は、この変更を Service Console で行ってく
ださい。

Service Console から Service Console のシェアを増加させるには

1 Service Console に root の権限でログインしてください。

2 cat /proc/VMware/sched/cpu と入力してください。

3 下記のように name 欄で console と記載されている行を見つけてください。 

例 :

4 echo コマンドを使って、Service Console 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Management 
Interface 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て、[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 24 MB のメモリを使います。上記のようなエラーは、このメモリ容量が仮想
マシンの数に対して十分でない時に引き起こされている可能性あります。 

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。以下のコマンドを使用して Apache サーバを再起
動してください。

/etc/rc.d/init.d/httpd.VMware restart 

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。

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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仮想マシン上の個々のファイルを復元（たと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など）

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を選択できます。これらのアプ
ローチを組み合わせて使用すれば、仮想マシンに対する最高のデータ保護になります。

テープ ドライブを VMware ESX Server で使用
ここでは、仮想マシンと Service Console 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。Management Interface では、Service Console または 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
トローラを割り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 コントローラを割り当てなければなりません。

サーバの SCSI コントローラの割り当て設定は、Management Interface で確認できま
す。[Status Monitor] 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。

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上にある場合と
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、ネットワークまたはテープ ドライブに直接ア
クセスするように構成します。 

仮想マシン内からのバックアップすることで、次のようにデータを細かいレベルでリ
カバリできます。

個別のファイルごとにファイル 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 

要注意 サーバに 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 Service Console が実行されている場合、その
コントローラをテープ ドライブを接続するために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。

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。
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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 ソフトウェ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.127）」を参照してください。

Service Console 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、Service Console もバックアップしておく方法があり
ます。このアプローチを選択すると、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ます。 

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。特定のデータの復元は、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、実行する
必要があります。

次のセクションでは、物理コンピュータあるいは Service Console 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。

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 2.5 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。このようにすることで、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、このアプローチを採用することができます。

スクリプト API に関する情報は、http://www.VMware.com/support/developer/ にある
VMware Scripting API 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 と組み合わせて（「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

http://www.vmware.com/support/developer/
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（P.160）」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 サブシステムを構成して、ローカルまたはリモートにあ
る別のサブシステムにデータをレプリケーション、つまりミラーすることができま
す。このようなレプリケーションは、下記のように、同期的あるいは非同期的に行う
ことができます。

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。

同期的にレプリケーションを行うことで、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。

非同期的にレプリケーションを行うことで、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。 

これらのハード 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、これらのアプローチ
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。
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注意 VMware ESX Server 上の Service Console によるレプリケーションには、ソフトウェア
によるリモート ミラーリング 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 OS に多いためです。
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VMware Remote Console（リモート コンソール）を使用して、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管理ワークステーション
から開くことができます。 本章では、VMware Remote Console の使用に関して説明し
ます。

Remote Console の起動（P.164）

Remote Console を使って仮想マシンの実行（P.165）

仮想マシンの特殊な電源オプション（P.165）

VMware Tools の設定（P.167）

仮想マシンに新しいソフトウェアをインストール（P.172）

切り取り、コピー、貼り付け（P.173）

仮想マシンのサスペンドとレジューム（P.173）

仮想マシンのシャットダウン（P.174）

Remote Console の使用
VMware Remote Console は、Windows XP、Windows 2000、Windows NT および
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.74）」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 Remote Console 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 Remote Console を接続可能です。 

VMware Remote Console の
使用 4
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Remote Console の起動
リモート ワークステーション上のオペレーティング システムに該当する手順を選択
します。

Windows で Remote Console を起動するには 

1 Remote Console プログラムを起動します。

[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Remote Console] を選択してく
ださい。 

2 ダイアログ ボックスのフィールドに次の仮想マシンに接続するための情報を入
力します。

ホスト名（または IP アドレス）

ユーザー名 

パスワード 

3 [Connect] をクリックしてください。

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。 

4 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。

Linux で Remote Console を起動するには

1 Remote Console プログラムを起動します。

vmware-console 

2 ダイアログ ボックスのフィールドに次の仮想マシンに接続するための情報を入
力します。 

ホスト名（または IP アドレス）

ユーザー名 

パスワード 

3 [Connect] 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 VMware Management Interface（管理インターフェイ
ス）から Remote Console を起動する場合、Internet Explorer で設定する必
要があります。 「暗号化サーバ上で Management Interface から Remote 
Console を起動（P.88）」を参照してください。
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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。 

4 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の実行 
Remote Console 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。

図 4-1.  仮想マシンがパワー オフされている時 

図 4-2.  仮想マシンがパワー オンされている時 

図 4-3.  仮想マシンがサスペンドされている時 
a

仮想マシンの特殊な電源オプション
VMware Tools が稼働中の時、仮想マシンの電源状態が変更されるたびにスクリプト
を実行するよう設定できます。 つまり、仮想マシンがパワー オン、パワー オフ、サ
スペンド、またはレジュームの時にスクリプトを実行することができます。「仮想マ
シンの電源操作時にスクリプトを実行（P.76）」を参照してください。

注意 図 4-1 および図 4-3 は、Windows 管理ワークステーションで実行されている Remote 
Console のツールバーです。 Linux 管理ワークステーションで Remote Console 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。 
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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」することができます。 

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」するか、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」ことができます。

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、メニュー項目が使用できない
ことがあります。 たとえば、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、Remote Console から次のオプションを選択できます。

[Power On Virtual Machine]　Remote Console 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]　Remote Console 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、次のオプションから選択します。

[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、仮想マシンをパワー オフします。 

[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、次のオプションから選択します。

[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、次のオプションから選択します。

[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、次のオプションから選択します。

[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が利用可能です。

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。

VMware Tools のオプション設定
[Options] タブで、時刻同期と VMware Tools のアイコン表示について設定します。
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図 4-4.  [VMware Tools Properties] - [Options] タブ

[Time synchronization]　ゲストOSの時刻をService Consoleの時刻に同期させる
かどうかを指定します 。

タスクバーのVMware Toolsの表示　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]）。

注意 ゲスト OS と Service Console 間の時刻同期は、ゲスト OS の時刻が Service 
Console より遅れている場合のみ可能です。
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VMware Tools でデバイスを接続
[Devices] タブでは取り外し可能デバイスの接続と切断ができます。

図 4-5.  [VMware Tools Properties] - [Devices] タブ

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 Remote 
Console 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。
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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。 

図 4-6.  [VMware Tools Properties] - [Scripts] タブ

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、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。 

実行するスクリプトの設定

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 次のいずれかを行ってください。

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。

表 4-1.  電源状態のデフォルト スクリプト

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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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。 この操作は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。たとえば 、4 GB の仮想ディスク用 .vmdk ファイルは、
4 GB のディスク スペースを占めることになります。 

GSX Server は、異なった動作をします。 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。 

図 4-7.  [VMware Tools Properties] - [Shrink] タブ

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
クリックします。 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。 
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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 
Tools のバージョンと一致するかどうかを確認できます。 サポートを依頼する時
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 

当社 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、あるいは ISO またはフ
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。

Windows ゲスト OSにソフトウェアをインストールするには、次を実行してくだ
さい。

1 仮想マシンを起動し、必要があればログインします。 

2 [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。 

3 インストール用の CD-ROM かフロッピー ディスクを該当するドライブに挿入し
ます。 

注意 仮想ディスクを（VMware Management Interface 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(.vmdk) 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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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。 

4 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 [ プロ
グラムの追加と削除 ] をダブルクリックします。

5 次に [ インストール ] 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 OS 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。

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。 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。 

仮想マシンは、次の 2 つの方法でサスペンドできます。 

Remote Console 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 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。 図 4-8 を参照して
ください。
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図 4-8.  仮想マシンがサスペンドされている時

サスペンドした仮想マシンは、次の 2 つの方法でリストアできます。 

Remote Console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。 

VMware Management Interface 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。 
「反復レジュームを有効にする（P.96）」を参照してください。

仮想マシンのシャットダウン
仮想マシンをシャットダウンするには、OS をシャットダウンするのと同様にゲスト
OS をシャットダウンします。 OS が終了すると、仮想マシンはシャットダウンします。
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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.175）

Service Console 向けに DHCP を使用（P.176）

Service Console の管理（P.176）

ユーザー認証およびセキュリティ機能（P.190）

ESX Server でデバイスを使用（P.193）

ユーザーが VMware Remote Console から仮想マシンを閲覧できるように設定
（P.195）

VMware Service Console の特長 
VMware Service Console は、仮想マシンの起動と管理に使用されます。 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 です。 VMkernel で管理で
きるように修正が加えられています。 

Service Console 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。 auth 以外の大部分のネットワーク サービスは無効になっています。Service 
Console 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 および FTP の
設定を変更することができます。

VMware Service Console の  
使用 5
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Service Console 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。 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、Service Console で負荷の高いワークロードを実行しないでください。 

Service Console 向けに DHCP を使用 
Service Console には、静的 IP アドレスの使用を推奨いたします。 DNS サーバがコン
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、
Service Console 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、Service Console の数値 IP アドレスを自分で決定し、Management 
Interface 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します。 

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。 DNS サーバがホスト名の変換を処理できない
場合を除き、Service Console に DHCP を使用することはお勧めいたしません。 

Service Console の管理
このセクションでは、Service Console で使用する可能性が高いコマンドを紹介しま
す。 一部は、ESX Server に特有のコマンドです。 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 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
Service Console 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、「ユーザー認証およびセキュリティ機能（P.190）」を参照してください。

Service Console で使用するほとんどのコマンドは、マニュアル ファイル（マニュア
ル ページ）で詳しい使用方法を確認することができます。 コマンドのマニュアル 
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。「Service Console のコマンドに関するヘルプ（P.189）」を参照し
てください。

要注意 Service Console に割り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、Service Console に静的 IP アドレスが
必要となります。 
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Service Console 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。

「VMkernel ネットワークカードの確認（P.338）」を参照してください。

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。 

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。 

オプション 説明

-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

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。
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<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、Management Interface 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方法の詳細は、「vmkfstools の使用（P.269）」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
Service Console 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み込み
VMkernel にデバイス ドライバとネットワーク シェーパ モジュールを読み込むには、
プログラム vmkload_mod を使用します。 また、vmkload_mod はモジュールのアン
ロード、読み込み済みモジュールの一覧表示、および各モジュールで利用できるパラ
メータの一覧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> 

「VMkernel モジュール ローダ（P.258）」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
Linux や Unix で利用できるコマンドの多くは、Service Console 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.189）」か Linux の参
考書をご覧ください。



VMware, Inc. 179

第 5章 VMware Service Console の 使用

  

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。 実行するためには root としてログ
インする必要があるタスクもあります。表 5-1 に Service Console で使用できる一般
的な Linux コマンドが記載されています。
 

表 5-1.  Service Console で使用される Linux コマンド

コマンド 説明と解説

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
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 oldfile という名前を持ち、/home/user に保存され
ます。

ln １個のファイルまたは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。 アスタリスク（*）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。
ls /home/user
ディレクトリ /home/user のファイルを一覧表示します。
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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
/home ディレクトリの下に、newdir という名前のディレクトリを新しく作成
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 のファイル名を変更します。 新しいファイル名は、yourfile です。

pwd 現在の作業ディレクトリへのパスを表示します。

rm ファイルを削除します。
rm deadfile
deadfile というファイルをカレント 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。

表 5-1.  Service Console で使用される Linux コマンド（続き）

コマンド 説明と解説
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ファイルの検索と表示
表 5-2 には、ESX Server Service Console でも使用できる、ファイルの検索と表示を行
うための一般的な Linux コマンドが記載されています。

表 5-2.  Service Console で使用される Linux コマンド

コマンド 説明と解説

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。 アスタリスク（*）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は必ず必要なわけではありませんが、findコマンドの進歩状態を確
認するのに便利です。 -print を使用しないと、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 を実行する 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）。
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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（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。

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。

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。

表 5-3.  Service Console で使用される Linux コマンド

コマンド 説明と解説

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。

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。
du -h $HOME
ユーザーのホーム ディレクトリが使用しているディスク スペースをファイル 
サイズを示す用語で表示します。

表 5-2.  Service Console で使用される Linux コマンド（続き）

コマンド 説明と解説
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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 を使用してください。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および各ファイル 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。
vdf -h
空き容量をファイル サイズを示す用語で表示します。

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 すべてのネットワーク デバイスに関するネットワーク インターフェイス構成
情報を表示します。 vmkernel に割り当てられた NIC は vmnic<N> と表示され
ます。この N は NIC の数を示します（vmnic0、vmnic1 など）。

insmod 実行中のカーネルに読み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 という名前の読み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 読み込み済みモジュールをすべて一覧表示します。 

lspci Service Console 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。

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
うディレクトリがすでに存在している必要があります。

表 5-3.  Service Console で使用される Linux コマンド（続き）

コマンド 説明と解説
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ファイルのアクセス権と所有者の設定
Service Console 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。 例 5-1 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

例 5-1.  ファイルのアクセス権

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 ユーザー（su）の権限が必要です。

ps 実行中のプロセス名、プロセス ID など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。

表 5-3.  Service Console で使用される Linux コマンド（続き）

コマンド 説明と解説
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例 5-1 では、ディレクトリ一覧の最初の 2 行が d という文字で始まっており、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。 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。 

アクセス権
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
で確認できます (-rwxr-xr--)。 所有者に対するアクセス権が、最初に指定されていま
す。 rwx（読み取り、書き込み、および実行）です。 グループ User の他のメンバーに
対するアクセス権は r-x（読み取りおよび実行）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。

ファイルへのアクセス権は、表 5-4 にあるように chmod コマンドで変更することが
できます。 アクセス権を指定する方法の 1 つに、数値による略記法を使用する方法が
あります。

読み取り = 4

書き込み = 2

実行 = 1

設定するアクセス権に相当する数値の和を使って、アクセス権を組み合わせて指定す
ることも可能です。 たとえば、読み取りと実行は 5、読み取り、書き込みおよび実行
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。

また、前述の長いディレクトリの一覧表示に示されている次の略記号を使用して指定
することによって、アクセス権を追加または削除できます。

読み取り = r

書き込み = w

実行 = x
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変更するアクセス権のセットを略記号を使って識別します。

ユーザー = -u

グループ = g

その他 = o

すべて = a

表 5-4 アクセス権とコマンドの一覧表示
.

表 5-4.  アクセス権と所有のコマンド

コマンド 説明と解説

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。
chmod g+x /usr/local/bin
グループに属する他のユーザーに変更が反映するように、全ファイルへのア
クセス権を usr/local/bin で変更します。

chown 指定したファイルの所有者を変更します。 ファイルの所有者とグループを同
時に変更します。
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
表 5-5 には、ESX Server Service Console でも使用できる、ユーザー名の切り替えを行
う一般的な Linux コマンドが記載されています。

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 仮想化レイヤーの実行
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。

表 5-5.  ユーザー名の切り替えコマンド

コマンド 説明と解説

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、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。

注意 この情報の大部分は、VMware Management Interface（管理インタフェース）を使っ
ても確認できます。 この Management Interface で情報を確認することをお勧めしま
す。 ESX Server で発生した問題を解決するために当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。
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要注意 proc インターフェイスでは、次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 からの CPU リソースの管理（P.364）

Service Console からメモリ リソースを管理（P.381）

手動での NUMA 最適化（P.390）

Management Interface からディスク バンド幅を管理（P.402）

Service Console からディスク バンド幅を管理（P.404）

注意 /proc/VMware 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。

表 5-6.   procファイル システムのエントリと説明

/proc/VMware のエ
ントリ 解説

chipset 割り込みコントローラの状態

config VMware Management Interface 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.399）」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.373）」を参照して
ください。

移行 今後使用するために予約

net 仮想 NIC およびボンドデバイス向けの構成と統計。 「物理アダプタ
のバインド（P.346）」を参照してください。

pci システム内の PCI アダプタの状態（その種類およびパーティション
状況）

procstats /proc/VMware ディレクトリの統計
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Service Console のコマンドに関するヘルプ
Service Console で使用するほとんどのコマンドは、マニュアル ファイルで詳しい使
用方法を確認することができます。 コマンドのマニュアル 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。  

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.379）」および「メモリ共有（P.394）」を参照してく
ださい。

rpcstats RPC（remote procedure call）に関する統計

sched メモリおよび CPU に関するスケジューラの統計

scsi SCSI デバイスおよびストレージ 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

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

表 5-7.  manコマンド

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 -f cat
cat コマンドの簡潔な説明を表示します。

表 5-6.   procファイル システムのエントリと説明（続き）

/proc/VMware のエ
ントリ 解説
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ユーザー認証およびセキュリティ機能 
ここでは、次の点について説明を行います。

ユーザーの認証（P.190）

デフォルトのアクセス権（P.192）

管理アクセスで使用する TCP/IP ポート（P.192）

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 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場合もあります。 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.192）」を参照してください。

ユーザーの認証
VMware ESX Server では、Remote Console および VMware Management Interface 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
するように簡単に設定することもできます。 

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。 構成ファイルへアクセスは、次のように制限されます。 ユーザーは、次
のアクセス権を持つ必要があります。



VMware, Inc. 191

第 5章 VMware Service Console の 使用

  

VMware Management Interface 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場合は、その構成ファイルに対する読み取りアクセス権 

Service Console 上で Local Console 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場合は、構成ファイルに対する読み取りアクセス権 

VMware Perl APIかManagement Interfaceを使ってRemote Console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）する場合は、
その構成ファイルに対する読み取りおよび実行のアクセス権 

Management Interface の [Configure VM] ページを使って構成を変更する場合は、
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 

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、VMware Management Interface にも表示されます。 [Status Monitor] ページに一覧
表示されている仮想マシンは、vm-list に登録され、ユーザーがその構成ファイル
への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 および VMware Management Interface 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。

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、Management Interface 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なく、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。

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。

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、VMware 
Management Interface でエラーが生じることがあります。



運用ガイド

192 VMware, Inc.  

VMware Management Interface の証明書は /etc/VMware-mui/ssl に保存する必要が
あります。 Management Interface の証明書は、次の 2 つのファイルで構成されます。 
証明書本体（mui.crt）と秘密鍵ファイル（mui.key）です。 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。

Management Interface をアップグレードする場合、証明書はそのまま残ります。 
Management Interface を削除しても、/etc/VMware-mui/ssl ディレクトリは
Service Console から削除されません。 

デフォルトのアクセス権 
VMware ESX Serve 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アクセス権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
管理するために、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
更しなくてはならない場合もあります。 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 や VMware Remote Console を使用する際の主要ポー
トは、HTTP または 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。

セキュリティレベル：高
高いセキュリティ レベルで使用されるポート番号とその使用法は次のとおりです。

443　VMware Management Interface が使用する HTTPS

902　Remote Console で接続する場合に使用する VMware-authd

22　Service Console へのセキュア シェル接続に使用する SSH

注意 GSX Server との互換性のために、TCP ポート 8222 および 8333 は TCP ポート 80 また
は 443 への HTTP 転送として処理されます。
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セキュリティレベル：中
中程度のセキュリティ レベルで使用されるポート番号とその使用法は次のとおりです。

443　VMware Management Interface が使用する HTTPS

902　Remote Console で接続する場合に使用する VMware-authd

22　Service Console へのセキュア シェル接続に使用する SSH

23　Service Console への非セキュア シェル接続に使用する Telnet

21　他のマシンとの間でのファイルの転送に使用する FTP

111　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
低いセキュリティ レベルで使用されるポート番号とその使用法は次のとおりです。

80　VMware Management Interface が使用する HTTP

902　Remote Console で接続する場合に使用する VMware-authd

22　Service Console へのセキュア シェル接続に使用する SSH

23　Service Console への非セキュア シェル接続に使用する Telnet

21　他のマシンとの間でのファイルの転送に使用する FTP

111　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

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 テープおよびメディア 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。

「テープ ドライブを仮想マシンに追加（P.127）」を参照してください。
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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もサ
ポートしています
/etc/VMware/VMware-device.map.local. 

