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1 章
製品の紹介とシステム要件
この章では、 以下の項目について VMware GSX Server を紹介します。

• VMware GSX Server: x86 ベース サーバ向けのエンタープライズクラスの
仮想インフラストラクチャ (P.10)

• VMware GSX Server にようこそ (P.12)

• Version 3 の新機能 (P.14)

• ホストのシステム要件 (P.25)

• 仮想 マシンの仕様 (P.34)

• 対応ゲスト OS (P.37)

• テクニカルサポート (P.39)
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VMware GSX Server 運用ガイド
VMware GSX Server: x86 ベース サーバ
向けのエンタープライズクラスの仮想
インフラストラクチャ
VMware® GSX Server はサーバの統合と、開発とテスト作業の合理化を目指
す企業 IT 管理者のための仮想インフラストラクチャです。 GSX Server は容易
にインストール、管理ができ、迅速な投資収益 (ROI) が期待できます。他の
仮想化商品と違い、 GSX Server は企業実績があり、 選択の自由を保護し、
データセンタークラスの仮想化へのアップブレードへの道を開きます。

4年以上の実績を誇る VMware GSX Server は、何千という顧客から仮想化の
ソリューションとして信頼を得ています。GSX Server は Windows あるいは
Linux のプラットフォームに容易にインストールでき、高度な性能により、
市場で最も柔軟性のあるサーバ仮想化製品 と言えるでしょう。 GSX Server は
幅広く使用されている VMware 仮想インフラストラクチャソリューション
のひとつで、仮想マシンはすべての VMware 製品と互換性があり、統一さ
れた管理と設定を VMwareVirtualCenter によって提供されています。

VMware GSX Server はサーバを安全で移動可能な仮想マシンに分割、隔離す
ることにより、コンピューティングインフラストラクチャを簡易化します。
各仮想マシンは、標準のWindows、Linux 、あるいは NetWare オペレー
ティングシステム及びアプリケーションを実行できます。GSX Server によ
り、安全かつ統一されたプラットフォームで、これらの仮想マシンのリモー
ト管理、自動展開、標準化が可能になります。

何千もの企業顧客が、VMware GSX Server を使ってサーバのスケーラビリ
ティ、信頼性、高可用性の提供と最大 IT 投資収益を実現しています。GSX 
Server は企業全体に渡り、次のように使用されています。 

• 容易に展開、管理可能なサーバベースの仮想マシンを使った、ソフト
ウェア開発とテスト作業の合理化

• 新およびレガシー部門サーバ アプリケーション向けのサーバ統合

• ローカルまたは遠隔地への迅速なサーバ展開

• オペレーティングシステムとアプリケーションパッチ管理の合理化
www.vmware.com10



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
GSX Server 3 の主な利点
GSX Server 3 の 主な利点として、以下のものが挙げられます。

• 何千もの実績ある顧客に 4年以上にわたって出荷されている VMware 
GSX Server は、市場で最も柔軟で容易に展開できるサーバ仮想化製品
です。

• 他の仮想化テクノロジに類を見ない幅広いホスト及びゲストOSのサ
ポート。最良のOSプラットフォームを自在に選択できます。

• 多様な目的にあわせて、あらゆる環境に容易に統合。アプリケーショ
ンのようにインストールでき、あらゆる標準の x86 ハードウェア上で
実行可能です。

• 最高のスケーラビリティ、拡張性、そしてロバスト性を実現するため
に大規模サーバ（最大 64GB のホストメモリ、32 ホストプロセッサ、
及び 64 の稼動仮想マシン）をサポート

• 全ての VMware 仮想化製品と互換性がある仮想マシンを提供し、
VMware VirtualCenter を使って即座に実行可能

• 高可用性アプリケーションのための高度な仮想マシンクラスタリング
をサポート

• 隔離された仮想パーティションが信頼性のあるサーバ統合を保証

• 安全なリモート管理を保証

• 仮想マシンの完全なネットワーク接続性を実現

• VmCOM 及びVmPerl Scripting APIを使って仮想マシンのモニタリングと
コントロールを自動化

• WMware のソフトウェアがインストールされたあらゆるシステム上で
仮想ディスクファイルを実行

他の VMware GSX Server 3 についての新しい機能は、「Version 3 の新機能 
(P.14)」を参照ください。
11



VMware GSX Server 運用ガイド
VMware GSX Server にようこそ
VMware GSX Server をお買い上げいただき、ありがとうございます。本ソフ
トウェアは、複数のオペレーティングシステムを安全で、移動可能な高性能
仮想コンピュータの上で実行することを可能にし、IT プロフェッショナルに
エンタープライズクラスのサーバ統合とサーバリソースの高可用性を提供し
ています。

GSX Server を初めてお使いになる方は、このマニュアルをよくお読みくださ
い。

VMware 製品をお使いになったことのある方も、Version 3 の新機能を確認し、
既存インストレーションをアップグレードする際の注意点をご確認くださ
い。

｢ VMware GSX Server 運用ガイド」 では、GSX Server でできることをいくつか
紹介しており、また、本ソフトウェアのインストール、サーバホストの構
成、仮想マシンの管理の重要な手順についても説明を行っています。

「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」 では、仮想マシンの作成の仕方、
GSX Server の優れた機能を最大利用するための詳しい参考資料を紹介してい
ます。
www.vmware.com12



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
Intel ベースサーバ用のエンタープライズクラスの
仮想インフラストラクチャ 
VMware 製品は物理コンピュータを論理コンピューティングリソースの集合
体に変える仮想化レイヤを備えています。そしてこれらのリソースを必要に
応じて、あらゆるOSあるいはアプリケーションに動的に割り当てることが
できます。これによって、より多くの時間をビジネス有形資産価値をもたら
すことに使用し、OS のインストール、ハードウェアの再起動、再構成に要
する時間を短縮することができます。

必要なOS全てを一度に実行可能です。

VMware 仮想化テクノロジを使えば、OSの完全に独立した複数のインスト
レーションを一台の PCに設定できます。 Microsoft® Windows®や Linux®の
複数のインスタンスをGSX Server ソフトウェアで作成した仮想マシンで同
時に実行することができます。各仮想マシンは、独自のネットワークアドレ
スとハードウェアデバイスを備えた完全なサーバに相当します。 物理サーバ
と同様に、完全なOSとアプリケーションソフトウェアをインストール、実
行します。