VMware-device.map.local を変更すると、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
読み込み時に読み取ります。

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 のアンロードまたはロードを行う必要
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。 

ディスク コントローラの検出
vmkpcidivy コマンドを使用し、ESX Server が認識する物理ディスク コントローラお
よびリンクされているデバイス名を Service Console に一覧表示します。 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ると、ESX Server 構成の詳細情報
も報告されます。 

たとえば、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
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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。

ストレージ アダプタを変更する場合
ESX Server システムでストレージ アダプタを変更する場合は、適切なカーネル モ
ジュールが読み込まれるよう、vmkpcidivy ユーティリティを実行します。

ストレージ アダプタの変更後にユーティリティを実行するには、次のステップを実
行します。

1 新しいハードウェアのインストール後に、ESX Server システムを Linux モードで
再起動します。 

2 次のように入力し、vmkpcidivy を実行します。 

    vmkpcidivy -i

3 ESX Server システムを再起動します。

ユーザーが VMware Remote Console から仮想マシンを閲
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、Remote Console 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。 読み
取りのアクセス権しか持たないユーザーにもアクセスを許可するには、次のグローバ
ル構成設定を使用します。

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、
読み取り権しか持たないユーザーが Remote Console 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
シンごとにこの設定を変えることはできません。
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6

ESX Server の設定オプションは、VMware Management Interface（管理インターフェ
イス）に root の権限でログインして、[Options] タブをクリックして変更できます。 
変更可能な設定や実行可能なアクティビティとして、スタートアップ プロファイル
の更新、ストレージおよびネットワーク設定の構成、その他のサーバ オプションの
構成などが挙げられます。

インストール時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』を参照してください。

ここでは、構成の変更オプションをまとめて解説していきます。

スタートアップ プロファイル（P.198）

ネットワーク接続（P.198）

ユーザーとグループ（P.203）

セキュリティ設定（P.206）

SNMP 構成（P.207）

ライセンスおよびシリアル番号（P.207）

ストレージ管理（P.208）

詳細設定（P.217）

Service Console の設定（P.218）

システムログと可用性レポート（P.222）

仮想マシンのスタートアップおよびシャットダウン（P.230）

ESX Server の管理 6
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サーバの再起動とシャットダウン（P.236）

スタートアップ プロファイル
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Startup Profiles] オプション
を利用して、ESX Server のブート構成を作成および変更します。 各構成は、デバイス
の割り当て方法を指定できます。 たとえば仮想マシンや Service Console に割り当て
る、または両者間で共有するよう割り当てることができます。

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 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 と仮想マシンに割り当てるの
か、あるいは Service Console に割り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 
プロファイルを使用します。 ハイパースレッディングにより、ESX 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 スレッディングの使用（P.362）」を参照してください。

ハイパースレッディング システム上で ESX Server を実行する際にアドミニストレー
タが経験するであろう違いと、ハイパースレッディング システム上で ESX Server の
パフォーマンスを最適化するための上級アルゴリズムおよび構成オプションに関する
詳細は、http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html にある

『HyperThreading Support in VMware ESX Server 2.1』を参照してください。 

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
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Network Connections] オプ
ションを利用して、ネットワーク接続を構成します。 

図 6-1.  [Virtual Switches] タブ : ネットワーク接続

http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html
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仮想スイッチの作成および変更
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。 

仮想スイッチの作成

1 VMware Management Interface に 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 [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] ダイアログ ボックスが現れ、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] リストから、新しいスイッチに割り当てるアダプタを
選択してください。 

5  [Other Outbound Adapters] リストから、新しいスイッチに割り当てるアダプタ
を選択してください。

このリストには、他のスイッチに現在割り当てられているアダプタが一覧表示さ
れます。 

6 [Create Switch] をクリックして新しい仮想スイッチを作成したら、ウィンドウを
閉じます。

既存の仮想スイッチとそのアダプタを変更するには、

1 [Edit] をクリックしてください。 

[Edit Virtual Switch] ダイアログ ボックスが現れ、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。

3  [Bind Outbound Adapters] リストから、新しいスイッチに割り当てるアダプタを
選択してください。 

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。 
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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。 [No outbound 
adapters. Traffic routed locally.] というメッセージが表示されます。

5 [Bind Unassigned Adapters] リストから、スイッチに割り当てるアダプタを選択
してください。 

[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。 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 [OK] をクリックして新しいスイッチ構成を保存し、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。 

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。 

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、すでにネットワークが構成され
ている必要があります。 

ポートグループの作成

1 VMware Management Interface に 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 [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] ダイアログ ボックスが表示されます。

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] ダイアログ ボックスが現れ、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] をクリックして新しいポートグループを作成したら、ウィン
ドウを閉じます。
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vmkernel による VLANタギングを無効化
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
すべてパスするように 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] ペインが現れて、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] ダイアログ ボックスが表示されます。 

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
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Network Connections] オプ
ションを利用して、仮想マシンに割り当てられた物理アダプタを表示および構成しま
す。 ここでは、アダプタのスピードとデュプレックス設定を変更できます。

図 6-2.  [Physical Adapters] タブ
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ネットワークのスピードとデュプレックス設定を構成
VMware Management Interface を使って、仮想マシンに割り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
ドとデュプレックス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。

[Physical Adapters] タブで、[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。

ユーザーとグループ
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Users and Groups] オプショ
ンを利用して、ESX Server ユーザーとグループを追加、変更、および削除します。 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。

ユーザーとグループの追加
ここでは、VMware Management Interface で仮想マシンを管理する新しいユーザーま
たはグループの追加方法を説明します。

新しいユーザーの追加

1 [Users] の横のプラス（+）記号をクリックして [Users] リストを展開してから、
[Add] をクリックしてください。

すると、[Edit Users and Groups] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [User Name] フィールドに新しいユーザー名を入力します。
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3 [Home Directory] フィールドに、そのユーザーの Service Console 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 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。

7 [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。

新しいグループの追加

1 [Groups] の横のプラス （+）記号をクリックして [Groups] リストを展開してから、
[Add] をクリックしてください。   

すると、[Edit Users and Groups] ダイアログ ボックスが表示されます。

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 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。

4 [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。

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。

注意 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。
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ユーザーおよびグループの編集と削除
ここでは、VMware Management Interface から既存のユーザーまたはグループを編
集または削除する方法を説明します。

ユーザー情報の変更やユーザーの削除

1 [Users] の横のプラス（+）記号をクリックして [Users] リストを展開してから、
編集または削除するユーザーをクリックしてください。 

すると、[Edit Users and Groups] ダイアログ ボックスが表示されます。

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 Service Console 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。 ウィンドウが閉じます。

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。

グループ情報の変更やグループの削除

1 [Groups] の横のプラス（+）記号をクリックして [Groups] リストを展開してか
ら、編集または削除するグループをクリックしてください。 

すると、[Edit Users and Groups] ダイアログ ボックスが表示されます。

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。
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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。 ウィンドウが閉じます。

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。

セキュリティ設定
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Security Settings] オプション
を利用して、ESX Server のセキュリティ プロパティを構成します。 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 および 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。 次の一般的
なセキュリティ設定を利用できます。

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 や Remote Console 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 および
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VMware Management 
Interface や Remote Console のセッションは許可されません。 このアクセスは
FTP、Telnet、NFS ファイル共有および 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 VMware Management 
Interface や Remote Console のセッションが許可されます。また、FTP、Telnet、
NFS ファイル共有および 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 および NFS ファイル共有など）
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、
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[Custom] をクリックしてください。 すると、[Security Settings] ダイアログ ボックス
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。

図 6-3.  [Security Settings] ダイアログ ボックス

有効にしたい項目の横にあるチェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。

SNMP構成
VMware Management Interface の [Options] タブにある [SNMP Configuration] オプ
ションを利用して、ESX Server の SNMP エージェントおよびサブエージェントを構成
します。 エージェントは、サーバやサーバ上で稼働する仮想マシンの状態を監視する
ためのものです。 

SNMP エージェントの構成に関しては、「VMware Management Interface で ESX Server
エージェントの構成（P.243）」を参照してください。 SNMP の詳細は、「ESX Server で
SNMP の使用（P.239）」を参照してください。

ライセンスおよびシリアル番号
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Licensing and Serial 
Numbers] オプションを利用して、本製品の現在のライセンス情報を確認します。 ESX 
Server または VMware Virtual SMP for ESX Server の新しいシリアル番号がある場合は、
ここに入力します。

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。
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ストレージ管理
VMware Management Interface の [Options] タブの [Storage Management] オプショ
ンを使用して、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）や ESX Server システムおよ
び仮想マシンに接続されたストレージ デバイスを管理します。 

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。

SAN の詳細は、「ESX Server での SAN の使用（P.288）」を参照してください。

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。 

注意 VMware Management Interface を使い、VMFS-2 ボリュームのフォーマットを実行し
て SAN を構成している時は、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.268）」を参照してください）。
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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 モードおよ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。 

図 6-4.  [Disks and LUNs] タブ

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 の確認（P.285）」を参照してください。

コア ダンプ ファイルがディスクに存在しない場合、作成する画面が表示されます。 
新しく作成するボリュームは、ディスク上のすべての空きスペースを消費します。 

注意 各 LUN に割り当てることのできる VMFS ボリュームは 1 個に限られています。

注意 ESX Server をインストールした場合、パーティションの設定は変更できません。 これ
は、Linux ファイルシステムや Linux のスワップスペースで使用されているボリュー
ムすべてが対象となります。
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ESX Server はボリュームのファイル システムにおける最大ファイル サイズに基づい
て、最適な設定を決定します

新しいパーティションの作成

1 [Disks and LUNs] タブで、[Create Volume] をクリックしてください。

[Volume Creation Method] オプションが表示されます。

2 [Typical] をクリックします。

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。 この情報は、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。 

各 LUN に割り当てることのできる VMFS ボリュームは 1 個に限られています。

3 [Yes] をクリックして、コア ダンプ パーティションを作成します。 

ESX Server は、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

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 つまでしか作成で
きません。 （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。 
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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.268）」を参照してください。

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。

図 6-5.  [Disks and LUNs] タブ

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、新しい
VMFS-2 フォーマットに変換可能です。 VMFS-2 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.265）」を参照してください。

パーティションでは、次のような変更を行うことができます。

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

特定のパーティションで、これらすべての変更ができないものもあります。
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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 または shared）があります。 

Public モードは、ESX Server のデフォルトモードです。 当社では、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（たとえば 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。 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。 

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 144 GB を超える仮想ディスクを持つ仮想マシンを作成する
場合、[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。 

一度ボリュームをスパンすると、スパンしたボリュームまたは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を選択してください。 

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。「スワップ ファイルの構成（P.215）」を参照してくだ
さい。 
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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 ファイルの構成（P.215）」を参照してください。

ディスク パーティションの削除
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 パーティショ
ンを無効にする必要があります。 「スワップ ファイルの構成（P.215）」を参照して
ください。

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。 

「SCSI ディスクと RAID 上でのファイル システムの管理（P.265）」を参照してください。

フェイルオーバー パスの接続を確認
[Failover Paths] タブでは、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

要注意 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。 その場合は、新規作成されたパーティションを使用
してください。 

要注意 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。 

注意 ボリュームがすで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。 
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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。 

図 6-6.  [Failover Paths] タブ

このページは、各 SAN 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 およびその 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。 

　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。 

　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。 

　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。
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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] タブから [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]　可能な限り優先パスを使用します。 使用したいパスは、そのパスの
[Adapter] アイコン プルダウン メニューから [Preferred] で選択してください。

[Most Recently Used]　前回アクティブだったパスを使用します。

3 [OK] をクリックして設定を保存し、[Failover Paths] タブに戻ります。 

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 マルチパス ポリシーの設定
（P.298）」を参照してください。

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。

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
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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.373）」を参照してください。

図 6-7.  [Swap Configuration] ペイン

Management Interface 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 の使用（P.269）」を参照してく
ださい。

[Edit] をクリックして、次のスワップ ファイル設定を変更してください。

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 [name] のデフォルトは、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 ファイルを手動で有効に
するように設定した場合、再起動後はスワップ ファイルが有効になっていませんの
で注意してください。 有効にするには、vmkfstools -w を使用します。
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アダプタのバインド
VMware Management Interface の [Options] ペインの [Adapter Bindings] タブには、
システムの各 HBA（Fibre Channel ホストアダプタ）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。 各 HBA のバーシステント（Persistent）
バインドのステータスも確認できます。 バーシステントバインドでは、ESX Server が
特定のターゲット ID を特定の SCSI デバイスに割り当てます。 このターゲット ID の割
り当ては、ユーザーが変更しない限り、再起動しても変わりません。 

バーシステントバインドは、ESX Server で Raw ディスクを使用している場合に便利
です。 Raw ディスクは、SAN 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 デバイスとして直接アクセスします。 

詳細設定
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Advanced Settings] オプショ
ンを利用して、VMkernel の構成パラメータを表示および変更します。

図 6-8.  [Advanced Settings] - [VMkernel の構成パラメータ ]
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VMware ESX Server コンピュータを構成する際に（詳細は『VMware ESX Server インス
トール ガイド』を参照）、システム パラメータのいくつかにはデフォルト値が割り当
てられます。 このようなパラメータは、たとえばメモリ、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、VMware Management Interface 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して
仮想マシンの動作状況を調整できます。 

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。 
[VMkernel Parameter Update] ダイアログ ボックスが VMware Management Interface
のウィンドウ上に表示されます。

図 6-9.  [VMkernel Parameter Update] ダイアログ ボックス

[Value ] フィールドにそのパラメータの値を入力し、[OK] をクリックします。 ダイア
ログ ボックスが閉じて、更新されたパラメータが [Advanced Settings] タブに表示さ
れます。

Service Console の設定
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Service Console Settings] を利
用して、Service Console のサーバ プロセッサおよびディスク リソースを設定します。 

要注意 当社サポートチームと連絡を取っていない、あるいはどのような値に変更
するか十分な情報を持っていない場合は、これらの設定を変更しないでく
ださい。

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。 ほとんどの設定は、当社テク
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。
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これらのリソースは、Service Console 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。 

Service Console のプロセッサ使用状況を設定
Service Console 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。 

図 6-10.  [CPU] タブ

[CPU] タブには、Service Console によるサーバプロセッサの使用率と、Service 
Console への CPU リソースの割り当て方法が表示されます。

[Resources] の下に表示される値は、Service Console 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。

[Minimum]　Service Console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。

[Maximum]　プロセッサがアイドル状態であっても、Service Console 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。 

[Shares]　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
全仮想マシンおよび Service Console のシェアの総計と比較して決定されます。

たとえば、1 台の仮想マシンが Service Console 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、Service Console 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 3,000 CPU
のシェアを、Service Console に 1,000 CPU シェアを割り当てて見ましょう。

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
割り当てが総物理 CPU リソースの 20% 以下にならないように、また Service Console
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。
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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
Service Console 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、指定した CPU シェアに応じて、仮想マシンが Service Console
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、Service Console
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 時間を割り
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、その仮
想マシンは Service Console の 2 倍の CPU 時間しか受け取ることができない可能性も
あります。

CPU のリソース値は、次のとおり変更します。

1 [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。

2 設定を変更します。

3 [OK] をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。 

Service Console 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。 増加させない場合、
仮想マシンがアイドル状態の時でも、Service Console でパフォーマンスに問題が生
じることがあります。

[Disk] タブをクリックすると、Service Console 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の設定
Service Console 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。 

図 6-11.  [Disk] タブ

[Disk] タブには、ハードディスクのパフォーマンス情報と Service Console に割り当て
られるリソースが表示されます。 ディスク バンド幅は、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、Service Console 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バンド幅を使用するかを示します。

[Shares] の値はディスク バンド幅を管理する際の相対的なメトリックで、Service 
Console と同じディスクに存在する全仮想マシンおよび Service Console のシェアの
総計と比較して決定されます。

たとえば、Service Console と 2 つの VMFS パーティション（VMFS-A および VMFS-B）
が、ESX Server システム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。 Service Console に 2000 シェアが、VMFS-A と VMFS-B にそれぞれ 1000 シェアが
設定されている場合、Service Console は VMFS-A と VMFS-B の 2 倍のバンド幅が割り
当てられていることになります。
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シェアの数は、次の手順で変更します。

1 [Edit] リンクをクリックしてください。

2 シェアの数を変更します。

3 [OK] をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。

4 [CPU] タブをクリックすれば、Service Console のプロセッサの使用状況に関する
情報を確認できます。

システムログと可用性レポート
VMware Management Interface の [Options] タブの [System Logs] オプションおよび
[Availability Report] オプションを使って、VMware Management Interface から次のロ
グファイルやレポートを確認します。

Service Console 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。「VMkernel の警告を表示（P.223）」を参照してください。

Service Console の /var/log/vmkernel から収集した、VMkernel のメッセージ。 
「VMkernel メッセージを表示（P.224）」を参照してください。

以下から収集した、Service Console のメッセージ Service Console の
/var/log/messages「Service Console ログを表示（P.225）」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。 「可用性レポートを表示（P.226）」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など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。
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システム ログファイルや可用性レポートは、次の手順で表示します。

1 root ユーザーで VMware Management Interface にログインします。

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。

図 6-12.  [VMkernel Warnings] タブ

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、http://kb.vmware.com の当社ナレッジ
ベースで確認されるか、当社サポートチームまでご連絡ください。 

http://kb.vmware.com
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VMkernel 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。

図 6-13.  [VMkernel Log] タブ

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、http://kb.vmware.com の当社ナレッジ
ベースで確認されるか、当社サポートチームまでご連絡ください。

http://kb.vmware.com
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Service Console ログを表示
Service Console 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。

図 6-14.  [Service Console Log] タブ

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、http://kb.vmware.com の当社ナレッジ
ベースで確認されるか、当社サポートチームまでご連絡ください。

http://kb.vmware.com


運用ガイド

226 VMware, Inc.  

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。

図 6-15.  [Availability Report] タブ

可用性レポートは、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が含ま
れます。 情報には、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など
が含まれます。
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メモリ使用状況の確認
[Memory Utilization] ペインには、ESX Server によるメモリ使用量と仮想マシンへのメ
モリ リソースの割り当て状況が表示されます。「メモリ リソースの管理（P.373）」を
参照してください。

図 6-16.  [Memory] タブ

System Summary: Physical Memory
このリストでは、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]　仮想マシンに現在割り当てられているメモリ。

[Shared Common]　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]　全仮想マシンと vmkernel の仮想化オーバーヘッドの総計。

[Service Console]　Service Console に割り当てられているメモリ。

[Free]　システムや仮想マシンが現在使用可能なメモリ。

[Total]　サーバ上の物理メモリの総計。

メモリ
[Memory Savings Due to Sharing]　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。
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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。 たとえば、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
このリストでは、現在の予約メモリの割り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]　既存の仮想マシンに必ず割り当てることができるように予約されて
いるメモリ。

[Unreserved]　仮想マシンをパワーオンするために利用可能な未予約のメモリ。

[Total]　予約 RAM メモリおよび未予約 RAM メモリの総計。

スワップ

[Reserved]　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]　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]　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。

メモリ

[Memory Available to Power On a Virtual Machine]　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
このリストは、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。

メモリ

[Private]　仮想マシンに割り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。
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[Shared]　仮想マシンに割り当てられ、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]　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]　VMware Tools （vmmemctl ドライバ）およびゲスト 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、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]　仮想マシンがアクセスしたことがない、つまり割り当てられたこと
のないメモリ。

[Total]　仮想マシンに割り当てられているメモリの総計。

Virtual Machines: Virtual Machine Name
このリストは、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]　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り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。 実際のメモリ割り当て量は、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]　仮想マシンに割り当てられたメモリで共有されていないもの。

[Shared]　仮想マシンに割り当てられたメモリで共有されているもの。

[Swapped]　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]　VMware Tools （vmmemctl ドライバ）およびゲスト OS と協力
して仮想マシンから解放されたメモリ。

[Unused]　仮想マシンがアクセスしたことがない、つまり割り当てられたこと
のないメモリ。

[Active]　仮想マシンが最近アクセスしたメモリ。
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[Swap I/O]　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り当を調整するには、該当する仮想マシン名をク
リックしてください。 [Status Monitor] 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り当てられ
ているメモリ シェアの数値を設定してください。 

仮想マシンのスタートアップおよびシャットダウン
VMware Management Interface の [Options] タブにあるシステム規模の [Virtual 
Machine Startup and Shutdown] オプションを利用して、次を実行します。

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 /
停止する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 / 停止するグロ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、各仮想マシンに設定をカスタマイズす
ることが可能です。「仮想マシンのスタートアップおよびシャットダウン オプション
の設定（P.129）」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]　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]　各仮想マシンを起動する間の待ち時
間を設定。 次のオプションを選択することができます。

[Dont Wait]　次の仮想マシンを即座に起動
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[<n> Minutes]　次の仮想マシンを起動する前に <n> 分間待機。

[Other]　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]　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。

このオプションは、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]　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。 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。

[Dont Wait]　次の仮想マシンを即座に終了。

[<n> Minutes at most]　次の仮想マシンを停止する前に <n> 分間待機。

[Other]　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

1 [Options] タブから [Virtual Machine Startup and Shutdown] を選択します。 

 [System Configuration] ペインが現れて、構成パラメータの一覧を表示します。 

2 [System Configuration] の箇所の [Edit] をクリックしてください。 

[System Startup and Shutdown Defaults] ダイアログ ボックスが表示されます。
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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。 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ことを避けるため、次
の仮想マシンが起動するまでの待ち時間を設定します。

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 start] 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。

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、Management Interface の [Options] ペインに戻
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

1 [System Configuration] の箇所の [Edit] をクリックしてください。 

[System Startup and Shutdown Defaults] ダイアログ ボックスが表示されます。

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、VMware Management Interface の [Options] ペ
インに戻ります。

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]　起動 / 停止する順に仮想マシンを一覧表示。

[Any Order]　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。

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。 
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図 6-17.  [Virtual Machine Startup Sequence] 構成ペイン

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。 ナビゲーション用の矢印が強調表示される
と、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ることができます。 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]　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。

[Specified Order]　起動する順に仮想マシンを一覧表示。 仮想マシンが停止する
順番は、起動する順番の逆になります。つまり、システムのスタートアップで起
動する最後の仮想マシンは、システムがシャットダウンする時に最初に停止する
仮想マシンということです。 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]　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。 
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すべて起動 / 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
VMware Management Interface の [Options] タブにある [Shut Down and Restart] オプ
ションを利用して、ESX Server システムをシャットダウンおよび再起動します。 仮想
マシンのシャットダウンまたは再起動については、「仮想マシンのシャットダウンと
再起動（P.53）」を参照してください。

ESX Server が稼働中のコンピュータで再起動する

1 VMware Management Interface に root としてログインします。 

サーバに接続する URL は、http://<hostname> です。

2 [Status Monitor] で、仮想マシンがすべ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ます。 

3 [Options] タブをクリックします。

4 [Restart] をクリックして、サーバを再起動してください。 

プロンプトが表示されます。

5 再起動の理由を入力したら、[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。

これで、Management Interface からログアウトし、システムは再起動します。

ESX Server が稼働中のコンピュータをシャットダウンする

1 VMware Management Interface に root としてログインします。 

サーバに接続する URL は、http://<hostname> です。

2 [Status Monitor] で、仮想マシンがすべ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ます。 

3 [Options] タブをクリックします。



VMware, Inc. 237

第 6章 ESX Server の管理

  

4 [Shut Down] をクリックして、サーバのシャットダウンを行います。 

5 シャットダウンの理由を入力したら、[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。

これで、Management Interface からログアウトし、システムはシャットダウン
します。
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7

SNMP（Simple network management protocol）は、SNMP クライアント（ワークス
テーションなど）と SNMP エージェント（ホスト、ルータ、X ターミナルなどのリ
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、標準値を特定のデバイスに対し
て、特定の値に拡張することができます。 

本章では、ESX Server での SNMP の使用に関する以下の項目について説明します。

ESX Server を実行中のコンピュータを、SNMP を使ってモニタ（P.239）

ESX Server SNMP の設定の概要（P.242）

ESX Server エージェントの構成（P.243）

SNMP の設定（P.246）

SNMP をゲスト OS に使用（P.247）

VMware ESX Server の SNMP 変数（P.248）

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およびそこで実行さ
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、
http://net-snmp.sourceforge.net でご覧いただけます。

ESX Server で SNMPの使用 7

http://net-snmp.sourceforge.net
http://net-snmp.sourceforge.net
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ESX Server の SNMP エージェントを使用すると、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(i.1.3.6.1.4.1.6876)

SNMP は、ESX Server に固有の MIB 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、次のものが
含まれます。

物理コンピュータ上の CPU の数

特定の仮想マシンが使用している物理コンピュータ上の 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

Service Console（サービス コンソール）が使用する物理メモリ量

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（ロード数と書き込み数、データの
ロード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（ロードされているかどうか）

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

注意 この変数が VMkernel のロードが no である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。



VMware, Inc. 241

第 7章 ESX Server で SNMPの使用

  

仮想マシンに使用許可されているメモリ量

仮想マシンの電源スイッチ状態　オン / オフ

ゲスト OS の状態　オン / オフ（実行中または実行されていない）

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フロッピー ディスク ドライブ

フロッピー ドライブの状態　接続 / 切断

仮想マシンが認識する CD-ROM ドライブ

CD-ROM ドライブの状態　接続 / 切断

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、またはサスペンド状態からレジュームした時

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

仮想マシンがサスペンドされた時

ゲスト OS のハートビートが開始あるいはレジュームしたことを、仮想マシンが
検知した時

ゲスト OS のハートビートの中断やレジューム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 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
ントされているドライブに保存されている場合、その仮想マシンの情報は SNMP テー
ブルに現れません。

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 を再起動させる必要があります。 vmware-serverd を再起動するに
は、サーバを再起動するか、Service Console に root としてログインしてから killall 

-HUP vmware-serverd コマンドを発行してください。
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ESX Server SNMPの設定の概要
ESX Server 2.5 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（図 7-1 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。

図 7-1.  ESX Server 2.5 のセットアップ

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 アイテムを表示するには、ESX Server SNMP サブエージェント
（vmware-snmpd）を構成します。 ESX Server に固有の SNMP アイテムを必要としなけ
れば、特定のサブエージェントの構成は行いません。

ESX Server をインストールし、VMware Management Interface 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、次のいずれかの方法を使用します。

VMware Management Interface で ESX Server エージェントの構成（P.243）

Service Console から ESX Server エージェントの構成（P.244）

SNMP トラップ送信先を構成します。「SNMP トラップの送信先を設定（P.246）」を
参照してください。
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ESX Server エージェントの構成
ESX Server エージェントは、次のセクションで説明する 2 つの方法で構成できます。

VMware Management Interface で ESX Server エージェントの構成（P.243）

Service Console から ESX Server エージェントの構成（P.244）

VMware Management Interface で ESX Server エージェントの構成
このセクションでは、VMware Management Interface を使用して ESX Server エー
ジェントを構成する方法を説明します。 Service Console を使用してエージェントを構
成するには、「Service Console から ESX Server エージェントの構成（P.244）」を参照
してください。

ESX Server の SNMPサブエージェントを構成するには

1 VMware Management Interface に root ユーザーとしてログ インします。

Status Monitor が表示されます。

2 [Options] タブをクリックします。

3 [SNMP Configuration] をクリックします。

このタブのオプションは、2 つの選択肢を切り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。

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。 
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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] になっていることを確認し
てください。 

6 VMware で固有の SNMP MIB を表示する場合は、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（およびステータスが [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 トラップの構成「SNMP トラップの送信先を設定（P.246）」を参照してください。

Service Console から ESX Server エージェントの構成
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。

デフォルトの SNMPデーモンの構成
デフォルトの SNMP デーモンか、サード パーティの SNMP 管理アプリケーションを
使用するには、ESX Server を構成します。 次の手順のいずれかを使用して Service 
Console からデフォルトの SNMP デーモンを構成します。

VMware SNMPデーモンをデフォルトの SNMPデーモンと併用して使用するには

1 root ユーザーとして Service Console にログインします。

2 次のように入力してスクリプトを実行します。

    snmpsetup.sh default

default オプションでは、デフォルトのマスタ SNMP デーモンで使用する
snmpd.conf ファイルを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。 

このスクリプトでは、マスタ SNMP デーモンおよびサブエージェント SNMP
デーモンの両方を起動します。

注意 VMware に固有の SNMP モジュールを使用しない場合は、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。

要注意 サード パーティの SNMP デーモンのセットアップには、snmpsetup.sh
スクリプトを使用しないでください。
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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するには

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および ESX Server リリース ノート
（www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html）を参照してください。

2 root ユーザーとして Service Console にログインします。

3 次のように入力してスクリプトを実行します。

    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
ケーションのインストール後に 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。

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
Service Console 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 の起動時にマスタおよ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（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 デーモンが起動時にスタート
するようにします。

SNMP エージェントを手動でスタート
SNMP エージェントを手動でスタートするには、Service Console 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

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。

http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
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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。

SNMPの設定
ここでは、トラップ送信先を設定する SNMP 構成オプション、管理クライアント ソ
フトウェアの構成、セキュリティ設定、ゲスト OS 構成について説明します。 

SNMP トラップの送信先を設定
トラップの送信先を VMware Management Interface 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

1 Service Console に root ユーザーとしてログインし、/etc/snmp/snmpd.conf
ファイルを変更します。

2 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。 

    trapsink mercury.solar.com

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。

3 次の行を追加します。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。

    trapcommunity public

この行には、1 つのインスタンスしか追加しないでください。 

4 変更を保存します。

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。

注意 /etc/snmp/snmpd.conf 以外のファイルを使用する場合、ファイル名が
management interface の SNMP 構成ページで正しく設定されていることを
確認します。
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SNMP 管理クライアント ソフトウェアの構成
SNMP 管理ソフトウェアを ESX Server エージェントと併用するには、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（たとえば、
rocommunity、trapcommunity、および 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ロードします。 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。

SNMP セキュリティの構成
ESX Server SNMP パッケージは、デフォルト構成では 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 内の rocommunity 構成パラメー
タで示されます。

SNMP は本来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、システム管理者がより
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。 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
    ヴイエムウェア企業ツリーは、複数のグループで構成され

 .iso.dod.org.internet.private.enterprises.vmware(.1.3.6.1.4.1.6876.) にあ
ります。 

各グループの変数は、次の表のとおりです。

「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  システム上に構成されている仮想マシン関連の情報が含まれます。 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。

注意 変数はすべて読み取り専用です。 

表 7-1.  vmware.vmwSystem variables

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 が割り当てられます。

vmwProdBuild 表示ストリング 製品のビルド番号

表 7-2.  vmTable

名前 データの種類 解説

vmIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 インデックスに使用されるダミーの数字 

vmDisplayName 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
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hbaTable  仮想マシンが認識するディスク アダプタが含まれます。

hbaTgtTable  仮想マシンが認識する SCSI ターゲットが含まれます。

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

vmVMID 整数 仮想マシンがアクティブであれば、（PID のよう
な）ID が割り当てられます。 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

表 7-3.  hbaTable 

名前 データの種類 解説

hbaVmIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 vmTable の仮想マシンのインデックスに対応します。

hbaIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 VMkernel にロードされる 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

表 7-4.  hbaTgtTable

名前 データの種類 解説

hbaTgtVmIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 vmTable の仮想マシンのインデックスに対応し
ます。

hbaTgtIdx 
( インデックス 
フィールド )

整数 ダミーのターゲット インデックス

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>） 

表 7-2.  vmTable

名前 データの種類 解説
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netTable  仮想マシンが認識するネットワーク アダプタが含まれます。

floppyTable  仮想マシンが認識するフロッピー ディスクが含まれます。

cdromTable  仮想マシンが認識する CD-ROM ドライブが含まれます。

表 7-5.  netTable

名前 データの種類 解説

netVmIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 vmTable の仮想マシンのインデックスに対応し
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

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* or 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）

表 7-6.  floppyTable

名前 データの種類 解説

fdVmIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 vmTable の仮想マシンのインデックスに対応し
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 (/dev/fd0 など、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。

表 7-7.  cdromTable

名前 データの種類 解説

cdVmIdx
( インデックス 
フィールド )

整数 vmTable の仮想マシンのインデックスに対応し
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。
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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 つの表で表示します。

cpuTable  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 つの変数と 1 つの表で表示します。

cdromName 表示ストリング デバイス / 名前（/dev/CDROM など、存在しな
い場合は NULL）

cdromConnected 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。

表 7-8.  vmware.vmwResources.vmwCPU

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

表 7-9.  cpuTable

名前 データの種類 解説

cpuVMID
( 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り当てる
ID

cpuShares 整数 VMkernel が仮想マシンに割り当てる 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）

表 7-10.  vmware.vmwResources.vmwMemory

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）

表 7-7.  cdromTable

名前 データの種類 解説
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memTable  仮想マシンによるメモリ利用状況が含まれます。

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含みます。

vmwHBATable  ディスク アダプタおよびターゲット情報の表

memCOS 整数 Service Console 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）

表 7-11.  memTable

名前 データの種類 解説

memVMID
( 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り当てる ID

memShares 整数 VMkernel が仮想マシンに割り当てるメモリの
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）

表 7-12.  vmwHBATable

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>）

hbaVMID 整数 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割り当てる ID

diskShares 整数 この仮想マシンに割り当てられているディスクバ
ンド幅のシェア

numReads 整数 ディスク モジュールがロードされてからの読み出
し数

kbRead 整数 ディスク モジュールがロードされてからの、この
ディスクからの読み出し KB

表 7-10.  vmware.vmwResources.vmwMemory

名前 データの種類 解説
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vmware.vmwResources.vmwNetTable
このグループは、1 つの表にネットワーク アダプタと仮想マシンごとのネットワーク
統計情報を含みます。

vmwNetTable  ネットワーク アダプタ統計

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。 

numWrites 整数 ディスク モジュールがロードされてからの書き込
み数

kbWritten 整数 ディスク モジュールがロードされてからの、この
ディスクへの書き込み KB

表 7-13.  vmwNetTable

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*)

netVMID 整数 VMkernel が稼動中の仮想マシンに割り当てる 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り当てられているネットバンド幅
のシェア （今後使用するために予約）

pktsTx 整数 ネットワーク モジュールがロードされてからこのネッ
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 モジュールがロードされてから、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 モジュールがロードされてからこのネッ
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 モジュールがロードされてから、この
ネットワーク アダプタで受信された KB

表 7-12.  vmwHBATable（続き）

名前 データの種類 解説
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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 つの変
数が含まれます。

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（たと
えば snmptrapd）が使用する関連変数を含みます。

表 7-14.  vmware.vmwProductSpecific.vmwESX.esxVMKernel

名前 データの種類 解説

vmkLoaded 表示ストリング VMkernel がロードされているか （yes/no）

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。

表 7-15.  vmware.vmwTraps

名前 データの種類 解説

vmPoweredOn トラップ 仮想マシンがパワーオンされた時、またはサスペン
ド状態からレジュームした時に送信

vmPoweredOff トラップ 仮想マシンがパワーオフされた時に送信

vmSuspended トラップ 仮想マシンがサスペンドされた時に送信

vmHBLost トラップ 仮想マシンがゲストでハートビートを検出できなく
なった時に送信

vmHBDetected トラップ 仮想マシンがゲストのハートビートを検出、回復し
た時に送信

vmID 整数 上記トラップに関連する仮想マシンの vmID。 （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
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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り当てる場合に使用されます。

vmware.vmwExperimental
このグループには変数がありません。 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。 



運用ガイド

256 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 257  

8

VMkernel と呼ばれる ESX Server 仮想化レイヤは、ネイティブ 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（Service Console

（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 はサーバ上のすべ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の構成（P.257）

ブートアップ時に VMkernel モジュールの読み込みのコントロール（P.261）

VMkernel デバイス モジュールを使用するようにサーバの構成 
Service Console から、VMkernel デバイス モジュールを使用するようにサーバを構成
できます。 

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 に割り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。 

VMkernel デバイス モジュールを明示的に読み込む必要がある場合があります。 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 にありま
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 デバイス モジュー
ルの使用 8
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VMkernel モジュール ローダ
デバイス ドライバとネットワーク シェーパ モジュールの VMkernel への読み込みに
は、vmkload_mod プログラムを使用します。また、vmkload_mod はモジュールのア
ンロード、読み込み済みモジュールの一覧表示、およ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> 