ホストとゲスト

･GSX Server ソフト
ウェアをインストー
ルした物理コン
ピュータはホストコ
ンピュータと呼び、
そのOSはホスト
OSと呼びます。

･仮想マシン内で実行
されるOSはゲスト
OSと呼びます。

･このような用語、表
現については、この
マニュアルの最後に
ある用語集を参照し
てください。
13



VMware GSX Server 運用ガイド
Version 3 の新機能
VMware GSX Server 3 は、VMware GSX Server を長く愛用してくださってい
るユーザーにも、仮想マシンの可能性をこれから体験なさろうとしている初
めてのユーザーにも、性能を高めて使い易さを実現する新機能を提供しま
す。

Version 3.2 の機能
VMware GSX Server 3.2 の主な機能は以下の通りです。

新しいオペレーティングシステムのサポート
VMware GSX Server 3.2 では、AMD64 及び Intel® EM64T プロセッサ上で以下
の 64 ビットのホストOSをフルサポートするようになりました。

• AMD64及びIntel EM64Tプロセッサ上でMicrosoft® Windows Server 2003 
x64 Edition をホストOSとしてサポート

VMware GSX Server 3.2 では、AMD64 及び Intel EM64T プロセッサ上で以下
の 64 ビットのホストOSを試験的にサポートするようになりました。

• Red Hat™ Enterprise Linux 4

• Red Hat Enterprise Linux 3 Update 4

• SUSE™ LINUX Enterprise Server 9 Service Pack 1

• SUSE LINUX 9.3

• SUSE LINUX 9.2

VMware GSX Server 3.2 では、以下の 32 ビットのホストOS及びゲストOS
を新しくサポートするようになりました。

• Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

• Mandrake Linux 10.0 及び 10.1

• Red Hat Enterprise Linux 4

• Red Hat Enterprise Linux 3 Update 4

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 Update 6

• SUSE LINUX Enterprise Server 9 Service Pack 1

• SUSE LINUX 9.3（試験的にサポート）

• SUSE LINUX 9.2
www.vmware.com14



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
iSCSI プロトコルを使ったクラスタリングのサポート
iSCSI プロトコルを使用すれば、複数のホストにクラスタリング環境をセッ
トアップできます。詳細は、「iSCSI プロトコルを使ったクラスタリング 
(P.249)」をご覧ください。

デュアルコア プロセッサ ライセンスの互換性
2 プロセッサ版のGSX Server で、デュアルコア プロセッサ 2個を搭載した
システムがサポートされるようになりました。

GSX Server 3.2 で修正された主なバグ
今回のリリースでは、以下のバグが修正されています。

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 AS ホストで発生するパニックを修正

• Fedora Core 3 ホストで仮想マシンをパワーオンする時に発生するコア
ダンプの問題を修正

• SUSE LINUX 9.1ホストの仮想マシンでUSBデバイスが動作するように問
題を修正

• Windows Server 2003ゲストOSをService Pack 1 RC1にアップグレードす
る際に発生するモニタのエラーを解決

• レガシー仮想ディスクが構成された仮想マシンをパワーオンできない
問題を修正

• Windows ホストの起動時に自動的に仮想マシンをパワーオンしようと
する時に発生するDirectInput エラーを修正。この場合、以下のエラー
メッセ時が表示されていました。
Failed to create DirectInput object-

HRESULT(0x80004001:sev 1 fac 0 code 16385]: 

Unknown error 16385(0x4001)

• 32GB RAMが構成されたホスト上のメモリの問題を修正

• 仮想マシンがアイドル状態にあるか、あまり使用されていない時に、
メモリ使用状況が最大に達している旨の警告を VirtualCenter が表示す
る問題を解決

• vmware-config.plコンフィギュレーションプログラムを実行する前
に、実行中の仮想マシンをすべてパワーオフする旨をユーザーにアド
バイスするようになりました。

• CAN-2004-0700 に記載されているセキュリティの脆弱性を修正
15
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Version 3.1 の機能
VMware GSX Server 3.1 の主な機能は以下の通りです。

VMware Virtual Disk Manager を使って仮想ディスクを管理
VMware Virtual Disk Manager ユーティリティを使って、仮想ディスクファイ
ルをコマンドラインから、あるいはスクリプトで作成、管理、変更できるよ
うになりました。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「VMware 仮想ディスクマネージャの使用」をご覧ください。

新しいオペレーティングシステムのサポート
最適なオペレーティングシステムやアプリケーションを自在に選択すること
ができます。VMware GSX Server 3.1 では、Microsoft Windows Server 2003 
for 64-Bit Extended Systems （ベータ版）、及び 64ビットプロセッサを備え
たホスト上での Red Hat Enterprise Linux 3.0 や SuSE Linux Enterprise Server 
8.0 を試験的にサポートしています。

また、Solaris 9 及び 10 オペレーティングシステム x86 プラットフォーム版
がゲストOSとして試験的にサポートされています。

VirtualCenter 対応
GSX Server 3.1 は VMware VirtualCenter で管理できます。VirtualCenter を使
用して複数のGSX Server ホスト上の仮想マシンを管理、配布することがで
き、VirtualCenter の管理下で他の GSX Server や ESX Server 間を移動させる
ことができます。

OpenSSL 0.9.7d による GSX Server 3.1 のセキュリティ保護
GSX Server 3.1 は、アップデートされたOpenSSL を備えています。OpenSSL 
0.9.7d は、多様なセキュリティ上の脆弱性を修正します。

GSX Server 3.1 で修正された主なバグ
今回のリリースでは、以下のバグが修正されています。

• VMware Management Interface（管理インターフェイス）がタイムアウ
トすると Linux ホストで Apache Web サーバがクラッシュする問題を
修正

• VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール） が Linux ホス
ト上の VMware 管理インターフェイスから起動するのを妨げていた問
題を修正

• VMware 管理インターフェイスが誤ったメモリ及びプロセッサ使用統計
をレポートしていた問題を修正
www.vmware.com16
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• SSLを使ったセキュア接続がセキュリティ保護されていないポート8222
にリダイレクトされる VMware 管理インターフェイスの問題を修正

• GSX Server 2.x を削除するとWindows のレジストリキーが読取り専用に
なり、その結果GSX Server 3 のインストールが失敗してしまう
Windows ホスト向けの問題を修正

• 特定グループのユーザーが仮想マシンを作成できなかった Linux ホスト
向けの問題を修正

• vmxnetネットワークドライバに切替えると仮想マシン内でネットワー
ク接続が正常に動作しなくなる Linux ホスト向けの問題を修正

• 仮想マシンがフリーズした時に解決法として仮想マシンプロセスを強
制終了させるしかなかったWindows ホストの問題を解決 

• デッドロックや、LSI Logic SCSI アダプタが構成されクラスタ化された
仮想マシンをパワーオンすると発生するパニック等の SCSI リザベー
ションに関する問題を修正