上記の各項目は次の内容を表しています。 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> の箇所はオプション
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。 

オプション
-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>
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読み込み中のモジュールが、現在 Service Console 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、Service Console 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、<PCI-Bus>:<PCI-slot> になります。 

-e
--exportsym

このモジュールから、グローバルなエクスポート シンボルをすべてエクスポートし
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。 

パラメータ
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。 構文は、<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。 

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 に割り当てられた各 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 カードが割り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 Service Console 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。
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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 シンボルはすべて、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。

モジュールの読み込み準備
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。 

モジュールの読み込み
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 に割り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 に割り当てられた EEPro イーサネットカードには
vmnic0という名前が、VMkernelに割り当てられた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。 

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、Service 
Console 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

注意 VMkernel に 2 枚の Adaptec SCSI カードが割り当てられている場合でも、Adaptec 
VMkernel モジュールに必要な読み込みは一度です。 
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Service Console に SCSI デバイスを割り当ててください。 VMkernel SCSI モジュールを
次の構文で読み込みます。 

vmkload_mod -d bus:slot /usr/lib/vmware/vmkmod/aic7xxx.o vmhba

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、またはその両方を確認します。 

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.41）」を参照してください。 

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 バンド幅の管理（P.396）」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 は次の構文で読み込みます。

vmkload_mod /usr/lib/vmware/vmkmod/nfshaper.o nfshaper 

VMkernel を読み込むたびに、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.257）」参照 )。 

ブートアップ時に VMkernel モジュールの読み込みのコン
トロール

スタートアップ時の VMkernel デバイス ドライバ モジュールの読み込みは、次のいず
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　ブートアップ中の読み込み時に、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　ドライバへの追加パラメータの供給、ドライ
バ モジュールの追加および読み込みの防止、ブート時のドライバ モジュールの
読み込み順序の決定を行います。

注意 デバイスは、Service Console に正しく割り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 に独占的に割り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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スタートアップ時の VMkernel デバイス ドライバ モジュールのパ
ラメータのカスタマイズ

ブート アップ時のドライバ読み込み時にドライバに対して追加のパラメータを与え
ることができます。 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渡す例のように、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、[Options] タブの [Startup Profile] ペインで確認できます）。 次のフォー
マットの行を追加します。

device.vmnix.6.14.0.options = "lpfc_delay_rsp_err=0"

（/etc/vmware/hwconfig の終わりに追加） 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、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、最初のカードに関する行のみを追加してください。

スタート アップ時の VMkernel デバイス ドライバ モジュールの読
み込みのカスタマイズ

スタートアップ時のモジュールの読み込みは、/etc/vmware/vmkmodule.conf ファ
イルを編集すると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ると、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 モジュールの順序を再編集すると、スタートアップ時のモジュールの読み
込み順序を指定できます。 さらに、スタ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。

要注意 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、質問があれば当社販売代理店までご連絡くだ
さい。

要注意 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 を変更しないでください。 VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）を使ってサーバを管理します。
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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、構成情報は Management Interface
から自動的に取得されます。 

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、および場合によっては共有情報（上記の <-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とおりです。 

    # MANUAL-CONFIG
vmklinux.o linux
nfshaper.o nfshaper
e100.o vmnic
aic7xxx.o vmhba -d 0:1

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たびに、このファイルを手作業で更新する必要が
生じます。 ハードウェアの管理には VMware Management Interface 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。
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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。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、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）上か
らファイバ チャネル アダプタでアクセスすることも可能です。 SCSI アダプタの使用
に関する説明は、ローカルとファイバ チャネル アダプタの両方に当てはまります。

SAN の構成に関する追加情報については、
www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html にある『VMware SAN Configuration 
Guide』を参照してください。

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.265）

vmkfstools の使用（P.269）

Raw SCSI ディスクにアクセス（P.282）

SCSI ターゲット ID の確認（P.285）

SCSI バスの共有（P.286）

ESX Server での SAN の使用（P.288）

パーシステント バインドの使用（P.293）

ESX Server でマルチパスの使用（P.295）

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 ファイル システム）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

ストレージとファイル システム 9

http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
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イル（ESX Server 仮想マシンの仮想ディスク イメージなど）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、「仮想マシンの作成と
構成（P.41）」を参照してください。

ESX Server 2.5 は、2 種類のファイル システムをサポートします。 VMFS version 1
（VMFS-1）と VMFS version 2（VMFS-2）です。 VMFS-1 は前バージョンの ESX Server1.x
に含まれていた VMFS と同じものです。 VMFS-2 ファイル システムは、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（およ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 2.5 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、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および VMFS ボリューム上のファイルの大容量化。

Raw ディスクを VMFS ファイルとしてマップできます。

サーバの VMFS ボリュームは、ストレージ アダプタ ドライバがロードされるとすぐ
に Service Console（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、Service Console の
ファイル システムからファイルをインポートおよびエクスポートする場合に便利な
追加の機能を提供します。 さらに vmkfstools は、一部の 2 GB の制限がある標準
ファイル ユーティリティに対し、これらの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ことがありますが。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。 Service 
Console（Linux 2.4 カーネルがベース）は、2 GB よりも大きいファイルをサポートし
ていません。

注意 VMFS-1 とは異なり、VMFS-2 は ESX Server の旧リリース（1.x）版と下位互換性があ
りません。
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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、および cp を使用します。
ftp、scp、および 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。 

VMFS ボリューム
ESX Server 2.5 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（たとえば、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>を使用すると、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。

# 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。 Management 
Interface 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.269）」を参照してください。

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、そのラベルを使ってボリューム上の VMFS ファイルを指定
します。 たとえば、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.vmdk 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。 

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 4 GB であるために生じます。 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。 
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vmkfstools -S mydisk vmhba0:3:0:1 

一旦ラベルを付けると、仮想マシンの構成ファイルや他の vmkfstoolsコマンドで、
nt4.vmdk ファイルを（vmhba0:3:0:1:nt4.vmdk ではなく）mydisk:nt4.vmdk と指
定できるようになります。 「vmkfstools のオプション（P.271）」を参照してください。

パーシステント（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場合は、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、「パーシステント バインドの使用（P.293）」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 つのモードがあります。 public と shared です。

Public　ESX Server のデフォルト モード 

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（たとえば 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。 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　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 ベースの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.301）」を参照してください。

注意 ESX Server 2 以上では、プライベートな VMFS ボリュームは推奨されていません。 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。 この変更によるパフォーマンスへの影響はあり
ません。
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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）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 での SAN の使用（P.288）」を参照してください。

ストレージ構成オプションの変更
Management Interface 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

1 VMware Management Interface に 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 [Options] タブをクリックします。

3 [Storage Configuration] をクリックします。

4 必要な変更を行い、[OK] をクリックします。

追加情報は「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.208）」を参照してください。

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。 

vmkfstools のほとんどの操作は、VMware Management Interface を使っても実行で
きます。

vmkfstools コマンドの構文
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。

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。 変更しようとすると、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。 
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SCSI デバイスを指定する時の vmkfstools 構文
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、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 に関する詳細は、「VMkernel モ
ジュール ローダ（P.258）」を参照してください）。 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。 それ以外の場合は、数字で特定のパーティションを指定します。

<device_or_VMFS_volume> の箇所には、Management Interface 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。 

VMFS ボリュームまたはファイルを指定する時の vmkfstools 構文
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。 

たとえば、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.vmdk
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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、Management Interface を使って利用することはできません。

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、Management Interface を使って最新の警告を表示
させます。

システムのログの警告を確認するには

1 VMware Management Interface に 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 [Options] タブをクリックします。

3 [System Logs] をクリックします。

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。 これらのタスクの大
部分は、Management Interface を使っても実行できます。 

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。

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。 たとえば、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

注意 LUN に VMFS ボリュームを作成する際、各 LUN に割り当てることのできる VMFS ボ
リュームは 1 つに限られます。
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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 1 MB 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、1 MB 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、および 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 ディスクまたはパーティションの 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。
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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。 

特定 SCSI デバイス上の指定したファイルの内容を、Service Console 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ると、仮想ディスクと
して、Redo ログ、以前に作成された Redo ログ、およ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。 

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する場合は、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 ファイルほどスペースを使わないはずです。 

Service Console 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の 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。 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
ンポートします。 
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特定のデバイス上のファイル システムのファイルの一覧表示
-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、サイズおよび最新更新時が記載されます。 -h オプションを使うと、
サイズを読み易いフォーマット（たとえば 5 KB、12.1 MB など）に表記できます。 

-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 の名前の設定
-S --setfsname <fsName>

vmkfstools コマンドを <-l> オプションで実行すると（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、
Management Interface 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るようになっています。 

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。 

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。 

要注意 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。 Plain 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 
Server 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.70）」
を参照してください。
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特定の SCSI デバイス上の VMFS を特定モードに設定
-F --config [public|shared|writable]

Public  　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 アクセス 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、ファイルごと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（たとえば SAN 上の VMFS など）に存在するのであれば、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。 
VMFS-1 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。

Shared  　Shared アクセス モードでは、複数のサーバ上の複数の仮想マシンが
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 （Public モードでは、仮
想マシンは同じ VMFS ボリュームにのみアクセスでき、一度に同じ仮想ディスクには
アクセスできません）。 

Writable 　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には（vmkfstools 
-X)、そのボリュームを「Writable」に変更します。 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 オフまた ｈ 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。 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。

注意 ESX Server 2 以上では、プライベートな VMFS ボリュームは推奨されていません。 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。

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。

注意 フェイルオーバー ベース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。 
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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
リュームの拡張
-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）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。

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たびに、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>

マッピングを行うと、Raw ディスク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。 マッピングのファイルの長さは、Raw ディスまたはパーティションのサイ
ズと同じです。 -Pオプションを使うと、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 ディスクまたは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
または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。

VMFS-2 のファイル ロック機能はすべて、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
メトリの表示
-g -- geometry <virtual-disk>

以下のような形式で出力されます。 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。

VMware Workstation や VMware GSX の仮想ディスクを VMware ESX 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 のロードや
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。 

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。 
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VMware Management Interface（該当する仮想マシンの [Users and Events] ページ）か
Service Console（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 -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、
「VMware Workstation と VMware GSX Server 仮想マシンの移行（P.67）」を参照してく
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り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。たとえば、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ります。

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
加すると、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。 

物理ターゲットあるいは LUNの SCSI リザベーションの管理
-L --lock [reserve|release|reset]

-L reserveコマンドは、特定の 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。 

-L release コマンドは、特定のディスクや特定の 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。

要注意 reserve、release、および reset コマンドは、SAN 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。 
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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（たとえば仮想マシンの実行
など）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。 

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、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。

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 他の ESX Server がファイル システムにアクセスしていない場合にこのコマンドを使
用します。

注意 vmkfstools には、このオプションではなく cos-rescan.sh コマンドを使用すること
をお勧めします。

注意 -s オプションは、ファイバ チャネル アダプタにのみ使用してください。

注意 スワップ ファイルを作成する際は、Service Console 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。

スワップ ファイルのサイズを変更するには

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。 vmkfstools の -w オ
プション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。 
Management Interface の [Options] タブにある [Swap Management] ペインの
[Activation Policy] オプションを使うと、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。

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
そのファイルに割り当てます。 -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 タグを使って指定する必要があります。

スワップ ファイルに割り当てられている fileID タグは、スワップ ファイル状態
ファイル /proc/vmware/swap/stats にて確認できます。

注意 スワップ ファイルを有効にするには、Service Console に root の権限でログインして
ください。

注意 スワップ ファイルを有効にするには、Service Console に root の権限でログインして
ください。
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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。

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。

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

その VMFS-1 ボリュームにアクセスしている ESX Server がないかを確認（SAN のみ）

その VMFS-1 ボリュームが他の ESX Server にマウントされていないかを確認（SAN
のみ）

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 コマンドを入力すると、
エラー メッセージが表示されます。

注意 有効なスワップ パーティションが存在する場合は、このコマンドを実行する前に、
無効にしてください。 VMware Management Interface 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。

注意 ESX Server 2.5 では、プライベートな VMFS ボリュームは推奨されていません。 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。

注意 VMFS-1 から VMFS-2 への変換は一方的なプロセスです。 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、アクセスが遅くなります。



VMware, Inc. 281

第 9章 ストレージとファイル システム

  

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 システムの作成
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 2 MB 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の拡張
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（たとえば
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 ファイルの作成
vmkfstools -c 2000m mydisk:rh6.2.vmdk

この例は、mydisk という名前の VMFS ボリューム上に rh6.2.vmdk という名前の 2 
GB の VMFS ファイルを作成します。 rh6.2.vmdk 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のインポート
vmkfstools -i ~/vms/nt4.vmdk vmhba0:2:0:0:nt4.vmdk

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、Service 
Console 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.vmdk 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次の行を追加すると、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.vmdk

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
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.vmdk

コマンドは、winXP.vmdk 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 2 GB 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。

次の例は、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.vmdk

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 上のファイルの一覧表示
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 ファイルなど、ファイル システムの内容を一覧表示します。

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

注意 -e と -i オプションを使った次の例では、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。 
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ます。 このようなマッピングに関する詳細は、「vmkfstools の使用（P.269）」（特に
vmkfstools -r オプションの箇所）を参照してください。

仮想マシンでの物理ディスクの使用
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.41）」を参照して、仮想ディスクに [System LUN/Disk] を選択して
ください。

物理ディスクを使用するよう仮想マシンを構成するには

1 VMware Management Interface 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。

注意 www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html にある当社のテクニカル ノート
『ESX Server Raw Device Mapping』も参照してください。

http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html
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この仮想マシン向けの [Hardware] タブが表示されます。

3 [Add Device] をクリックすると Add Device ウィザードが起動します。

4 [Hard Disk] をクリックします。 

すると [Virtual Disk Type] ページが表示されます。

5 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。 
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6 次の項目を指定してください。

a ディスクのメタデータ ファイルの情報にアクセスできるように [Use 
Metadata] を選択します。 

b [Metadata File Location] を選択します。 

c [Metadata File Name] フィールドに名前を入力します。 

d [Virtual SCSI Node] リストで該当する SCSI ID を選択します。 

e ゲスト OS の [Compatibility] で次のいずれかを選択します。

[Physical]　ゲスト OS への直接のディスク アクセスが可能になります。 

[Virtual]　ゲスト OS に対してディスク モードを選択できます。

7 [OK] をクリックしてディスクを追加します。

SCSI ターゲット IDの確認
SCSI ディスクを仮想マシンに割り当てるには、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、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
手順を説明します。

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 上からファ
イバ チャネル アダプタでアクセスすることも可能です。 明記していませんが、本セク
ションの SCSI アダプタについての記述はファイバ チャネルにも当てはまります。

一般的な Linux システムや、VMkernel ではなく Service Console に SCSI またはファイ
バ チャネル（FC）コントローラが割り当てられている VMware Service Console では、
SCSI ターゲット ID などの接続 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 に割り当てられている 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 モジュールがロードされた後は、/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 に割り当てられている
SCSI コントローラに対応します。 たとえば、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
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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。 たとえば、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

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、Management Interface 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 を確認できます。「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.208）」を参照してください。

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
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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。

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と便利な場合
も多くあります。 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 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.301）」を参照してください。

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 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すべて共有可能となり、指定したモードに設定さ
れます。 

[Virtual] バス共有　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すべて 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。

[Physical] バス共有　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。 
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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。 

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。

バス共有設定を変更するには

1 Management Interface 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。

ESX Server での SANの使用
VMware ESX Server は、SAN と合わせて効果的に使用することが可能です。 ESX Server
は、Qlogic および 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 FC 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情報は、当社 Web サイト
（http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html）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。 

http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html
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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を使用する ESX Server のインストール
ESX Server 2.5 では、SAN にシステムをインストールし、SAN から起動できます。 
http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html にある『VMware SAN Configuration 
Guide』を参照してください。

SAN から起動できるように ESX Server をインストールしない場合、ファイバ チャネ
ル アダプタはすべ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、Service Console 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。

SAN上の VMFS ボリュームの構成
VMware Management Interface 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 システムしか 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 システム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.268）」を参照してください。

VMware Management Interface を使った SAN の構成、LUN 向けのスキャニング、お
よびパーシステント バインドの設定に関しては、「ストレージ管理（P.208）」を参照
してください。

デバイスと LUNのスキャニング
ESX Server は、ファイバ チャネル ドライバがロードされるたびに、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 Management Interface、ある
いは cos-rescan.sh コマンドを使って手動で開始することも可能です。

特定の FC アダプタでは vmkfstools よりも簡単に使用できるため cos-rescan.sh

を使用することをお勧めします。

cos-rescan.sh を使用するには、シェル プロンプトにコマンドを入力します。

注意 各 LUN に割り当てることのできる VMFS ボリュームは 1 個に限られています。

http://www.vmware.com/support/pubs/esx_pubs.html
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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があります。 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の必要があります。

SAN向けの VMkernel 構成オプションの変更
SAN 上のストレージ デバイスをすべて使用するには、VMkernel 構成オプションの一
部を変更する必要がある場合があります。 

VMkernel 構成オプションを変更するには

1 VMware Management Interface に 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 [Options] タブをクリックします。

3 [Advanced Settings] をクリックします。

4 オプションを変更するには、現在の値をクリックしてください。

5 ダイアログ ボックスに新しい値を入力したら、[OK] をクリックします。

これらの設定の変更に関しては、「詳細設定（P.217）」を参照してください。

すべての LUNの検出
デフォルトで、VMkernel はターゲットごとに 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。 たとえば、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 Serve 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、

注意 複数の FC HBA でマルチパスを使用している場合、このコマンドをすべての 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。
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ターゲット ID およびマスキングする 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>;

たとえば、vmhba 1 ターゲット 5 上の LUN 4、12、および 54 ～ 65 と vmhba 3 ター
ゲット 2 上の LUN 3 ～ 12、15、および 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;"

[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。 上の例の続きとして、vmhba0、vmhba1、
vmhba2、および vmhba3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 マスキングを使うと、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。

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、たとえば
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。 Management 
Interface 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 SCSI コマンドを再試行します。

ESX Server で IBM FAStT ディスク アレイを使用する際に必要な追加の構成オプションの詳細
は、当社ナレッジ ベース
http://kb.vmware.com/vmtnkb/supportcentral/supportcentral.do?id=m1 で説明されています。

注意 LUN 0 はマスキングできません。 

http://kb.vmware.com/vmtnkb/supportcentral/supportcentral.do?id=m1
http://kb.vmware.com/vmtnkb/supportcentral/supportcentral.do?id=m1
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ESX Server で SAN の問題のトラブルシューティング
VMware Management Interface 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　各 vmhba で ESX Server がスキャンする LUN の最大数