• ホストの起動時に仮想マシンが自動起動するように設定されている場
合にホストを起動すると VMware Registration Service サービスがハング
していた問題を修正

• Windows NT 4.0 Service Pack 6a（日本語版のみ）ゲストOS でWindows 
Explorer の検索機能を使用すると発生していたアプリケーションエラー
を修正。このエラーは、ゲストに VMware Tools がインストールされて
いた場合にのみ発生していました。

• Windows NT 4.0 Service Pack 3ゲストOSにVMware Toolsをインストール
できるように問題を修正。詳細は、知識ベース第 1304 項
（www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1304）をご覧く
ださい。

• Windowsホストで静的IPアドレスが構成されたGSX Server 2.5.x仮想マシ
ンをGSX Server 3 でパワーオンすると、静的 IP を失ってしまう問題を
修正。 詳細は、知識ベース第 1307 項（www.vmware.com/support/kb/

enduser/std_adp.php?p_faqid=1307）をご覧ください。

• 仮想マシンや仮想ディスクを作成できるユーザーを制限できるように
なりました。詳細は、知識ベース第 1042 項（www.vmware.com/support/

kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1042）をご覧ください。

• NAT ネットワークを使用するように構成された仮想マシンが PPTP
（Point-to-Point Tunneling Protocol）を使用できるようになりました。
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Version 3 の機能
VMware GSX Server 3 の主な機能は以下の通りです。

GSX Server 3 のセキュリティのアップデート：OpenSSL 0.9.7d パッチ
本製品で使用されているバージョンのOpenSSL をアップデートするGSX 
Server 3 向けのパッチが存在します。新しいバージョンのOpenSSL はセ
キュリティ上の脆弱性を修正します。これは、 GSX Server Security Updates 
Web ページ（www.vmware.com/download/gsx_security.html）からダウンロード
していただけます。

GSX Server 3 のユーザーは、このパッチをダウンロードしてインストールさ
れるよう強く推奨いたします。

仮想マシンユーザーアクセスコントロールの向上
Windows ホストでは、仮想マシンはユーザーとして実行します。特定の
ユーザーを指定することも、仮想マシンをパワーオンした人をユーザーとし
て仮想マシンを実行することも可能です。 詳細については｢Windows 向け
GSX Server によるユーザー認証と仮想マシンの実行方法 (P.128)」を参照くだ
さい。

リモート接続の安全性向上
VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）と VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）とのリモート接続に、デ
フォルトで SSL が使用可能です。

VirtualCenter 対応
GSX Server3 は、近々リリースされる VMware VirtualCenter でも管理できま
す。VirtualCenter を使用して複数の GSX Server ホスト上の仮想マシンを管
理、配布することができ、VirtualCenter の管理下で他の GSX Server や ESX 
Server 間を移動させることができます。

新 VMware 仮想マシンコンソール
VMware 仮想マシンコンソールで仮想マシンに接続し管理することができ、1
つのアプリケーションにローカルコンソールとリモートコンソールの最高の
機能を一体化させることが可能です。仮想マシンをローカルおよびリモート
から作成、構成します。他のコンソールが接続されていても、ローカルサー
バあるいはリモートクライアントから仮想マシンに同時に接続できます。仮
想マシンをフルスクリーンモードでローカルおよびリモートで実行します。

コンソールインターフェイスは完全にアップデートされています。同じウィ
ンドウに複数の仮想マシンを実行することができ、新しいクイックスイッチ
モードを使用してマシン間の切替ができます。コンソールメニュー は簡素
www.vmware.com18
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化されています。旧来のコンソールとくらべて、リモート接続を狭いネット
ワークバンド幅で行うことができます。

詳細は「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンの実行」を
参照ください。

仮想マシンのスナップショット
仮想マシンの状態をスナップショットに記録すると、実行中のシステムのコ
ピーが設定時の状態のままに作成され、ディスクに保存されます。設定した
スナップショットには必要な時にいつでも戻ることができ、ゲストOSの
アップグレード等の込み入った作業もより簡単に行えるようになります。 ス
ナップショットを記録し、OS をアップグレードし、何か問題が起これば、
スナップショットの状態に戻ることができます。あるいは、セールスデモの
出発点としてスナップショットを使用することもできます。 

詳細は「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「スナップショットの使
用 」 を参照ください。

Windows ホストへの GSX Server 自動インストールとWindows ゲストへの
VMwareTools 自動インストール
Windows ホストとWindows ゲスト OSの VMware Tools のインストーラー
が向上されました。Windows ホストのGSX Server と Windows ゲストの
VMware Tools は Microsoft Windows Installer ランタイムエンジンを使用しま
す。それにより、Windows ホストへのGSX Server 自動インストールと
Windows 仮想マシンへの VMwareTools 自動インストールが可能になりま
す。 詳細については、 「GSX Server を自動インストール (P.57)」及び
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「Windowゲストへの VMware 
Tools インストーションの自動化」 を参照ください。

Microsoft Windows Installer ランタイムエンジンでは、インストールしたい
機能を選択することができます。

ホストOSの起動と終了にあわせて仮想マシンも自動的に起動と終了
GSX Server ホストを起動した時に自動的に起動、また、GSX Server ホストを
終了した時に自動的に終了するように仮想マシンを構成できます。詳細につ
いては「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「ホストの起動 /終了時
に仮想マシンをパワーオン /オフ 」を参照ください。

旧仮想マシンと旧GSX Server ホストへの接続
コンソールで旧来のGSX Server ホストに接続し、旧バージョンの VMware
製品から仮想マシンを実行できます。詳細については「VMware GSX Server
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仮想マシンガイド」の「旧GSX Server、ESX Server システム、旧仮想マシン
への接続 」を参照ください。

VMware 管理インターフェイスの向上
Webブラウザからの仮想マシンとGSX Server ホストの管理が改善されまし
た。仮想マシンハードウェア、構成オプション、及び SSL 接続等、より多く
のホストと仮想マシンの機能を構成できるようになりました。詳細は
「VMware 管理インターフェイスの使用 (P.142)」 を参照ください。

Windows ホスト上の GSX Server イベントのログ
GSX Server は Windows ホスト上のアプリケーションで起こった特定のイベ
ントについての情報をWindows Event Viewer に送ります。詳細は 
「Windows で GSX Server のイベントログを記録 (P.137)」を参照ください。

仮想ディスクとネットワーク性能の向上
仮想ディスクとネットワークの性能は 10%から 20%の伸びが見られます。

Windows ホスト上での仮想マシン性能の監視
GSX Server 専用のカウンターをWindows Performance コンソール (PerfMon)
で使用すれば、Windows ホスト上の稼動中仮想マシンの性能を監視できま
す。 詳細は 「仮想マシンのパフォーマンスを監視 (P.211)」を参照ください。

仮想マシンの大容量メモリ
各仮想マシンに最大 3600MB までのメモリを割り当て、 大規模サーバ アプリ
ケーションを実行できます。詳細は「VMware GSX Server 仮想マシンガイ
ド」の「仮想マシンにメモリを割り当て 」を参照ください。

最新の VMware 製品との仮想マシン共有の簡易化 
GSX Server 3 で作成された仮想マシンは、VMware Workstation 4 および ESX 
Server 2 と互換性があり、仮想マシンの移動と共有が容易になりました。 

ゲストOS向けの新しい LSI Logic 仮想 SCSI アダプタ
Windows Server 2003、Red Hat Enterprise Linux 3.0 あるいはNetWare ゲスト
をインストールすると、LSI Logic 仮想 SCSI アダプタもインストールされま
す。

PXE 起動
PXE Server からネットワークを使って仮想マシンを起動し、ゲストOSをイ
ンストールできます。 詳細は「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「仮想マシンで PXE を使用 」を参照ください。
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仮想ネットワーク構成の簡易化
Windowホスト上で Virtual Network Editor を使用すれば、仮想ネットワーク
を容易に構成できます。詳細は「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「ネットワーク」 を参照ください。

ネットワークアダプタのチーミングをサポート
Windows ホスト上で 仮想マシンは、チーミングやボンディングを行ったホ
ストネットワークアダプタにもブリッジが可能です。詳細は「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」の「ホストでチームネットワークインターフェイ
スカードを使用する時のブリッジネットワークの構成 」を参照ください。

Generic SCSI テープバックアップのサポート
一般的なバックアップソフトウェアと SCSI テープデバイスを使用して、仮
想マシンをバックアップします。詳細は「 仮想マシン及びGSX Server ホス
トのバックアップ (P.139)」 を参照ください。

リモートクライアントでの DVD-ROM と CD-ROM ドライブの使用
リモートクライアントから仮想マシンに接続している場合、ローカルの
DVD-ROMあるいは CD-ROM ドライブを使用し、GSX Server ホストのドライ
ブを使用することなく、ソフトウェアをインストール、あるいはデータをコ
ピーすることができます。詳細は「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」
の「DVD-ROM/CD-ROMドライブをクライアントで使用 」を参照ください。

仮想DVD-ROM と CD-ROMドライブサポートの向上
マルチセッションのDVD-ROMと CD-ROM メディアを読込みます。ゲスト
OS で CD-ROMを焼付けます。 

仮想マシンのデバッグサポート
仮想マシンでユーザー及びカーネルレベルのデバッガをサポートします。

新しいオペレーティングシステムのサポート
VMware GSX Server 3 は Red Hat Enterprise Linux 3.0、SuSE Linux Enterprise 
Server 8.0 patch 3 、 及び Turbolinux Server 8.0 と Workstation 8.0 ホストをサ
ポートしています。 Red Hat Enterprise Linux 3.0、 SuSE Linux Enterprise Server 
7 patch 2、NetWare 6.5 Server、FreeBSD 4.6.2、 4.8、5.0、5.1 ( 未公開バー
ジョン )、及び Turbolinux Server 7.0、8.0 と Workstation 8.0 がゲストOS と
して新たにサポートされます。 Microsoft Windows Longhorn( 開発コード名 )
も試験的にサポートされます。

新 Linux カーネルサポート
新しい 2.6 カーネルで Linux ゲストOSを実行します。
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新サポートスクリプト
サポートリクエストを提出する際は、問題の原因追求が少しでも容易になる
ように、新しいサポートスクリプトを使用してデータを集めてください。詳
細は「トラブルの報告 (P.39)」を参照してください。

製品アップデート情報の自動確認
VMware GSX Server は自動的に製品のアップデート情報を確認します。自動
確認の間隔を指定することもでき、または自動確認機能をオフにしてその都
度確認することもできます。詳細は 「GSX Server ソフトウェアを自動的に
アップデート (P.173)」 を参照ください。

本リリースをインストールする前に
本リリースをインストールする前に以下の手順を踏めば、新しいバージョン
をスムーズに活用していただくことができます。

GSX Server 3 では、 GSX Server 1.x 以降及びWorkstation 2.0.x 以降で作成された
仮想マシンを実行することができます。GSX Server 1 あるいはWorkstation 2
で作成された仮想マシンを使用する場合は、仮想ハードウェアのアップグ
レードが必要となります。旧式の仮想マシンをGSX Server 3 で使用する場合
は、新しい実働環境で実際に利用する前に、包括的なテストを行ってくださ
い。テストを行う前には、必ず仮想マシンのバックアップを行ってください。

• サスペンドされている仮想マシンはレジュームしてからシャットダウ
ンします。

旧 VMware 製品で作成された仮想マシンを使用する予定であれば、その
仮想マシンの作成に使用したリリースをアンインストールする前に、仮
想マシンが完全にシャットダウンされていることを確認してください。

仮想マシンがサスペンドされている場合は、その作成に使用した
VMware 製品（GSX Server 1、2、またはWorkstation 2、3）を使ってレ
ジュームしてからゲストOSをシャットダウンし、仮想マシンをパワー
オフしてください。

• 旧バージョンのGSX Server またはWorkstation で作成された仮想ディス
クがUndoable（取り消し可能）モードに設定されている場合、仮想
ディスクへの変更を適用するか、破棄するかします。

Undoable モードのディスクが構成された既存の仮想マシンを使用する
予定であれば、その作成に使用したリリースをアンインストールする
前に、仮想ディスクに変更を適用するか、破棄するかしてください。

旧リリースを使って仮想マシンをレジューム、あるいはパワーオンし、
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
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さい。するとUndoable ディスクに変更を適用するか、あるいは変更を
破棄するかの選択画面が表示されますので、いずれかを選択してくだ
さい。

• 仮想マシンのバックアップを行います。

本リリースで使用予定の仮想マシンがあれば、その仮想マシンディレ
クトリにある全ファイル（.vmdkまたは .dsk、.cfgまたは .vmx、
及び nvramファイル等）のバックアップを作成しておいてください。