VMware Management Interface の [Advanced Settings in the Options] ページを
使って、あるいは /proc/vmware/config/Disk を表示すると、このオプション
を確認、設定できます。

DiskSupportSparseLUN　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。

VMware Management Interface の [Advanced Settings in the Options] ページを
使って、あるいは /proc/vmware/config/Disk を表示すると、このオプション
を確認、設定できます。

LUNマスキング　LUNマスキングを行うと、一覧で指定した接続に各LUNが割り
当てられ、その接続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。

ゾーニング　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り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　ディスク アレイに複数のコントローラが存在する場
合、アクセスする 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、当社 Web サイトのナレッジ ベース
（http://kb.vmware.com/vmtnkb/supportcentral）を参照してください。

http://www.vmware.com/support/kb
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パーシステント バインドの使用
使用中のファイバ チャネル HBA には、パーシステント（Persistent）バインドを指定
することができます。 パーシステント バインドでは、ESX Server が特定のターゲット
ID を特定の SCSI デバイスに割り当てます。 このターゲット ID の割り当ては、ユー
ザーが変更しない限り、再起動しても変わりません。

パーシステント バインドは、ESX Server で Raw ディスクを使用している場合に便利
です。 Raw ディスクは、LUN または SAN 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 デバイスとして直接アクセスします。

VMware Management Interface または Service Console を使用してパーシステント バ
インドを実行できます。 パーシステント バインドに関する情報は、「ストレージ管理

（P.208）」を参照してください。

Service Console を使ってターゲット IDの確認
Service Console 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。
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）
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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。

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/

200100e08b229b53 アダプタのワールドワイド 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

表 9-1.  pbind.pl オプション

pbind.pl オプション 説明

pbind.pl -A 全アダプタにパーシステント 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> で指定されているバインドを全アダプタから削除

pbind.pl -r 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。）
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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

ESX Server でマルチパスの使用
ESX Server 2.5 は、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）、あるいはファイバ チャネル 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。

図 9-1.  HBA フェイルオーバー パス

図 9-1 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冗長パスが存在し
ています。 たとえば HBA1、あるいは HBA1 とファイバ チャネル（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 2.5 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）。 

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。
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SAN ハードウェアのサポート情報は、当社 Web サイト
（http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html）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 と Service Console 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。 次のセク
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
方法について説明を行います。 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.213）」を参照してください。

現在のマルチパスの状況の確認
vmkmultipath -q コマンドを使うと、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。 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
ディスクの正規名）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。 たとえば、ディスクへのパスとして vmhba0:0:2、vmhba1:0:2、
vmhba0:1:2、および 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
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.

http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html
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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。 

on　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。

off　そのパスは故意にオフにされています。

dead　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。

3 番目の欄には、各パスのモードが一覧表示されます。

preferred　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　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。
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preferred モードは、ESX Server が fixed ポリシーのディスクにアクセスする場合にの
み使用されます。 ディスクが most-recently used（MRU）ポリシーを持つ場合、
preferred モードは上のレポートに表示されますが、ESX Server がディスクにアクセ
スする場合には使用されません。

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。 たとえば、ディスク vmhba0:0:6 に対するレポート
を表示させるには、次のコマンドを使用してください。

# vmkmultipath -q vmhba0:0:6

LUNマルチパス ポリシーの設定
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　ESX Server は常にディスクの優先パスを指定します。 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　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

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。

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。

注意 active/passive のストレージ デバイスでディスク MRU パス ポリシーを使用します。

注意 active/passive のストレージ デバイスでディスクに MRU ポリシーを使用します。 fixed
ポリシーを使用するとパスのスラッシングとパフォーマンスの大幅な低下の原因とな
ることがあります。
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パスの指定
vmkmultipath コマンドを使用すると、次の例のように、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

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

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

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。
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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、複数の故障など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すべ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。 /vmfs ディレクトリ上
の操作も、「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
場合があります。 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。

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 およびWindows Server 2003 ゲスト OSでのフェイル
オーバー
Windows 2000 および 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場合があります。

TimeOutValue を増加させるには

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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本章では、VMware ESX Server を使って、多様な環境で仮想マシンのクラスタリング
を提供する方法を説明していきます。

クラスタリングとは（P.301）

仮想マシンのクラスタリング（P.302）

ネットワーク負荷分散（P.326）

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
めにサーバ グループを使ってサービスを提供することです。

たとえば、すべてのノードのクラスタが静的コンテンツを提供する Web サイトを提
供す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。 

より複雑な構成の例を考えてみましょう。 1 つのノードがデータベースにサービスを
提供するとします。 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います。

クラスタリングの構成 10
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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。

MSCS（Microsoft Clustering Service）

データベース、ファイル サーバ、メール サーバなどのアプリケーションに対し
てフェイルオーバーをサポート

NLB（Microsoft Network Load Balancing）

Web サーバやターミナル サービスなど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

VCS（Veritas Clustering Service）

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監視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

仮想マシンのクラスタリング
ESX Server ホストは、クラスタリング サービスを使用して、ESX Server ホストで実行
中の仮想マシンのクラスタリングを有効にできます。 仮想マシンのクラスタリングに
より、仮想マシンは複数の仮想マシン間でデータまたはアプリケーションを共有でき
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 アダプタなど）で高可用性を実現することができます。
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仮想マシン内のクラスタリング
Network Load Balancing、Microsoft Clustering Service および Veritas Clustering Service
は、ESX Server 2.5 の仮想マシン内で無修正で動作します。

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。

筺体内クラスタ  

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タリングです。 
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せずに、共有ディスクをサポートします。 追加の
ネットワーク アダプタなしでハートビート ネットワークをサポートします。

図 10-1.  1 台の物理マシンに共存する 2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。

筺体間クラスタ  
この種類のクラスタは複数の物理マシン上の仮想マシンで構成されます。 仮想ディス
クは共有されている、物理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。
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図 10-2.  2 台の物理マシンを使用する 2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。

統合クラスタ  
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。 たとえば、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
し、ハードウェアおよびソフトウェアの障害から保護することができます。

図 10-3.  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

コスト効率のよいスタンバイ ホスト  
複数の仮想マシンを使って、１台のスタンバイ 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。
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図 10-4.  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。

共有ディスクを使用する仮想マシンのクラスタの構成
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 台接続されたプライマリ仮想 SCSI ホスト アダプタ

最低 2 枚の仮想ネットワーク アダプタ

vmnicx（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（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監視する際に使用されます。 

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 ドライブなど）

前述デバイス以外にも、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台以上の共有仮想ディスク
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クラスタ化環境内の Qlogic および Emulex HBA は、VMkernel 専用でなくてはなり
ません。

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。 前述の構
成（ネットワーク アダプタ 2 枚と SCSI ホスト バス アダプタ 2 枚）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、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 など）はすべて SCSI-2 リザベーションを使用しています。

2 つのノードのみをクラスタ化できます。

クラスタ化された仮想マシンで VMotion は使用できません。

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

1 つ目のノードのベースとなる仮想マシンの作成
クラスタ内の各ノードを簡単に作成できるよう、ベースとなる仮想マシンを作成し、
クラスタ内の各ノード用に仮想マシンのクローンを作成します。 仮想マシンを作成
し、仮想ハードウェアを構成し、オペレーティング システムをインストールします。 
これらのタスクをすべて完了すると、簡単に仮想マシンのクローンを作成し、クラス
タ内の各ノードを作成できます。

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するには

1 次の VMware Management Interface（管理インターフェイス）にアクセスします。
https://<hostname>/

2 仮想マシンを作成したユーザーとしてログインします。

3 [Add Virtual Machine] をクリックします。

4 [Guest Operating System] は、デフォルトの [Microsoft Windows 2000 Server] をそ
のまま使用します。 

5 [Display Name] フィールドを、その仮想マシンを記述する名前、たとえば MSCS 
Node 1 (Portsaid) に変更します。

6 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.

7 [Next] をクリックします。

8 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。

9 [Memory] を変更して、この仮想マシンに割り当てる RAM 容量を指定し、[Next]
をクリックします。

10 新しい仮想ディスクを作成するには、[Blank] をクリックします。

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（たとえば cluster1.vmdk）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] フィールドに値を
入力します。

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 [Persistent] をクリックして、このディスク モードを承認し、[Next] をクリック
します。

ディスク モードはデフォルトで [Persistent] に設定されています。

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。 このタブから、ハードウェア デ
バイスを追加します。

注意 この例では、ゲスト OS として Microsoft Windows 2000 Server を使用しています。 
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。
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仮想ディスクの構成
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

1 VMware Management Interface にアクセスします。

2 [Hardware] タブをクリックします。

3 [Add Device] をクリックします。

4 [Hard disk] をクリックします。

5 新しい仮想ディスクを作成するには、[Blank] をクリックします。

6 仮想ディスクを格納する VMFS ボリュームを指定します。

7 この仮想ディスク イメージに独自の名前（たとえば quorum.vmdk）を付けます。

8 [Capacity] フィールドに適当な値を入力します。

9 この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを選択します。

共有ディスクは単独の仮想 SCSI コントローラに接続する必要があります。 

10 SCSI 1:1 を選択します。

11 [Persistent] をクリックして、このディスク モードを承認し、[OK] をクリックし
ます。

ディスク モードはデフォルトで [Persistent] に設定されています。 

12 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。

13 [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。 

14 [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。

手順 1 から手順 9 の作業を繰り返して、SCSI 1:2 を使用するファイル名
shared2.vmdk 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
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。 
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ネットワーク アダプタを追加するには

1 VMware Management Interface にアクセスします。

2 [Hardware] タブをクリックします。

3 [Add Device] をクリックします。

4 [Network Adapter] をクリックします。

5 [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。

6 [OK] をクリックします。

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
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。

Windows 2000 Advanced Server を仮想マシンにインストールするには

1 ESX Server マシンの CD-ROM ドライブに Windows 2000 Advanced Server CD を挿
入します。

2 Management Interface 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、Remote Console 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 としてログインします。

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すべて受け入れます。 

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の作成
Windows 2000 Advanced Server がインストールされた仮想マシンを作成すると、仮
想マシンを個別に作成するかわりに、この仮想マシンのクローンを作成できます。
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仮想マシンのクローンを作成するには

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 に割り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 を取り外し
てください。

4 Management Interface の [Overview] ページで、[Manage Files] をクリックしてく
ださい。

5 vmfs フォルダを探し、vms フォルダを開いてください。 

この操作では、リフレッシュに時間がかかることがあります。

6 cluster1.vmdk 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、[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.vmdk の横の
チェックボックスを選択してください。

9 [Edit Properties] ボタンをクリックします。

10 ファイル名を cluster2.vmdk 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。

2 つ目のノードの仮想マシンの作成

新しい仮想マシンを作成するには

1 Management Interface 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に変更します。 

たとえば、MSCS Node 2 (Kena) などを使用します。 
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4 [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り当てる RAM 容量を指定し、[Next]
をクリックします。

8 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] をクリックして
ください。

9 [Virtual Disk Image] ドロップダウン リストから cluster2.vmdk を選択します。 

10 この仮想ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを指定し、[Next] をクリックします。

仮想ディスクの構成  
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

1 この仮想マシン向けの [Hardware] タブをクリックします。

2 [Add Device] をクリックします。

3 [Hard disk] をクリックします。

4 「仮想ディスクの構成（P.308）」で作成した既存の quorum ディスク
（quorum.vmdk）を追加します。

5 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。

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。

6 [Persistent] をクリックして、このディスク モードを承認し、[OK] をクリックし
ます。

ディスク モードはデフォルトで [Persistent] に設定されています。 

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。

7 [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。

8 [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。
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手順 1 から手順 6 の作業を繰り返して、SCSI 1:2 を使用するファイル名
shared2.vmdk の共有仮想ディスクをもう１つ追加してください。 

ネットワーク デバイスの構成
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

1 この仮想マシン向けの [Hardware] タブをクリックします。

2 [Add Device] をクリックします。

3 [Network Adapter] をクリックします。

4 [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。

5 [OK] をクリックします。

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。

Management Interface の [Overview] ページを開いてください。 Management Interface
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

Microsoft Cluster Service をインストールするには

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）および IP アドレスを入力してくだ
さい。 

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り当てられ
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します。

Windows は自動的に再起動します。

3 [ 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。
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4 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。

5 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: に割り当て
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、引き続き手
順 10 の作業を行ってください。

6 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。

7 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。

8 DNS サーバがインストールされているか確認します。

9 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。

10 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。 

11 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。

12 サーバの CD-ROM ドライブに Windows 2000 Advanced Server CD を挿入します。

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

14 [Windows コンポーネントの追加と削除 ] を選択します。

15 [ 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、[ 次へ ] をク
リックします。 

16 画面に従ってサービスをインストールしてください。

17 [ 新しくクラスタを形成 ] を選択します。

クラスタ名を指定します（Arish）。

クラスタの IP アドレスを指定します。 このアドレスは、vmnic0 と同じネット
ワーク上に存在する必要があります。
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18 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。

19 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。

20 共有ディスク Q: を quorum ディスクに指定します。

21 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。

22 2 台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）。

23 ノード 2 の仮想マシンを起動します。

24 [ 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: に割り当てます。

25 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手順
7 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、手順 7 で行った設定と一致するようにしてください。

26 手順 22 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。

27 ノード 2 の仮想マシンで手順 13 から手順 21 を実行します。 ただし、手順 17 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、別の ESX Serve マシンで稼動する仮想マシンに 2 ノードのクラスタを構築
する手順を説明します。 前と同じ命名規則を使用します。

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

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 マシンで、ハートビートを監視するプライベート ネットワーク向けに
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り当ててお
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
タをパブリック 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
します。
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1 つ目のノードのベースとなる仮想マシンの作成
「1 つ目のノードのベースとなる仮想マシンの作成（P.306）」に従って作業を行って
ください。ただし、次の箇所では、手順が若干異なります。

「仮想ディスクの構成（P.308）」の手順 8 で、[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
します。

「ネットワーク デバイスの構成（P.308）」の手順 5 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。

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
クセスします。 [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 および scsi1:2.name の仕様を変更し、VMFS 名（たとえば
sharedfs:shared1.vmdk）ではなく、その VMFS パーティション向けの厳密な
vmhba 名（たとえば vmhba0:1:0:1:shared1.vmdk）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。

[OK] をクリックします。

さらに、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しま
す。 デフォルトでは、VMFS パーティションは、public アクセスに構成されます。 ク
ラスタリングをサポートするためには、VMFS パーティションを shared アクセスに
構成する必要があります。

VMFS パーティションのアクセス設定を変更するには

1 Management Interface から、[Options] タブをクリックします。

2 [Storage Management] 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。 

4 そのディスク ボリュームの [Edit] をクリックします。

5 [Access Mode] ドロップダウン メニューから [Shared] を選択します。

6 [OK] をクリックします。
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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.309）」の手順に従ってください。

仮想マシンのクローンの作成
Windows 2000 Advanced Server がインストールされた仮想マシンを作成したため、
仮想マシンを個別に作成するかわりに、この仮想マシンのクローンを作成できます。

仮想マシンのクローンを作成するには

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。 

ゲスト OS に割り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

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

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 種類（転送モード）をバイナリに設定します。 bin

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 次のように入力します。 hash on

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.vmdk

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。
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11 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.vmdk cluster2.vmdk

仮想ディスク名を cluster2.vmdk に変更します。

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。

2 つ目のノードの仮想マシンの作成
「1 つ目のノードのベースとなる仮想マシンの作成（P.316）」に従って作業を行ってく
ださい。ただし、次の箇所では、手順が若干異なります。

「仮想ディスクの構成（P.308）」の手順 8 で、[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
ます。

「ネットワーク デバイスの構成（P.308）」の手順 5 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。 SCSI ディスク上に
すでにクラスタ 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。 たとえば仮想マシ
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、「仮想ディスクの構成
（P.308）」にある手順の代わりに、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 SCSI ディスクを追加するには

1 [Hardware] タブをクリックします。

2 [Add Device] をクリックします。
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3 [Hard disk] をクリックします。

4 [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。

5 Raw ディスクとしてこの仮想マシンに接続する [LUN/Partition] を指定します。

6 Raw ディスクを接続する仮想 SCSI ノードを選択します。

7 [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。

8 [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。

9 [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
ます。

バス共有を [physical] に設定すると、全 SCS の reserve および 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、手順 1 から手順 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。

新しい Raw SCSI デバイスの追加に関する詳細は、
http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html にある当社のテクニカル 
ノート『Using Raw Device Mappings with ESX Server』をご覧ください。

Microsoft Cluster Service のインストール
「Microsoft Cluster Service のインストール（P.312）」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
Emulex ドライバの読み込み中に、/etc/vmware/hwconfig のファイルを編集し
て、追加のパラメータを入力してください。 最初の（あるいは唯一の）Emulex

注意 ESX Server では、物理ディスクは vmhba 番号で識別します。 たとえば
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。

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。

http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html
http://www.vmware.com/support/resources/esx_resources.html
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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。 次のフォーマットの行を追加します。

device.vmnix.6.14.0.options = "lpfc_delay_rsp_err=0"

/etc/vmware/hwconfig の終わりに追加します。 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、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、最初のカードに関する行のみを追加して
ください。

表 10-1 は ESX Server 上で稼動する仮想マシンで Microsoft Clustering Software を使用
する際の追加の重要事項をまとめたものです。

表 10-1.  MSCS 構成の注意事項

内容
コンポーネ
ント 単一ホストのクラスタリング 複数ホストのクラスタリング

クラスタ化さ
れていない
ディスク

仮想マシンお
よびスワップ

（ページング）
ファイル

SAN 上ではなく、ローカル ストレージ上にある必要があります。
クラスタ化されていないディスクである必要があります。

クラスタ化さ
れていない仮
想ディスク

（.vmdk）

public の VMFS ボリューム上にある必要があります。
VMFS のラベル記法を使用する必要があります。
仮想アダプタがshared mode = noneに設定されている必要があ
ります。

クラスタ化さ
れていない
Raw デバイス

（ディスク）の
マッピング

リビジョンは ESX 2.5.2 以上である必要があります。
public の VMFS ボリューム上にある必要があります。
VMFS のラベル記法を使用する必要があります。
ディスクは persistent モードである必要があります。
DeviceType が scsi-nonpassthru-rdm または
scsi-passthru-rdm である必要があります。

クラスタ化さ
れていない
Raw デバイス

（ディスク）

ESX Server 2.5.2 以上の場合、Raw デバイス マッピングを使用します。
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クラスタ化さ
れた
ディスク

クラスタ化さ
れた仮想ディ
スク（.vmdk）

VMFSのラベル記法を使用す
る必要があります。
仮想アダプタはshared mode 

= virtualである必要があり
ます。
LUNは1つのVMFSファイル 
システムのみをホストする
必要があります。
VMFSボリュームはクラスタ
専用である必要があります。
publicのVMFSボリューム上
にある必要があります。

vmkfstools -z で作成される必
要があります。
VMFS のラベル記法ではなく、
vmhba<H>:<T><L>:<P> の記
法を使用する必要があります。
仮想アダプタはshared mode 
= physical に設定される必
要があります。
独自の物理 LUN 上にある必要
があります。
LUN は VMFS ファイル システ
ムをホストできます。
共有仮想ディスクはこのVMFS
ボリュームにあるファイルの
みである必要があります。
VMFSボリュームはsharedモー
ドである必要があります。
VMFSボリュームは1つの物理
拡張を持つことができます。

表 10-1.  MSCS 構成の注意事項（続き）

内容
コンポーネ
ント 単一ホストのクラスタリング 複数ホストのクラスタリング
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クラスタ化
された
ディスク

（続き）

クラスタ化さ
れたパスス
ルーでない
Raw デバイス
のマッピング

リビジョンは ESX 2.5 以上で
ある必要があります。
publicのVMFSボリューム上
にある必要があります。
VMFSのラベル記法を使用す
る必要があります。
ディスクはpersistentモード
である必要があります。
DeviceType は
scsi-nonpassthru-rdm.