GSX Server 3 と完全な互換性を持つようにアップデイトされた仮想マシ
ンは、GSX Server 3、Workstation 4 及び ESX Server 2 以降の VMware 製
品では使用できますが、 それ以前の VMware ソフトウェアではご利用に
なれません。

• GSX Server ソフトウェアのバックアップを行います。

旧バージョンのGSX Server ソフトウェアを使用する予定がある場合は、
CD-ROMまたは ESD インストール用パッケージを手元に残しておいて
ください。あるいはGSX Server が現在インストールされているドライ
ブのバックアップを作成してください。

旧バージョンがインストールされているコンピュータに本ソフトウェ
アをインストールする必要がある場合は、後から復元できるように、
現在のインストール及び関連する仮想マシンファイルのバックアップ
を必ず行ってください。

• 既存のGSX Server をアンインストールします。

GSX Server が既にインストールされている場合、新しいバージョンを
インストールする前に、旧ビルドを削除する必要があります。

• Windowsホストで旧バージョンのGSX Server 3またはGSX Server 2.xを
アンインストールする場合、「Windows ホストからGSX Server を削
除 (P.86)」を参照してください（本ソフトウェアをインストールする
前にホストOSの再起動が必要となります）。

• Linuxホストで旧バージョンのGSX Server 3またはGSX Server 2.xをアン
インストールする場合、「Linux ホストから GSX Server を削除 (P.91)」
を参照してください。

• WindowsホストでGSX Server 1.0をアンインストールする場合、
www.vmware.com/support/gsx/doc/uninstall_gsx_win.htmlを参照してください。

• LinuxホストでGSX Server 1.xをアンインストールする場合、 
www.vmware.com/support/gsx/doc/uninstall_gsx_linux.htmlを参照してください。
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旧バージョンのGSX Server からのアップグレード
ホストに本ソフトウェアのインストールを行う際、アンインストーラを実行
して旧バージョンのGSX Server をマシンから削除する必要があります。

Windows ホストでは、レジストリのライセンスを残すかどうかをアンイン
ストーラが尋ねてきます。ここでライセンスを削除しないでください。 

Linux ホストでは、ライセンスがそのまま残されます。特別な作業は必要あ
りませんので、そのままライセンスを残しておいてください。

カスタムネットワーク構成の記録
仮想ネットワーク設定をカスタマイズしている場合、あるいはカスタムネッ
トワークを作成した場合、旧バージョンのGSX Server をアンインストール
する前に、その設定をメモしておいてください。カスタムネットワーク設定
は製品アップグレード後まで持ち越すことができませんので、新しいバー
ジョンのインストール後に再び構成する必要があります。

VMware Tools のインストール
VMware Tools をインストールすれば、ご使用のゲストOSで最高のパ
フォーマンスが得られます。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「VMware Tools のインストール」をご覧ください。

アップグレードに関する詳細は、「VMware GSX Server のアップグレード 
(P.93)」をご覧ください。

VMware Tools の再インストール
VMware Tools パッケージに新しく改良が加えられ、アップグレードされて
います。VMware GSX Server 3 をインストール後は、必ず VMware Tools をゲ
ストOSに再インストールしてください。詳しくは、「VMware GSX Server 仮
想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」をご覧ください。
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ホストのシステム要件
VMware GSX Server を最大限に利用するためには、次のような要件が最低限
必要となります。GSX Server で稼動する仮想マシンは多くの点で物理コン
ピュータと類似していますが、より高速なプロセッサと大容量のメモリを搭
載するほど、また十分なディスクスペースが存在するほど全般的なパフォー
マンスが向上する点も物理コンピュータに類似しています。

本マニュアルの印刷後もシステム要件が変更されることがございます。最新
のシステム要件に関する情報は、弊社Webサイト（www.vmware.com/

support/gsx3/doc/intro_sysreqs_host_gsx.html）をご覧ください。

注意 : VMware GSX Server（Windows 及び Linux ホスト向け）はローカライ
ズされておらず、国際版はサポートされていません。ただし、Windows 向
け VMware Workstation のローカライズ版で作成された仮想マシンをGSX 
Server で動作させることは可能です（このような仮想マシンは、GSX Server
内で一部のエレメントが適切に表示されないことがあります）。

サーバ要件
サーバとは、GSX Server ソフトウェアのインストール先のWindows または
Linux システムのことを指します。仮想マシンは、サーバホストに保存する
ことも、ネットワークシェアに格納することも可能です。

サーバホストハードウェア
VMware GSX Server は、32-way までのマルチプロセッサのサーバをサポー
トしています。並行稼動できる仮想マシンの台数は仮想マシンが必要とする
リソースによって異なりますが、弊社では 1プロセッサで並行稼動する仮
想マシンの台数を 4台までに制限することをお勧めいたします。1ホストで
は、最大 64 台の仮想マシンを実行することが可能です。サーバには以下の
ものが必要です。

• 最大 32 個のプロセッサを搭載した標準 x86 ベースのサーバ

• 32ビットの、あるいは64ビット拡張が施された IA-32プロセッサを搭載
したホストをサポート

Pentium®命令セット対応の、733MHz以上の互換性のあるx86プロセッサ 

互換性のあるプロセッサとして、以下のものが挙げられます。

• Intel：Pentium II、Pentium III、Pentium III Xeon、Pentium 4、Xeon、
Xeon EM64T

• AMD™：Athlon™、Athlon XP、AMD Opteron、AMD Athlon 64
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VMware GSX Server 運用ガイド
マルチプロセッサのシステムに対応

デュアルコア プロセッサ対応。デュアルコア プロセッサは、ライセン
ス上、1個のプロセッサであると数えられます。

メモリ
Windows または Linux ホスト OS に加えて、各ゲストOS やホスト及び各ゲ
ストで稼動するアプリケーションを実行するのに十分なメモリが必要です。
ゲストOSやアプリケーションに付属のドキュメントを参照して、メモリ要
件を確認してください。

• 最低：512MB

• 最大：大容量メモリをサポートする、あるいは PAE オプションが有効に
なっているWindows ホストと Linux ホスト上では 64GB、PAE が有効
でないWindows ホストでは 4GB、2.2.x シリーズ カーネルの Linux ホス
トでは 2GB

ディスプレイ
• 16 ビット以上のディスプレイアダプタ

ホストのハードディスク要件
• Windows ホストの場合、サーバ、VMware Management Interface（管理
インターフェイス）、VmPerl API、VmCOM API 及び VMware Virtual 
Machine Console（仮想マシンコンソール） のインストールに 130MB の
空きディスク容量 が必要です。 

• Linux ホストの場合、サーバ、管理インターフェイス、VmPerl API、及
び VMware 仮想マシンコンソールのインストールに 20MBの空きディ
スク容量 が必要です。 

• Linux ホストでは、ホストのメモリ量の 1.5 倍に相当するディスク容量が
/tmpに必要です。/tmpディレクトリに関する情報は、弊社知識ベース
第 844 項（www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=844）
をご覧ください。

• 各ゲストOS及びそこで使用するアプリケーション ソフトウェアに最低
1GB の空きディスク容量を推奨します。デフォルトのセットアップを
使用する場合、実際に必要なディスク容量は、ゲストOSとアプリケー
ションを物理コンピュータにインストールして実行する場合とほぼ同
じです。

• IDE / SCSI ハードドライブ、CD-ROM、DVD-ROMドライブをサポート
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• ゲストOSは仮想ディスクファイルにも物理(Raw)ディスクパーティショ
ンにも常駐することができます。

LAN
• ホストOSがサポートするイーサネットコントローラ

• 非イーサネット ネットワークも、ビルトインのネットワークアドレス
変換 (NAT) を使用する場合、あるいは ホストOSで Host-only ネット
ワークとルーティングソフトウェアを使用する場合は、サポートされ
ます。

• ホストマシンには静的 IP アドレスの割当てを推奨

Windows ホスト OS
Windowsサーバ OS が必要です。 VMware 管理インターフェイスを使用する
予定であれば、Internet Information Server (IIS) 5.0 または 6.0 をインストール
してください。

注意 : 下記に記載されていないオペレーティングシステム及びサービス
パックは、VMware GSX Server のホストOSとしてサポートされていません。

64 ビットのホスト コンピュータでは、 以下の 64ビット拡張システム向けの
オペレーティングシステムを実行できます。

• Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition

• Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition（Service Pack 1 を含む）

• Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition（Service Pack 1 を含む）

• Microsoft Windows Server 2003 Web Edition（Service Pack 1 を含む）

32 ビットののホスト コンピュータでは、 以下のオペレーティングシステム
を実行できます。

• Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition（Service Pack 1 を含む）

• Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition（Service Pack 1 を含む）

• Microsoft Windows Server 2003 Web Edition（Service Pack 1 を含む）

• Microsoft Windows 2000 Advanced Server（Service Pack 3 及び Service 
Pack 4 を含む）

• Microsoft Windows 2000 Server（Service Pack 3 及び Service Pack 4 を含
む）

VmPerl API には、Perl 5.005x 以降が必要です。
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VMware管理インターフェイスには、以下のいずれかのブラウザが必要です。

• Internet Explorer 5.5 または 6.0 （6.0 を強く推奨）

• Firefox 1.x

• Mozilla 1.x

• Netscape® Navigator 7.0

注意 : 新しいバージョンのブラウザがリリースされた場合、弊社ではその
バージョンで、管理インターフェイスの安定性と信頼性に対する検証を行い
ます。新しいバージョンのブラウザを早期にサポートできるよう努力いたし
ますが、該当するブラウザが上記リストに追加されるまでは、本製品での使
用は正式にサポートされません。最新のシステム要件は、弊社 Web サイト
（www.vmware.com/support/gsx3/doc/intro_sysreqs_host_gsx.html）を参照してくだ
さい。

Linux ホスト OS
下記のディストリビューションとカーネルが現在サポートされています。
GSX Server は、下記の要件を満たさないシステムでは動作しない可能性があ
ります。

64 ビットのホスト コンピュータでは、 以下の 64ビット拡張システム向けの
オペレーティングシステムを実行できます（試験的なサポートのみ）。

• Red Hat Enterprise Linux 4.0 AS

• Red Hat Enterprise Linux 4.0 ES

• Red Hat Enterprise Linux 4.0 WS

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 AS

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 ES

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 WS

• SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• SuSE Linux Enterprise Server 8 

• SUSE LINUX 9.3 

• SUSE LINUX 9.2 
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32 ビットののホスト コンピュータでは、 以下のオペレーティングシステム
を実行できます。

• Mandrake Linux 10.1

• Mandrake Linux 10.0 

• Mandrake Linux 9.2

• Mandrake Linux 9.0

• Mandrake Linux 8.2

• Red Hat Enterprise Linux 4.0 AS

• Red Hat Enterprise Linux 4.0 ES

• Red Hat Enterprise Linux 4.0 WS

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 AS

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 ES

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 WS

• Red Hat Enterprise Linux AS 2.1

• Red Hat Enterprise Linux ES 2.1

• Red Hat Enterprise Linux WS 2.1

• Red Hat Linux 9.0

• Red Hat Linux 8.0

• Red Hat Linux 7.3

• Red Hat Linux 7.2

• Red Hat Linux 7.1

• SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• SuSE Linux Enterprise Server 8 

• SuSE Linux Enterprise Server 7

• SUSE LINUX 9.3 

• SUSE LINUX 9.2

• SUSE LINUX 9.1

• SUSE LINUX 9.0
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• SuSE Linux 8.2

• SuSE Linux 8.1

• SuSE Linux 8.0

• SuSE Linux 7.3

• Turbolinux Server 8.0

• Turbolinux Workstation 8.0

• Turbolinux Server 7.0

上記リストに記載されていないプラットフォームは正式にはサポートされて
いません。

注意 : 新しい Linux カーネルやディストリビューションがリリースされた場
合、弊社ではそのホストプラットフィームで、本製品の安定性と信頼性に対
する検証と修正を行います。新しいカーネルやディストリビューションを早
期にサポートできるよう努力いたしますが、該当するカーネル /ディストリ
ビューションが下記リストに追加されるまでは、本製品での使用は正式にサ
ポートされません。最新のプレビルトモジュールは、弊社 Web サイトのダ
ウンロードのセクション（www.vmware.com/download）から入手可能です。
対応カーネルのリストは、弊社Webサイト（www.vmware.com/support/gsx3/

doc/intro_sysreqs_host_gsx.html）を参照してください。

その他の Linux ホストOS の要件：

• Linux kernel 2.2.14-5.0 は未サポート

• glibc version 2以降及び libXpm.soを含む標準Linuxサーバのインス
トールが必要

• VMware 仮想マシンコンソールと VMware 管理インターフェイスの接続
用に inetdプロセスが設定され、有効であること

• 仮想マシンでGeneric SCSI デバイスを使用する場合は、SCSI Generic 
(sg.o) ドライバの Version 2.1.36 が必要 

• VmPerl API を使用するためには Perl 5.005x 以降が必要

• VMware 仮想マシンコンソールの実行に Xサーバが必要
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さらに、VMware 管理インターフェイスに以下のいずれかのブラウザが必要
です。