仮想アダプタは shared 
mode = virtual に設定さ
れる必要があります。

サポートされていません。

クラスタ化さ
れたパスス
ルー Raw デバ
イスのマッピ
ング

サポートされていません。 リビジョンは ESX 2.5.2 以上で
ある必要があります。
VMFS のラベル記法を使用す
る必要があります。
ディスクはpersistentモードで
ある必要があります。
DeviceType は
scsi-passthru-rdm である必要
があります。
仮想アダプタが次のように設
定される必要があります。
shared mode = physical

次のいずれかを使用してください。
Shared モードの VMFS2 ボ
リューム上の単一のパス ス
ルー RDM（物理互換モード）

または
Public モードの VMFS2 ボ
リューム上の同じ RAW LUN
を使用する 2 つの独立した
RDM ファイル 2 つの異なる
Public ボリュームも使用でき
ます。 この場合、グラフィカ
ル インターフェイスはオプ
ションを提供しないので、
vmkfstools -r を使用して独立
した RDM ファイルを作成す
る必要があります。

表 10-1.  MSCS 構成の注意事項（続き）

内容
コンポーネ
ント 単一ホストのクラスタリング 複数ホストのクラスタリング
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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。

クラスタ化
された
ディスク

（続き）

クラスタ化さ
れた Raw ディ
スク

サポートされていません。 ESX Server 2.5.2 以上の場合、
Raw デバイス マッピングを使
用します。

ESX Server 構成 /proc/vmware/config/Disk/UseLunReset は 1 に設定する必要があります。
/proc/vmware/config/Disk/UseDeviceReset は 0 に設定する必要があります。
スワップのパーティションは SAN 上ではなくローカルにある必要があります。
RDM LUN は、2.5.2 よりも前のバージョンの ESX Server とは併用できません。
クラスタ化環境内の Qlogic および Emulex HBA は、VMkernel 専用でなくてはなりません。
独立した仮想アダプタはクラスタ化されたディスクに対して使用される必要があります。

Qlogic ドライバのリビジョンは ESX Server 2.5.1 では 7.0.4、ESX Server 2.5 では 6.07、それ以
前のリビジョンの ESX Server では 6.04 である必要があります。 
BIOS 設定は以下の通りです。

Enable Target Reset = Yes
Full LIP Login = Yes
Full LIP Reset = No

Emulex ドライバのリビジョンが ESX Server では 2.01g、それ以前のリビジョンでは 4.20q です。

Microsoft 
Windows

OS は Windows 2000 または Windows 2003 である必要があります。
各クラスタは 2 つのノードに制限されます。
Buslogic の仮想アダプタを使用する場合、ネイティブの Windows ドライバではな
く VMware Buslogic ドライバを使用します。
I/O タイムアウトが 60 秒以上であることを確認します
HKEY_LOCAL_MACHINE￥System￥CurrentControlSet￥Services￥Disk￥
TimeOutValue
失敗時（1 回目、2 回目、その後）にクラスタ サービスが自動的に再起動する必要
があります。

表 10-1.  MSCS 構成の注意事項（続き）

内容
コンポーネ
ント 単一ホストのクラスタリング 複数ホストのクラスタリング



運用ガイド

324 VMware, Inc.  

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 SCSI バス上か、恐らくは
SAN 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
1 つ目のロック機能の種類は、VMFS ファイル システムのロック機能です。 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。 たとえば 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. 他のサーバがアクセスし
ていない場合 Avmkfstools recover を使用してファイル システムをアンロックしてくだ
さい。

通常、別のホストがそのファイル システムを使用していますので、vmkfstools 

--recover を実行しないでください。 このエラー メッセージは、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ほど多くありません。 それでも前述のメッセージが表示され

注意 正常に動作している場合でも、Windows のイベント ログに次のようなフォーマット
のディスク エラーが記録されることがあります。
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 エラーを受け取ります。
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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
使用する必要があります。

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 ごとの、VMFS-2
ボリュームではファイルごとのロック）。

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、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、次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、該当するディスクか VMFS の名前を代わりに入力してく
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. 他のサーバが
SCSI リザベーションを使用していない場合 Avmkfstools -L release/reset を使用して
リザベーションを終了してください。

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 ベースの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
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を行います。 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 lunreset vmhba0:1:0:0

これが失敗した場合、次のコマンドを実行します。

vmkfstools -L reset vmhba0:1:0:0

LUN マスキングを使用するロッキングに関する問題の回避
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ーがアク
セスしたり、別のユーザーに割り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、発生し易くなります。 

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、前述のように 1 台のサーバが誤った
SCSI ディスクを不測にロック、予約してしまう事態を防ぐのに有効です。

ネットワーク負荷分散 
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）およびス
トリーミング メディアなど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（NLB）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
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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。

ユニキャスト モードではローカル エリア ネットワーク（LAN）上の物理スイッチが
すべての NLB クラスタ トラフィックを LAN 上のすべてのマシンに送信するように設
定されるため、マルチキャスト モードを使用することをお勧めします。

ESX Server 上のマルチノードのネットワーク負荷分散クラスタの
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つ目のノードのベースとなる仮想マシンを作成するには

1 https://<hostname>/ で VMware Management Interface 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] では、デフォルトの [Microsoft Windows 2000 Server] を
そのまま選択します。 

注意 ユニキャスト モードを使用する場合、vmkernel 構成のオプションの
NetNotifySwitch を 0 に設定します。 

注意 この例では、ゲスト OS として Microsoft Windows 2000 Server を使用して
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。
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4 [Display Name] フィールドを、その仮想マシンを記述する名前に変更します。 

たとえば、MSCS Node 1 (Portsaid) などを使用します。

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。

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り当てる RAM 容量を指定し、[Next]
をクリックします。

9 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。

10 仮想ディスクを格納する VMFS ボリュームを指定します。

11 この仮想ディスク ファイルに独自の名前（たとえば cluster1.vmdk）を付けます。

12 4GB 以上のプライマリ SCSI ディスクが必要な場合は、[Capacity] フィールドに値を
入力してください。

13 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。

ディスク モードはデフォルトで [Persistent] に設定されています。 

14 [Persistent] をクリックして、このディスク モードを承認し、[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。 これを使用し、ハード
ウェア デバイスを追加します。

ネットワーク デバイスの構成
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
します。

ネットワーク アダプタを追加するには

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。
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4 [OK] をクリックします。

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。

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。

Windows 2000 Advanced Server をインストールするには

1 ESX Server マシンの CD-ROM ドライブに Windows 2000 Advanced Server CD を挿
入します。

2 Management Interface 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、Remote Console 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 としてログインします。

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すべて受け入れます。 

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 サーバの CD-ROM ドライブから Windows 2000 Advanced Server CD を取り外し
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 を使用します。 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。
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仮想マシンのクローンの作成
Windows 2000 Advanced Server がインストールされた仮想マシンを作成したため、
仮想マシンを個別に作成するかわりに、この仮想マシンのクローンを作成できます。

Management Interface を使用して仮想マシンのクローンを作成するには

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 に割り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 Management Interface の [Overview] タブで、[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.vmdk 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。

6 [Copy] をクリックし、[Paste] をクリックします。

7 コピー プロセスが完了したら、ファイル copy of cluster1.vmdk の横の
チェックボックスを選択してください。

8 [Edit Properties] をクリックします。

9 ファイル名を cluster2.vmdk に変更し、[OK] をクリックします。

10 [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。

別の方法を使用する仮想マシンのクローンの作成

ESX Server コンソールを使用して仮想マシンのクローンを作成するには

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 に割り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。
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4 ディレクトリを移動します。 cd /vmfs/vms

このディレクトリは、仮想ディスクを作成したディレクトリです。

5 仮想ディスクのコピーを作成します。 cp cluster1.vmdk cluster2.vmdk

複数のコピーを作成するには、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。

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するに
は、下記の手順をそれに合わせて変更してください。

仮想マシンのクローンを作成し、別の ESX Server 物理マシンに移動するには

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 に割り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

これは、仮想ディスクを作成したディレクトリです。

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 次のように入力します。 hash on

9 仮想ディスク ファイルを検索します。 get cluster1.vmdk

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.vmdk cluster9.vmdk
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この例は 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 マシンに対して手順 3 から手順 11 を繰り返してく
ださい。

2 つ目のノードの仮想マシンの作成

新しい仮想マシンを作成するには

1 Management Interface 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、たとえば 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り当てる 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] をクリックして
ください。

10 [Virtual Disk Image] ドロップダウン リストから [cluster2.vmdk] 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、[Next] をクリックします。

ネットワーク デバイスの構成　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。

ネットワーク アダプタを追加するには

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。



VMware, Inc. 333

第 10 章 クラスタリングの構成

  

3 [Device Binding] ドロップダウン リストから [vmnic1] を選択します。

4 [OK] をクリックします。

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。

Management Interface 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ます。

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用し、最大 32 のノードをクラスタ化できます。 各ノード
を個別に設定する必要があります。

クラスタを構成するには

1 １台目の ESX Server マシンに接続された Management Interface を使って、1 つ
目のノード向けの Remote Console を起動します。

2 仮想マシンをパワー オンしてください。

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 プロセスが終了すると、Windows は再起動します。

5 Windows 2000 Advanced Server の仮想マシンにシステム管理者としてログイン
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。

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 を使用します。 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。
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プライマリ IPアドレス　クラスタ全体のアドレス。 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　アドレスが所属するネットワークのサブネット マスク。

[Multicast]　チェックマークを付けて、マルチキャスト モードを有効にし
ます。 

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 [OK] をクリックすると、 [ 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。 

詳細情報とリンクについては、「ネットワーク負荷分散ヘルプ」の関連トピック
を参照してください。 

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、前述の作業を繰り返
し実行してください。

この手順を、クラスタに参加するすべてのノードについて繰り返します。

注意 このオプションに関しては、クラスタのすべてのメンバーが同じ設定を使
用する必要があります。 マルチキャスト モードを有効にした場合、物理 LAN
の設定を変更する必要がある場合があります。 LAN ハードウェアのドキュメ
ント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。
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本章では、ESX Server 環境におけるネットワーキングの基本概念と、ネットワークの
設定方法について説明します。 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 MAC アドレスを手動で設定（P.335）

VMkernel ネットワークカードの確認（P.338）

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.339）

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.340）

ネットワーク アダプタと仮想ネットワークの共有（P.341）

仮想スイッチの使用（P.344）

仮想マシンのMACアドレスを手動で設定 
VMware ESX Server は、各仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタの MAC アドレス
を生成します。 ほとんどの場合、MAC アドレスは適切なものです。 仮想ネットワーク 
アダプタの MAC アドレスを手動で設定する必要がある場合もあります。 例 : 

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 アドレスが割り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 アドレスが割り当てられてい
るか確認してください。 

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。 

ネットワーク 11
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VMware ESX Server によるMACアドレスの生成方法
仮想マシンの各仮想ネットワーク アダプタは、重複のない MAC アドレスを取得しま
す。 ESX Server は、同一サブネット上の各仮想マシンの MAC アドレスが重ならない
ようにします。 ESX Server が使用するアルゴリズムは、1 台のマシン上で稼働、サス
ペンドできる仮想マシンの台数を制限してしまいます。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 つの OUI が
あります。 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。 OUI の 1 つ (00:0C:29) は生成されたアドレスにのみ使
用し、もう 1 つの OUI (00:50:56) は生成されたアドレスと手動で設定されたアドレス
の両方で使用します。

自動生成された MAC アドレス向けの VMware OUI が 00:0C:29 であるため、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、生成アルゴリズムを使用して残りの 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 ドレスが重複しないように試みます。 

ESX Server が MAC アドレスを生成する際に使用するアルゴリズムは、以下のような
ものです。 

まず、ESX Server は MAC アドレスを VMware UUID (Universally Unique Identifier) を
使って生成し、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）。

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 マシンなど）に移動されない限り、変更されません。 MAC アドレスは、
仮想マシンの設定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 アダプタに割り当てられている MAC アドレスをすべて記録して
います。 このような仮想マシンすべ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違ってチェックされません。 ESX Server は、生成済みの既定

注意 Virtual Center または VMware GSXServer で生成されたアドレスは、00:50:56 範囲内に
なります。
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の MAC アドレスは記録しません。 よって、（同じ仮想マシンまたは異なる仮想マシン
上の）複数の NIC で生成済みの既定の MAC アドレスを持つことができ、仮想マシン
を起動することができます。 ゲスト OS は、複製された MAC アドレスを検知できな
ければなりません。 ローカル エリア ネットワーク（LAN）上で既定のアドレスが互い
に干渉しないよう、また ESX Server が生成したアドレスと干渉しないよう確認してく
ださい。

MACアドレスを手動で設定
仮想マシン間の MAC アドレスの競合の可能性を避けるため、システム管理者は
MAC アドレスを手動で割り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、仮想マシンの設定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 ～ 3F、
YY および ZZ は 00 ～ FF 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 より大きい数にしないでください。 

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、仮想マシンの設定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 の仮想マシンは上記の範囲以外の MAC アドレスをサポートしな
いため、上記の範囲内のアドレスを使用する必要があります。 XX:YY:ZZ が決め打ち
されたアドレス間でユニークな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
ンの設定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。 

ホストがある特定の範囲の MAC アドレスを使用するかどうかは、保証できません。 
しかし、仮想マシンに固有の当社 OUI （00:0C:29 および 00:50:56）を使えば、MAC
アドレスが他の物理ホストと競合しないことは保証いたします。
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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 に割り当てられた場合、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。 

たとえば、マシンに 4 枚の Intel EEPro カードが、すべて 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 と 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 枚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、最初にロードされた
ドライバが PCI スロット順位の仮想 NIC (vmnic) を要求し、次にロードされたドライ
バが PCI スロット順位の仮想 NIC (vmnic) を要求す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。たとえば、それぞれのスロットに 2 つのファンク
ションを持つデュアルポート NIC (bus1.slot1.function1 and bus1.slot1.function2) では、
各デバイスの種類ごとにスロットが番号付けされるのと同じ方法で、各ファンクショ
ンごとに番号付けされます。

findnic コマンド
アダプタのバスと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。 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になります。

findnic <options> <nic-name> <local-ip> <remote-ip>

findnicプログラムは、引数として VMkernel のネットワーク デバイス名、ローカル マシ
ンのデバイスに割り当てる IP アドレス、findnic に PING する宛先の IP アドレスを取り
ます。 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。 

オプション
-f

大量の PING を行います。 
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-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 します。

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 モー
ドで起動します。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 スイッチとの間で動作します。 ただしスイッチで特定のスピードや
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設定しなければなりません。

もし（特に非常に低いバンド幅で）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。

この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 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。

Vmkernel ネットワーク デバイスの設定を変更するには

1 Management interface に root としてログインします。

2 [Options] タブをクリックします。

3 [Network Connections] をクリックします。

4 [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
ます。

5 [OK] をクリックします。

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。 しかし、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こともあります。 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。 

PromiscuousAllowedの構成変数の設定を有効にするには

1 VMware Management Interface の [Edit Configuration] タブをクリックして、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 Service Console（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。 

PromiscuousAllowedの構成変数を noに設定するには

1 Remote Console を使って仮想マシンに接続し、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 Service Console にログインし、次のコマンドを入力してください。

echo "PromiscuousAllowed no" > 
/proc/vmware/net/vmnic0/<MACAddress>

<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 の形式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 アダプタと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 Service 
Console が使用するものとに区別しています。 これはセキュリティ上の理由から重要
です。たとえば、仮想マシン上のアプリケーションが使用するネットワークから、管
理用ネットワークを分離する場合などです。

物理ネットワーク アダプタや仮想ネットワークといったリソースを共有したい場合
もあるでしょう。 ここでは、両方向での共有について解説します。 つまり、仮想マシ
ンのリソースを Service Console で使用可能にし、Service Console 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、Service Console 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。 

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 に割り当てられている）全ネットワーク ア
ダプタと仮想ネットワークを、Service Console がアクセスできるように設定するこ
とができます。 VMware Management Interface の [Edit Configuration] ペインで
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。 

Service Console 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の一覧を入力します。 たとえば、Vmkernel
に Service Console 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セミ
コロン区切りのリストとなります。 

要注意 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 が正常に機能しなくなります。 ifconfig 
lo up コマンドを打ち込んで、インターフェイスを再開してください。
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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、Service Console 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、Service Console がすでに
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、Service Console 上で vmnic1は eth1として、また vmnet_0は
eth2 として認識されます。 

eth<n> デバイスが Service Console に生成されると、インターフェイスを通常の方法
で起動できるようになります。 たとえば、Service Console 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> デバイスが追加されたかを簡単に確認するに
は、次のように 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、次のコマンドを使用します。 

grep <tag> /var/log/messages 

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

Service Console の起動時に VMkernel ネットワーク アダプタが起動するよう設定する
には、2 通りの方法があります。 簡単なのは、eth0 以外のネットワーク アダプタを
共有する方法です。 後述しますが、eth0 の共有は複雑です。 

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

注意 /etc/fstab内で任意の NFS エントリをマウントする「mount -a」のように、ネット
ワークによっては、rc.localの最後にコマンドを追加する必要がある場合があります。
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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

/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
最初に ESX Server をインストールし、設定する際は、VMkernel がロードされないた
め、Service Console が eth0 であるネットワーク アダプタをコントロールする必要が
あります。 ESX Server の設定時は、eth0 であるアダプタを Service Console に割り当
ててください。 

ESX Server の設定を正常に終了し、マシンを再起動したら、VMkernel がロードされ
ます。 

仮想マシンと Service Console のネットワーク アダプタを共有するには

1 VMware Management Interface を使ってサーバを再設定します。

2 [Options] タブで [Startup Profiles] をクリックします。 

3 表から、コンソールに割り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、[If you must reassign this device, click here] というリンクをク
リックします。 

4 [Dedicated To] リストから [Virtual Machines] を選択します。

5 [OK] をクリックして変更を保存し、プロンプトが表示されたらマシンを再起動
します。 

要注意 Service Console 上の eth0 であるアダプタを共有するつもりであれば、次
の手順を慎重に行ってください。 ESX Server を初期設定するためには、
ネットワーク接続が必要です。 初期設定が完了したら一部変更を行いま
す。 そのプロセスの一時点で Service Console 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。 
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マシンが再起動した時点では Service Console にネットワーク アダプタが割り当
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。 

6 /etc/rc.d/rc.local に適切な行を追加します。

たとえば、eth0 が Vmkernel と Service Console 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 

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.338）」をご覧ください )。 

システムを次に再起動すると、Service Console 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。 

7 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 

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。 仮想スイッチでは、仮想マシン間の送受信や、外部ネット
ワークへの接続が可能です。 

仮想スイッチは、複数のネットワーク アダプタのバンド幅を組み合わせて、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 グループを割り当てることも可能です。
「ポートグループの作成（P.200）」を参照してください。
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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 ラベルを割り当てる
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。 
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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 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。たとえば、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。 

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。

Service Console 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り当てられます。 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
イッチに割り当てられたボンド番号を確認しておいてください。

また、物理アダプタに割り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
Management Interface 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。 た
とえば、[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。
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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、次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

デバイス名は vmnic0 です。

仮想スイッチの作成
仮想スイッチの作成および変更に関する基本的な作業は、「ネットワーク接続

（P.198）」をご覧ください。

負荷分散モードの選択
仮想スイッチに割り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すべて、/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。

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。

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。 

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。
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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。 

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には

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 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 フェイル 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
するには

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 プライマリ アダプタを定義します。 

たとえば、bond1 用に vmnic2 を選択する場合、次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。

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

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。
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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。

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、仮想スイッチに割り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り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。
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bond1向けのエラー閾値を 2ビーコンに設定する方法

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 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。

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
細設定（P.217）」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ががあります。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。

外部ネットワークスイッチの構成
ESX Server ホストで外部ネットワーク スイッチを構成することにより、ホストと外部
ネットワークの正確なやり取りを実現します。 次のオプションで構成します。

IP Load Balancing　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。

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。
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SwitchFailoverBeaconEtherType　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　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　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　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
を使用する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 ペイン　ボンドに正しい仮想 NIC が割り当てられているか
確認してください。

VM Configurationページ　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 がすでにボンド デバイスに割り当てられて
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。



運用ガイド

352 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 353  

12

12

VMware ESX Server では、仮想マシンのリソース割り当て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。 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。 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 バンド幅

ディスク バンド幅

仮想マシンのリソース割り当ては、VMware Management Interface（管理インター
フェイス）を通して、Service Console 上の procfs インターフェイス、あるいは
VMware Scripting API を使って管理できます。 本章では、最初の 2 つの方法に関する
説明を行います。 Scripting API については、http://www.VMware.com/support/developer

にある『VMware Scripting API User’s Manual』をご覧ください。

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.354）

ESX Server のリソース変数（P.355）

パフォーマンスの改善（P.355）

CPU リソースの管理（P.358）

仮想マシンの CPU リソースの管理（P.363）

メモリ リソースの管理（P.373）

VMware ESX Server のリソー
ス管理 12

http://www.vmware.com/support/developer
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仮想マシンのメモリの管理（P.380）

NUMA システムの使用（P.387）

サーバ上でのメモリのサイズの調整（P.393）

ネットワーク バンド幅の管理（P.396）

ディスク バンド幅の管理（P.400）

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 とメモリ、
ディスク リソースの割り当てに比例シェアのメカニズムを使用します。 ネットワーク 
バンド幅は、トラフィック シェーピング方式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、
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）することも可能です。 「起動制限ポリシー（P.359）」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 サイズの最大値および最小値、メモリ シェア
を指定することができます。 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、管理の
レベルが大幅に低下します。 「メモリ リソースの割り当て（P.373）」を参照してくだ
さい。

Service Console のリソース管理
デフォルトで、Service Console には 2000 の CPU シェアと最小 CPU 使用率 8% が設
定されています。 Service Console 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、この設定で十分です。 

ただし、実際に Service Console に対する CPU シェアの割り当てを調整する必要が生じ
た場合は、VMware Management Interface を使用してください。 「Service Console の管
理（P.176）」を参照してください。

同時稼働する予定の仮想マシン数によって、Service Console に割り当てるべきメモ
リのガイドラインがあります。 「起動制限ポリシー（P.359）」を参照してください。

注意 作成した仮想マシンすべてのリソースを調整する必要はありません。 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、そのマシンの調整のみ行うこ
とをお勧めします。 



VMware, Inc. 355

第 12 章 VMware ESX Server のリソース管理

  

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 がリソース割り当てを決定する際に使用
するアルゴリズムとポリシーの情報も提供します。

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。 たとえば、Web サーバの最も制約的なリソースはメモリであり、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 バンド幅である可能性
があります。

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。

たとえば、プラチナ会員向けの仮想マシン Web サーバには、シルバー会員や社内使
用の仮想マシン 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
を与えることができます。

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
セッサにどれだけのアイドル時間が発生しているかを確認してください。 VMware 

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あ
りません。

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。 「仮想マシンのメモリの管理（P.380）」を参照してください。
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Management Interface を使って、全体的なシステム CPU 使用率を確認してくださ
い。 プロセッサに過重負荷がかかっておらず、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。 Service Console の procfs インターフェイスから、
/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.382）」を参照してください。

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。 物理メモリをサーバに増設することや仮想マシンの他の ESX Server への移
動も考えてください。

仮想マシンの実行速度の改善
数台の仮想マシンでのみ実行速度が遅い場合は、Service Console 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。

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、[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
確認します。

仮想マシンがページングを大量に行っている場合は、最小メモリを増やして過剰な
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
も増やしてください。

注意 Windows 2000 SMP 仮想マシンの CPU 使用率が高い場合、
www.VMware.com/download/esx/esx2-smpidler.htmlからダウンロードできるVMwareアイ
ドラー サービスを実行してください。

注意 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。 

http://www.vmware.com/download/esx/esx2-smpidler.html
http://www.vmware.com/download/esx/esx2-smpidler.html
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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、Service Console の CPU 最小使用率を増やし、こ
れで問題が解決するか確かめてください。 

また、Remote Console 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。 たとえば、仮想マシンで操作を行わない時は Remote Console を閉じて
ください。 Remote Console 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 Service Console の CPU リソースが消費されてしまいます。

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 などのサード パーティ ソフトウェアを使用して、Service 
Console 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、CPU 使用率と、それぞれの仮想マシンのプロセッサ割り当て
について動的に管理しています。 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 や Service Console 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。

仮想マシンごとに、仮想マシンが使用できる最小 CPU 量および最大 CPU 量を定義
し、CPU リソースのパーセンテージを保証することができます。 また、CPU シェアを
割り当てることで、仮想マシンの相対的重要性を指定します。

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。 VMware Virtual SMP for ESX Server 製品に関する詳細は、当社または当社販売代
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 リソースの割り当て
各仮想マシンへの CPU の割り当ては、3 つのパラメータによって管理されます。

最小レート (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かかわらず、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。 システムは起動制限ポ
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。

最大レート (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。

共有割り当て

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。 たとえば、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、それぞれの最小使用率または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。
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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、組み合わせて
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り当てます。 

起動制限ポリシー
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 時間の割り当ては動的に変化し、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。

最小 CPU使用率または最大 CPU使用率の指定
ESX Server 2.0 から、各仮想マシンに対して CPU の最小使用率または最大使用率を指
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 CPU 時間を使用することはできません。

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。

たとえば 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
想マシンに対して ESX Server 上の別の仮想マシンよりも高い最小使用率を指定するこ
とができます。 

たとえば 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。

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。

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。

注意 CPU 使用率は、すべ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。
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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。

仮想マシンを特定のプロセッサで実行するように割り当て
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
想マシンの割り当て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使用率または最大使用率や、シェア設
定によって指定される CPU 割り当てを達成するために、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割り当てます。 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。 

スケジューラは、自動的に CPU 時間の負荷分散を実行します。 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。 「CPU リソースの管理（P.358）」を参
照してください。

CPU シェアとアフィニティセットは、Service Console の procfs インターフェイス
か VMware Management Interface を使って、いつでも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。 

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。

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。
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シェアの割り当てによる比例シェア スケジューリングの使用
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り当てることができます。 CPU シェアは、相対的なものです。 

たとえば、2000 シェアが割り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
が割り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] 設定は [normal] 設定の 2 倍、[low] 設定の 4 倍です。 たとえば
[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。 ハードウェアの変更に
関しては、「procfs の使用（P.366）」をご覧ください。

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 使用率と組み合わせて
使用することも可能です。「使用率とシェアで CPU 時間を管理（P.362）」を参照して
ください。

たとえば 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
り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] シェアを割り当て、残りの 2 台をデフォルトの割り当てのままにしておきま
す。 これらのシェア割り当て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。 

相対的な CPU 率のコントロール
各仮想マシンに割り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。 仮想マシンに割り当てるシェア数を増やすと、シェア数の総計
が増えるので、全シェアの実効値が低下します。 

デフォルトで、Service Console には 2000 シェアと最小 CPU 使用率 8% が設定されて
います。 Service Console 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、この設定で十分です。 

ただし、実際に Service Console に対する CPU シェアの割り当て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
か Service Console の procfs インターフェイスを使用します。 管理コンソールを使え
ば、Service Console への CPU の割り当てを増やすために、最小 CPU 使用率や CPU
のシェアを増やすことができます。「Service Console の管理（P.176）」参照してくだ
さい。

注意 CPU シェアの割り当てだけでは、仮想マシンの処理スピード比率が必ず保証されません。 
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たとえば、仮想マシン A に [high] シェアが、仮想マシン B に [normal] シェアが割り
当てられているものとします。 仮想マシンが両方とも多くの CPU パワーを使用する
場合（たと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が
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。 シェアは、相対的重要性を示します。 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。

たとえば、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。 

ESX Server はこの割り当てを解釈して、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、複数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。 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、指定した CPU 使用率に応じて、仮想マシン A が仮想マシン B の 3 倍の
CPU 時間を受け取ることになります。 （デフォルトでは、[high] 設定のシェアは
[low] 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可能性があります。

ハイパー スレッディングの使用
ハイパー スレッディングを有効にすると、シングル プロセッサで 2 つの分離したス
レッドを同時に実行できます。 この機能では真のデュアルプロセッサ システムにおけ
るパフォーマンスを提供することはできませんが、オンチップ リソースの使用率を
向上させ、特定の重要なワークロードに対して、より大きいスループットを実現する
ことができます。 
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ESX Server でハイパー スレッディングの有効化
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 の [Options] - [Startup Profile] で設定できます。 「スタートアッ
プ プロファイル（P.198）」を参照してください。

ハイパー スレッディングは、Service Console からも有効にできます。 

/etc/VMware/hwconfig を編集して [hyperthreading] オプションを設定するには、次
の手順に従ってください。

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 に変更します。

4 ファイルを保存して閉じます。

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、次の長形式を使用してください。 cpu.htsharing 詳しい手順は、「構成ファイル
を直接変更してスタートアップおよびシャットダウン オプションを設定 ( 上級者用 )

（P.132）」を参照してください。

htsharing 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。 詳しくは、「仮想マシンの構成ファイルの編集

（P.365）」または「procfs の使用（P.366）」を参照してください。

仮想マシンの CPUリソースの管理
CPU リソースは、次のセクションで説明されているように VMware Management 
Interface か Service Console から管理します。

Management Interface での CPU メモリ リソースの管理（P.363）

Service Console からの CPU リソースの管理（P.364）

Management Interface での CPUメモリ リソースの管理
VMware Management Interface 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。
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VMware Management Interface で CPU リソースを変更する

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 [CPU] タブをクリックします。 

3 [Edit] をクリックしてください。

[CPU Resource Settings] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 必要な設定を入力したら、[OK] をクリックします。 

Management Interface 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 からの CPUリソースの管理
CPU リソースは、仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を編集し、procfs を使っても管
理できます。
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仮想マシンの構成ファイルの編集
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り当てを <n> シェア
に指定するものです。 <n> に入る数値の有効範囲は 1 から 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、
次のセクション「procfs の使用」に記載されている構成オプション
CpuSharesPerVcpuLow、CpuSharesPerVcpuNormal、CpuSharesPerVcpuHigh 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、デフォルト割り当ての [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り当ては 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 = <minPercent> 

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。

sched.cpu.max = <maxPercent>

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
<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 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。 たとえば、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 最小使用率が割り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。

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。
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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>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。 

cpu.htsharing = <mode>

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　仮想マシンの各CPUがサーバの論理CPUを他のすべ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　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　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。

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。 次のコマンドを使用します。

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。 詳細は、「例（P.369）」を
参照してください。

/proc/VMware/vm/<id>/cpu/min

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。

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。

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。
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このファイルを読み取ることにより、<id> で特定した仮想マシンに割り当てられて
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
想マシンに割り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。 

/proc/VMware/vm/<id>/cpu/max 

このファイルを読み取ることにより、<id> で特定した仮想マシンに割り当てられて
いる最小 CPU 使用率が報告されます。 

このファイルに <maxPercent> の値をパーセントで指定すれば、<id> で特定した仮
想マシンに割り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取ることにより、<id> で特定した仮想マシンに割り当てられて
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り当てられ
ているシェア数が <n> の値に変更されます。 <n> に入る数値の有効範囲は 1 から
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、このセクションで後述する構成オプション
CpuSharesPerVcpuLow、CpuSharesPerVcpuNormal と 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取ることにより、<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。 

注意 min値を増やす要求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。
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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取ることにより、<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　仮想マシンの各CPUがサーバの論理CPUを他のすべての仮想マシンと
共有できます。 これは htSharing のデフォルト値です。

none　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　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。

/proc/VMware/vm/<vcpuid>/cpu/status 

このファイルを読み取ることにより、<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
ラメータおよび仮想マシン名、その状態（実行、実行可能、待機）、現在の CPU 割り
当てと累積 CPU 使用時間（秒単位）が含まれます。 

/proc/VMware/sched/cpu 

このファイルを読み取ることにより、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 ごと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/Cpu/SharesPerVcpuLow

このオプションは、[low] 設定の数値を指定するものです。 デフォルト値は 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
割り当ては 500 シェア、デュアル仮想 CPU(SMP) 仮想マシンに対する割り当ては
1000 シェアとなります。

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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/proc/VMware/config/Cpu/SharesPerVcpuNormal

このオプションは、[normal] 設定の数値を指定するものです。 デフォルト値は 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り当ては 2000 シェア、
デュアル仮想 CPU(SMP) 仮想マシンに対する割り当ては 4000 シェアとなります。

/proc/VMware/config/Cpu/SharesPerVcpuHigh

このオプションは、[high] 設定の数値を指定するものです。 デフォルト値は 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り当ては 2000 シェア、デュ
アル仮想 CPU(SMP) 仮想マシンに対する割り当ては 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 割り当てに関心がある場合を想定します。
仮想マシン 103 に割り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
ファイルを読み取ります。

cat /proc/VMware/vm/103/cpu/shares

これで、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 シェアが割り当てられていることを示します。 
仮想マシン 103 に割り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。 シェアの割り当てを変更するには root の権限が必要
であることに注意してください。

echo 2000 > /proc/VMware/vm/103/cpu/shares

ここでは、[low]、[normal]、または [high] という特別な値を使用することもできま
す。 ESX Server は、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

ファイルを再び読み取ることで、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
読み取ります。 

cat /proc/VMware/vm/103/cpu/affinity

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 
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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
であることに注意してください。 

echo 1 > /proc/VMware/vm/103/cpu/affinity

ファイルを再び読み取ることで、変更を確認できます。 

CPU 統計の監視
VMware Management Interface 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。 Management Interface から [Status 
Monitor] ページを表示してください。 図 12-1 を参照してください。

図 12-1.  [Status Monitor] タブ

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。 

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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Service Console 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
を読み取ることができます。 たとえば、ID 137 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/137/cpu/status

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、長い行の折り返し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。 

図 12-2.  コラムについては、表 12-1 を参照してください。

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

表 12-1.  CPU 統計

名前 解説

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 のプロセッサの割り当ては、 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 仮想マシンの追加状況表示には、 協調スケジュール待ちの状態で実
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)
があります。

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は、 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) などで示します。

waitsec 累積仮想 CPU 待機時間。

cpu 現在の仮想 CPU のプロセッサの割り当て。

affinity 仮想 CPU 向けのプロセッサ アフィニティ。
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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
ケジュールが組まれています。 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など）を消費しています。 

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% と max=200%)。 この仮想マシンには 2000
シェアが割り当てられており、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、割り当てをすべ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 秒の割り当て以上の CPU 時間を受け取っています。

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 シェア割り当て。

emin その仮想マシンに対する実効最小割り当て率。

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。

表 12-1.  CPU 統計

名前 解説
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メモリ リソースの管理
VMware ESX Server は、各仮想マシンに割り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、割り当て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り当てを管理します。 

仮想マシンに対する初期メモリ割り当ては、その構成ファイルから指定できます。 ま
た、ほぼすべてのメモリ割り当てパラメータは、VMware Management Interface 
Service Console 上の procfs インターフェイスから、あるいは VMware Scripting API
を使って動的に管理できます。 パラメータがはっきりと指定されていない場合、合理
的なデフォルト値が使用されます。 

現在のメモリ割り当てや他のステータス情報は、Management Interface や Service 
Console の procfs インターフェイスと VMware Scripting API からアクセスできます。 

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。 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.VMware.com/landing/academic.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.387）」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』を参照してください（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 リソースの割り当て
各仮想マシンへのメモリの割り当ては、3 つのパラメータによって管理されます。

最小サイズ (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
シンに割り当てが保証されているメモリ量の下限です。 システムは起動制限ポリ
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。

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
ンの実行速度の改善（P.356）」をご覧ください。

http://www.vmware.com/landing/academic.html
http://www.vmware.com/landing/academic.html
http://www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf
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最大サイズ (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。 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
ルトで最大割り当てを使用して動作します。

共有割り当て

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。 たとえば、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、両方が共に割り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
ぞれの最小制限または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、各仮想マシンに割り当てます。

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メモリまたは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 がオーバーコミット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。

たとえば、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
アを設定するとします。 デフォルトで、[high] 設定は [normal] 設定の 2 倍、[low] 設定
の 4 倍です。 たとえば、[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。 ハード
ウェアの変更に関しては、「Service Console のコマンド（P.382）」をご覧ください。