• Firefox 1.x

• Mozilla 1.x

• Netscape Navigator 7.0

注意 : 新しいバージョンのブラウザがリリースされた場合、弊社ではその
バージョンで、管理インターフェイスの安定性と信頼性に対する検証を行い
ます。新しいバージョンのブラウザを早期にサポートできるよう努力いたし
ますが、該当するブラウザが上記リストに追加されるまでは、本製品での使
用は正式にサポートされません。最新のシステム要件は、弊社 Web サイト
（www.vmware.com/support/gsx3/doc/intro_sysreqs_host_gsx.html）を参照してくだ
さい。

GSX Server を一部 SuSE Linux ホストで実行する際の注意点
GSX Server を一部の SuSE Linux ホストで実行する際は、以下の点に注意し
てください。

• SLES 8　GSX Server をインストールする前に、SLES 8 ホストに gccをイ
ンストールしてください。

• SLES 7　カーネルをアップデートする予定であれば、アップデート
バッチを適用する際に Samba コンポーネントの選択をすべて解除して
おいてください。このパッチは、ホスト上の Samba を正しくアップ
デートしません。Samba パッケージが選択された状態でアップデート
を実行すると、システムのハングやセグメンテーション違反といった
重大な問題が発生する場合があります。

VmPerl 及び VmCOM Scripting API
VmPerl API には vmware-cmdユーティリティが含まれます。VmCOM API は
Windows Server 2003 とWindows 2000 ホストでのみ動作します。詳細につ
いては、弊社Web サイト（www.vmware.com/support/developer）を参照して
ください。
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リモートクライアントの要件
リモートクライアントは、VMware 仮想マシンコンソールを起動する、ある
いは VMware Scripting API を使ってGSX Server ホスト上の仮想マシンをリ
モート管理するためのWindows、あるいは Linux システムのことです。ホ
スト上の仮想マシンをWebブラウザを使って管理する場合は、 VMware 管
理インターフェイスにアクセスします。

ハードウェア要件
• 標準 x86 ベースのコンピュータ

• 266MHz 以上のプロセッサ

• 最低 64MB RAM

• VMware 仮想マシンコンソールのインストールに 20MB （Windows ホス
ト）あるいは 10MB（Linux ホスト）の空きディスク容量が必要です。

• Windows リモートクライアントでは VMware Scripting API（VmCOM 及
び VmPerl Scripting API）のインストールに 17MB の空きディスク容量
が、Linux リモートクライアントでは VmPerl API に 14MB が必要です。 

ソフトウェア（Windows リモートクライアント）
• Windows Server 2003 x64 Edition、Windows Server 2003 Standard 
Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition 及びWindows Server 
2003 Web Edition

• Windows XP Professional 、Windows XP Home Edition（Service Pack 1 を
含む）

• Windows 2000 Professional、Server 及び Advanced Server（Service Pack 
1、Service Pack 2、Service Pack 3 及び Service Pack 4 を含む）

• Windows NT 4.0 Workstation 及び Server、Service Pack 6a（Internet 
Explorer 6.0 がインストールされているもの） 

• VMware管理インターフェイスには以下のいずれかのブラウザが必要です。 

• Internet Explorer 5.5 または 6.0（6.0 を強く推奨）

• Firefox 1.x

• Mozilla 1.x

• Netscape Navigator 7.0

注意 : 新しいバージョンのブラウザがリリースされた場合、弊社ではそ
のバージョンで、管理インターフェイスの安定性と信頼性に対する検
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証を行います。新しいバージョンのブラウザを早期にサポートできる
よう努力いたしますが、該当するブラウザが上記リストに追加される
までは、本製品での使用は正式にサポートされません。最新のシステ
ム要件は、弊社 Web サイト（www.vmware.com/support/gsx3/doc/

intro_sysreqs_host_gsx.html）を参照してください。

ソフトウェア（Linux リモートクライアント）
• glibc version 2.1 以降及び以下のカーネルのいずれかを含む標準的な
Linux インストレーション：

• シングルプロセッサシステムの場合： 2.0.x シリーズのカーネル 2.0.32
以降または 2.2.x、2.4.x あるいは 2.6.x シリーズのカーネル

• SMP システムの場合：2.2.x、2.4.x あるいは 2.6.x シリーズのカーネル

注意： Linux kernel 2.2.14 ～ 5.0 は未サポート

• VmPerl API を使用するには Perl 5.005x 以降が必要です。

• クライアントで VMware 仮想マシンコンソールを実行するには、Xサー
バ が必要です。

• VMware管理インターフェイスには以下のいずれかのブラウザが必要です。

• Firefox 1.x

• Mozilla 1.x

• Netscape Navigator 7.0

注意： 新しいバージョンのブラウザがリリースされた場合、弊社では
そのバージョンで、管理インターフェイスの安定性と信頼性に対する
検証を行います。新しいバージョンのブラウザを早期にサポートでき
るよう努力いたしますが、該当するブラウザが上記リストに追加され
るまでは、本製品での使用は正式にサポートされません。最新のシス
テム要件は、弊社 Web サイト（www.vmware.com/support/gsx3/doc/

intro_sysreqs_host_gsx.html）を参照してください。

VmPerl 及び VmCOM Scripting API
VmPerl API には vmware-cmdユーティリティが含まれます。VmCOM API は
Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000 及び Windows NT クラ
イアントでのみ動作します。詳細については、弊社Webサイト
（www.vmware.com/support/developer）を参照してください。
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仮想 マシンの仕様
GSX Server で作成した各仮想マシンのプラットフォームは、ゲストOSが認
識できる次のデバイスを備えています。 

仮想プロセッサ
• ホストコンピュータと同じプロセッサ（ただし拡張 64ビットはサポー
トされていません）

• 対称型マルチプロセッサ（SMP）システムでは、仮想マシンごとにシ
ングルプロセッサ 

仮想チップセット
• NS338 SIOチップ及び82093AAIOAPIC を使用したIntel 440BX 搭載マザー
ボード

仮想 BIOS
• VESA BIOS をサポートする PhoenixBIOS™ 4.0 Release 6

• システム管理エージェントサポートのDMI/SMBIOS 対応

仮想メモリ
• 仮想マシン1台につき最大3600MB ( ホストのシステム構成、ホストで使
用されているアプリケーションの種類、ホストのメモリサイズによっ
て異なります）