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。 
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ESX Server はこの割り当てを解釈して、どんな状況でも、仮想マシン A が決して 192 
MB 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 256 MB 以下で
実行されないように保証します。

ただし、複数の仮想マシンが割り当てメモリをアクティブに使用していない場合（た
と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。 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、
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（[low] 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、「メモリの動的な割り当て
（P.376）」をご覧ください。

起動制限ポリシー
VMware ESX Server は、起動制限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
仮想化にオーバーヘッド 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ー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 54 MB、デュアル仮想 CPU が構成された SMP 仮想マシンでは 64 
MB です。 512 MB 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。 

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、実際のメモリ割り当
ては動的に変動し、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。 妥当な 2 倍レベルのメモリのオーバーコミットに対応
するため、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

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 製品に関する
詳細は、当社または当社販売代理店までお問い合わせください。
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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 Service Console 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いるためできない場合は、
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.269）」を参
照してください。

メモリの動的な割り当て
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
ズが割り当てられます。 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り当てられます。 最小サイズを超
えて仮想マシンに割り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り当てを決定
します。

ESX Server は、シェアに比例したメモリ割り当て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。 たとえば、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、
両方が共に割り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
制限または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。 一般的に、全体で T シェアを持つシステムで 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。

その時点で割り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、変更は必要ありません。 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.399）」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 アクティビティを監
視することで、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
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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
ベースの全割り当て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、60 秒のデフォルトのモニタ期間を
変更できます。 

仮想マシンからのメモリの解放
ESX Server は、仮想マシンに割り当てられるメモリ量を動的に拡張、または縮小する
際に 2 つの異なるテクニックを使用します。 1 つは仮想マシンで実行中のゲスト OS
に読み込まれる当社提供の vmmemctl モジュールで、もう 1 つはゲスト 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、当
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
シャーを増加または減少させて、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.381）」の注記を参照してください。 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（たとえば
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 アプローチを使用して、最適なパフォーマンスを達成します。 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。
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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。 

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やしてください。

WindowsゲストOS　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、ページング ファイル
のサイズを増やそうとします。

使用している 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　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）と swapon

（ページングおよ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（たとえば 3.6 GB 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。

要注意 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。



VMware, Inc. 379

第 12 章 VMware ESX Server のリソース管理

  

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が効果的です。 た
とえば、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。 この場合、ESX Server は独自の透過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。 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
るほどの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。

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
と 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。 「Service Console
のコマンド（P.382）」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 か Service Console から管理
することができます。

Management Interface からメモリ リソースを管理
VMware Management Interface 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。 

VMware Management Interface からメモリを管理

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] をクリックしてください。 

[Memory Resource Settings] ダイアログ ボックスが表示されます。
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4 設定を入力したら、[OK] をクリックします。 

Management Interface または procfsを使ってリソース管理設定を変更するため、root
としてログインします。 

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が
可能です。 構成ファイルは、Management Interface の構成ファイル エディタを使って
編集します。「仮想マシンの構成ファイルの編集（P.365）」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> 

これは、仮想マシンのメモリ シェアの初期割り当てを <n> シェアに指定するもので
す。 <n> に入る数値の有効範囲は 0 から 100000 です。 ここでは、[low]、[normal]、
[high] という値を使用することもできます。 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 および
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] が割り当てられます。 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。

たとえば、最大メモリ 256 MB 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 シェアが割り当てられます。 同様
に、最大メモリ サイズが 1 GB で [normal] シェア設定の仮想マシンには、10240 シェ
アが割り当てられます。

sched.mem.maxmemctl = <size>

これは、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。



運用ガイド

382 VMware, Inc.  

sched.mem.affinity = <NUMA_node>

これは、可能な限り、その仮想マシンの全メモリを特定の NUMA ノードに割り当て
るように指定するものです。「今後の仮想マシンのメモリ割り当てを NUMA ノードに
関連付け（P.391）」を参照してください。

Service Console のコマンド
/proc/VMware/vm/<id>/mem/min 

このファイルを読み取ることにより、<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取ることにより、<id> で特定した仮想マシンに割り当てられて
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り当てられ
るメモリ 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 から
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、後述する構成オプション MemSharesPerMBLow、
MemSharesPerMBNormalおよびMemSharesPerMBHighを使って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 サイズの割り当て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取ることにより、<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サイズまたは最大
サイズのパラメータや仮想マシン名、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と、アクティブに使用されている割り当てメモリ量が
含まれます。 メモリ サイズはすべてキロバイトで報告されます。

/proc/VMware/sched/mem 

このファイルを読み取ることにより、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り当
てが行われます。 メモリは通常、MemBalancePeriod で指定した秒ごとに定期的に再
割り当てされます （詳細は、下記の /proc/VMware/config/MemBalancePeriod を
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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、メモリの再割り当
てが行われます。

/proc/VMware/mem

このファイルを読み取ることにより、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取ることにより、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取ることにより、各種詳細スワップ統計が報告されます。

/proc/VMware/config/Mem/SharesPerMBLow

[low] シェア値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/Mem/SharesPerMBNormal

[normal] シェア値に対する数値を指定します。 デフォルト値は 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/Mem/SharesPerMBHigh

[high] シェア値に対する数値を指定します。 デフォルト値は 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/Mem/BalancePeriod

この ESX Server オプションは、メモリを自動再割り当て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、メモリの再割り当てが行
われます。 デフォルトは 15 秒です。

/proc/VMware/config/Mem/SamplePeriod

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/Mem/IdleTax 

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、



運用ガイド

384 VMware, Inc.  

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り当てる割り
当てポリシーが採用されます。 徴収率を高くすると、シェアにかかわらず、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り当
てする割り当てポリシーが採用されます。 デフォルトは 75％です。

/proc/VMware/config/Mem/ShareScanVM

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/Mem/ShareScanTotal

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/Mem/CtlMaxPercent

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/Mem/CtlMax[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。

メモリ統計の監視
VMware Management Interface 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。 Management Interface から [Status 
Monitor] ページを表示してください。
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図 12-3.  [Status Monitor] タブ

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。 

Service Console 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メモリ統計
を読み取ることができます。 たとえば、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

結果は次の形式で表示されます。

上記の出力例は、長い行の折り返し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 = 1024 KB です。 

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
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コラムについては、表 12-2 を参照してください。

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 128 MB ～ 256 
MB のメモリを使用するように構成されており、2560 メモリ シェアが割り当てられ
ています。 現在割り当てられているメモリ量は、約 212 MB 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 38 MB は vmmemctl を使って、6 
MB 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。 仮想マシンに割り当てられている 212MB のうち、37 MB 以上が（たとえば他の
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

表 12-2.  メモリ統計

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 最小サイズ。

max 最大サイズ。

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 ファイルから読み取られ
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 ファイルから読み取る予
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 現在のオーバーヘッド メモリ サイズ。

ovhdmax 最大オーバーヘッド メモリ サイズ。

ovhdpeak 使用された最大オーバーヘッド 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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の推計は約 187 MB です。 54 MB の最大サイズの内オーバーヘッド メモリの約 14 MB
が現在仮想化に使用されています。

要注意
当社では、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0 およ
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値に基づいて制限されます。 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。

NUMAシステムの使用
ESX Server 2.5 では、NUMA (Non-Uniform Memory Access) アーキテクチャをベースと
したマシンも追加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、
http://www.VMware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf 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 CPU 管理の詳細は、「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。

http://www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf
http://www.vmware.com/pdf/esx2_NUMA.pdf
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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、および NUMA ノード上の物理 CPU
を一覧表示します。

cat /proc/VMware/NUMA/hardware

これは、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。 

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　ノード番号。

ID　NUMA ノードのハードウェア ID 番号。

MachineMem　この NUMA ノードに格納されている物理メモリ量（Service 
Console が使用するメモリを含む）。

ManagedMem　この NUMA ノードに格納されている物理メモリ量（Service 
Console や仮想化レイヤが使用するメモリを除く）。

CPU　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 および 3 は NUMA ノード 0 に、物理 CPU4、5、6 および 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、Service Console 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わけではありません。 

各NUMAノードのメモリ量の確認
次のように入力します。

cat /proc/VMware/mem/

これは、出力の一例です。

# NUMA Nodes: 2
メモリの総計 : 8192 MB
Node ID MachineMem ManagedMe

m
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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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 Totals 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。

NUMAノード上に存在する仮想マシン向けのメモリ量の確認
次のように入力します。

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。

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。

各仮想マシンは、一時的な「ホーム」NUMA ノードに割り当てられます。 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 

.

.

.
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

Node# Pages/MB
0 13250/51
1 0/0

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り当てられ
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ります。詳しくは、「今後の仮想マシンのメモリ割り当てを
NUMA ノードに関連付け（P.391）」を参照してください。
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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。

手動でのNUMA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ことがで
きます。 ESX Server の NUMA 自動最適化は、ほとんどのユーザーに対して適切なパ
フォーマンスを提供します。

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　次の「仮想マシンを特定の NUMA ノードに関連付け」を参照
してください。

メモリ アフィニティ　「今後の仮想マシンのメモリ割り当てを NUMA ノードに関
連付け（P.391）」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。

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「NUMA 構成情報（P.387）」を参照。 「NUMA 構成情報（P.387）」

VMware Management Interface　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 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。 [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] をクリックします。

注意 手動で最適化を設定すると、ノードの 1 つに負荷が集中したとき、ESX Server は自動
的に再分散を行いません。 単一ノードに負荷が集中しないよう、NUMA ノードの分散
を行ってください。
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「Management Interface での CPU メモリ リソースの管理（P.363）」を参照して
ください。

仮想マシンの構成ファイル　次の行を追加します。

sched.cpu.affinity = <set>

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。

たとえば、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。

「仮想マシンの構成ファイルの編集（P.365）」を参照してください。

Service Console の procfs インターフェイス

/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。「procfs の使用（P.366）」を参照してください。

今後の仮想マシンのメモリ割り当てをNUMAノードに関連付け
仮想マシンの今後のメモリ割り当てが単独の 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 （ノード番号の確認は、「NUMA 統計の表示

（P.388）」をご覧ください）。

次のいずれかを行ってください。

VMware Management Interface　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 [Memory] ペインにある [Memory Affinity] の欄から
[Edit] をクリックしてください。 NUMA ノードの横にある該当の選択肢をクリッ
クして、[OK] をクリックします。

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り当てられるように設定します。 この機
能を無効にする場合は、NUMAAutoMemAffinity 構成オプションを 0（ゼロ）に設定
してください。「詳細設定（P.217）」を参照してください。

注意 今後のメモリ割り当て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 アフィニティの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。
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「Management Interface からメモリ リソースを管理（P.380）」を参照してくだ
さい。

仮想マシンの構成ファイル　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。 

Service Console の procfs インターフェイス

/proc/VMware/vm/<id>/mem/affinity

NUMA ノードの番号を書き込んでください。

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。 仮想マシンは、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（たとえば 4、5、6 および 7）は、物理 CPU 番号を表します。

仮想マシンで 4 個の CPU を単独の NUMA ノードに手動でバインド

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、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 に割り当てられるように、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

# NUMA Nodes: 2
メモリの総計 : 14336 MB
Node ID MachineMem ManagedMe

m
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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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り当てられるようになります。

サーバ上でのメモリのサイズの調整
このセクションでは、システム管理者が、ESX Server 2.5 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 Service 
Console に使用し、残りのメモリはすべて仮想マシンの実行に使います。 次のセク
ションで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 2.5 は、自身の仮想化レイヤに約 24 MB 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割り
当てられます。

Service Console のメモリ
Service Console を構成する推奨メモリ量は 192 MB ～ 512 MB 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。

192MB　8 個以下の仮想 CPU

272MB　16 個以下の仮想 CPU

384MB　32 個以下の仮想 CPU

512MB　32 個を超える仮想 CPU

予約できる最大メモリ容量は、800 MB です。

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用されます。 システムは、
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り当てを自
動管理します。 ESX Server はまた、動的な割り当て要求を効率よく処理するために、

注意 必要なメモリ容量には、Service Console 上で稼働するシステム管理エージェントや
バックアップ エージェントも考慮する必要があります。
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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。

仮想マシンへの動的なメモリ割り当ては、最小メモリまたは最大メモリ 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り当て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
に割り当て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 512 MB 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 54 MB の、デュアル仮想
CPU SMP 仮想マシンには 64 MB のオーバーヘッド 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 1 GB 増
えるたびに 32 MB のオーバーヘッド メモリが追加で必要となります。 たとえば、最大
メモリ サイズ 2 GB が構成されているシングル仮想 CPU の仮想マシンの場合、102 
MB のオーバーヘッド メモリが必要です。

メモリ共有
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。 たとえ
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。 この場合、ESX Server は独自の透過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ほど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
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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％も節約できないこともあります。 

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、一般的に節約量はすべての共有の機
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
はまれです。 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
が合理的です。

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り当てるように構成パラメータを指定
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り当て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当社供給の 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、512 MB 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 * 512 MB = 4 GB 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 24 MB
が必要となります。 また、Service Console に 192 MB 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 台につきオーバーヘッド メモリが追加で 54 MB
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、24 MB + 192 MB + (1.06 * 8 * (512 
MB + 54 MB)) = 5016 MB となります。 この場合、仮想化の総オーバーヘッドは 920 MB
です。

メモリの共有によって 10％(410 MB) の節約を実現できた場合、メモリ オーバーヘッ
ドの総計は 510 MB にまで減少します。 メモリの共有によって 25％ (1 GB) 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 104 MB 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。 たとえば平均的
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
256 MB 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 * 256 MB = 512 MB 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ことがあります。

ESX Server は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.373）」をご覧ください。

ネットワーク バンド幅の管理
VMware ESX Server は、nfshaper 読み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。 読み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、Service Console 上の procfs

インターフェイスか VMware Management Interface を使って仮想マシンに接続するこ
とができる、送信 (outbound) バンド幅管理向けの伝送 (transmit) フィルタです。 
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ネットワーク フィルタの使用 
ここでは、Management Interface 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、Service Console 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。 

Management Interface からのネットワーク バンド幅の管理
VMware Management Interface 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。 

VMware Management Interface から設定を変更

1 サーバの [Status Monitor] ペインから、個別の仮想マシン名をクリックします。

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。 

3 [Edit] をクリックしてください。

4 [Network Resource Settings] ダイアログ ボックスが表示されます。
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5 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の構成（P.107）」
をご覧ください。

Management Interface 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 バンド幅を管理
Service Console 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 で読み取ることにより、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。 <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。 

ファイルを読み取ると、クラス定義の形式でフィルタ 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、クラス定義の構文を使ってフィル
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。 
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nfshaper を使ったトラフィック シェーピング 
サーバでのネットワーク バンド幅の割り当ては、VMware Management Interface や
Service Console 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バンド幅
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 
バンド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
およ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.397）」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、仮想マシンから切
断し、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、平均バンド幅 <bpsAverage> ビット毎秒、ピーク バンド幅 <bpsPeak> ビット
毎秒、最大バーストサイズ <burstSize> バイトおよびオプションのピーク バンド幅 
の実施期間 <periodPeak> ミリ秒が挙げられます。 各パラメータでは、オプションと
して k (1 k = 1024) や m (1 m = 1024 k) 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) バンド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みましょう。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 バンド幅を管理（P.398）」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、平均バンド幅 1 Mbps、ピーク バンド幅 2 Mbps、最大バー
ストサイズ 160 Kb のトラフィックシェーパが接続されます。 
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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。 たとえば、下記のように config コマンドを発行してバンド幅の制限
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すべて削除され、
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 バンド幅を管理（P.398）」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

ディスク バンド幅の管理 
ESX Server では、各仮想マシンに割り当てられるディスク バンド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 バンド幅は、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 バンド幅の割り当てを、割り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 バンド幅の割り当て値は、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、ディスク バンド幅の割り当てパラメータ
は、VMware Management Interface を使用して、Service Console 上の procfs イン
ターフェイスから、あるいは VMware Scripting API を使って動的に管理できます。

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使用されます。 
データベースやファイル サーバなど、ディスク集約的なワークロードを持つ仮想マ
シンを実行するには、そのディスクシェアを増やすことができます。

その時点のディスク バンド幅の割り当てやその他のステータスに関する情報は、
Management Interface や Service Console の procfs インターフェイス、VMware 
Scripting API で確認できます。
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割り当てポリシー
ESX Server は、各仮想マシンのディスク バンド幅を管理するのに、比例シェア割り当
て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 バンド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 バンド幅シェアは、ディスク /LUN へのバンド幅の一部に対する権限を仮想
マシンに与えます。 たとえば、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 バンド幅を消費す
る権限が与えられます。 

仮想マシンが消費するバンド幅は、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。
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Management Interface からディスク バンド幅を管理
VMware Management Interface では、仮想マシンの詳細ページから設定を表示、変更
できます。 ディスク バンド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。 

ディスク バンド幅の設定を変更

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。 

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] をクリックしてください。 

[Disk Resource Settings] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 シェア値を指定してから [OK] をクリックします。 

構成ファイルのオプション
構成ファイルは、Service Console のテキスト エディタを使って、また Management 
Interface から編集することができます。
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Management Interface 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] ペインの [Verbose Options] の項で、[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 バンド幅の割り当てをコントロールします。

scsi0:1.name = <fsname>:<diskname>.vmdk

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形式です。

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 バンド幅
シェアの初期割り当てを n シェアに指定するものです。 n に入る数値の有効範囲は 1

から 100000 です。 ここでは、[low]、[normal]、[high] という値を使用することもで
きます。 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
DiskSharesLow、DiskSharesNormalおよび DiskSharesHighを使って自動的に数値
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）が割り当てられます。 

構成ファイルの例
scsi0.virtualdev = vmxbuslogic

scsi0:1.present = TRUE
scsi0:1.name = vmhba0:2:0:5:rh6.2.vmdk
scsi0:1.mode = persistent
sched.scsi0:1.shares = high

scsi0:2.present = TRUE
scsi0:2.name = scratchfs:scratch1.vmdk
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すでに存在していました。 各グループの最後の行が、
ディスク バンド幅の割り当てを指定するために追加された行です。 

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。
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Service Console からディスク バンド幅を管理
ESX Server コンピュータ上のディスク バンド幅の割り当てを監視、管理する際は、次
の Service Console 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取ると、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り当てられているディスク バンド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り当
てられるディスク バンド幅のシェア数が <n>に変更されます。 <n>に入る数値の有効範
囲は、0～ 100000です。 ここでは、[low]、[normal]、[high] という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 およ
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/Disk/SchedNumReqOutstanding

これは、複数の仮想マシンがバンド幅をめぐって競合しているときに、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 であり、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 バ
ンド幅を公平に割り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/Disk/SchedQuantum

これは、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/Disk/SharesNormal

[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。

/proc/VMware/config/Disk/SharesHigh

[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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