仮想グラフィック
• VGA 及び SVGA をサポート

仮想 IDE ドライバ
• 最大 4つのデバイスをサポート。ディスク、CD-ROMまたはDVD-ROM 
(DVD ドライブを使ったDVD-ROMディスクのデータの読取りは可能で
すが、DVD Video はサポートされていません )

• ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可

• 最大 128GB の IDE 仮想ディスク

• CD-ROM は、物理デバイスでも ISO イメージファイルでも可

仮想 SCSI デバイス
• 最大 4つの仮想 SCSI コントローラに最大 60 個のデバイス

• 最大 256GB の SCSI 仮想ドライブ
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• ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可

• Generic SCSI のサポートによって、デバイスの利用にホストOSのドライ
バを必要としなくなりました。スキャナ、CD-ROM、DVD-ROM、テー
プドライブ等の SCSI デバイスと動作

• Mylex® (BusLogic) BT-958 互換のホストバス アダプタ

• LSI Logic Ultra160 LSI53C10xx SCSI コントローラ

仮想 PCI スロット
• 6つの仮想PCI スロット（仮想SCSI コントローラ、仮想イーサネットカー
ド、仮想ディスプレイアダプタ、仮想サウンドアダプタに使用） 

仮想フロッピードライブ
• 最大 2つの 1.44MB フロッピーデバイス 

• 物理ドライブまたはフロッピーイメージファイル

仮想シリアル (COM) ポート
• 最大 4つのシリアル (COM) ポート

• シリアルポート、Windows ファイルまたは Linux ファイル、名前付きパ
イプに出力

仮想パラレル (LPT) ポート
• 最大 3つの双方向パラレル (LPT) ポート

• パラレルポートまたはホストOSのファイルに出力 

仮想USB ポート
• 2 ポートのUSB 1.1 UHCI コントローラ

• USB プリンタ、スキャナ、PDA、ハードディスクドライブ、メモリカー
ドリーダ、デジタルカメラ等のデバイスをサポート

仮想キーボード
• 104 キーWindows 95/98 拡張キーボード、106 キー日本語キーボード 

仮想マウス及び描画タブレット
• PS/2 マウス

• シリアルタブレットをサポート 
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仮想 イーサネットカード
• 最大 4枚の仮想イーサネットカード

• AMD PCnet-PCI II 互換

• ブリッジとNAT ネットワークでワイヤレスネットワークをサポート

• PXE ROM version 2.0

仮想ネットワーク
• 9つの仮想イーサネットスイッチ (内 3つはデフォルトでBridged、Host-
only 及び NAT ネットワークに割り当てられています )

• 仮想ネットワークは、TCP/IP、NetBEUI、Microsoft Networking、
Samba、Novell® NetWare®、NFS 等ほとんどのイーサネットベースのプ
ロトコルをサポートします。

• ビルトインのNAT による TCP/IP、FTP、DNS、HTTP 及び Telnet を使った
クライアントソフトウェアのサポート

仮想サウンドアダプタ
• サウンド入出力

• Creative Labs Sound Blaster® AudioPCI をエミュレーション（MIDI 入力と
ゲーム用コントローラ、ジョイスティックはサポートされていません ) 
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対応ゲスト OS
下記のOSは、VMware GSX Server の仮想マシンでテストが行われ、正式に
サポートされているものです。ゲストOSのインストールに関する注意事項
は、弊社Web サイト (www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html) か
[Help] メニューにある「VMware ゲスト OSインストールガイド」を参照し
てください。

リストに記載されていないOSは、VMware GSX Server の仮想マシンではサ
ポートされません。対応ゲストOSの最新リストは、弊社Webサイト
（www.vmware.com/support/gsx3/doc/intro_sysreqs_guest_gsx.html）を参照ください。

注意 : リストに記載されていないOSは、VMware GSX Server の仮想マシンで
はサポートされません。IA-32 命令セットに 64 ビット拡張を使用するゲスト
OS はサポートされていません。

Microsoft Windows
• Microsoft Windows 開発コード名 Longhorn（試験的にサポート）

• Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard 
Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition 及びWindows Small 
Business Server 2003（Service Pack 1 を含む）

• Windows XP Professional 及びWindows XP Home Edition（Service Pack 1
及び Service Pack 2 を含む） 

• Windows 2000 Professional、 Windows 2000 Server、Windows 2000 
Advanced Server、及び Windows 2000 Professional Service Pack 4 
checked build（Service Pack 1、2、3 または 4 を含む））

• Windows NT® 4.0 Server、Windows NT Workstation 4.0 及びWindows NT 
4.0 Terminal Server Edition（Service Pack 6a を含む）

• Windows Me

• Windows 98 (最新のCustomer Service Packsを含む)及びWindows 98 SE 

• Windows 95 (Service Packs 1 及び全 OSR リリースを含む ) 

• Windows for Workgroups 3.11

• Windows 3.1 

Microsoft MS-DOS
• MS-DOS 6.22
37

http://www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html
http://www.vmware.com/support/gsx3/doc/intro_sysreqs_guest_gsx.html


VMware GSX Server 運用ガイド
Linux
• Mandrake Linux 8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、10.0 及び 10.1

• Red Hat Linux 6.2、7.0、7.1、7.2、7.3、8.0 及び 9.0

• Red Hat Enterprise Linux (AS、ES、WS) 2.1（Update 6 を含む）、Red Hat 
Enterprise Linux (AS、ES、WS) 3.0（Update 4 を含む）、Red Hat 
Enterprise Linux (AS、ES、WS) 4.0

• SuSE Linux 7.3、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1 及び 9.2。SUSE LINUX 9.3 も試験
的にサポート。

• SuSE Linux Enterprise Server 7（Service Pack 2 を含む )、8 (Service Pack 3
を含む )、9（Service Pack 1 を含む）

• Turbolinux Server 7.0、8.0、Workstation 8.0

Novell NetWare
• NetWare 4.2 Support Pack 9、5.1 Support Pack 6、6.0 Support Pack 3 、
6.5 Support Pack 1

FreeBSD
• FreeBSD 4.0 ー 4.6.2、4.8、4.9、5.0、5.2

Solaris
• Solaris 9、10 オペレーティングシステム x86 プラットフォーム版（試験
的にサポート）
www.vmware.com38



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
テクニカルサポート
オンラインドキュメント
本マニュアルへの最新アップデートを含む VMware GSX Server 関連のドキュ
メントは、弊社Web サイト （www.vmware.com/support/gsx3/doc）を参照く
ださい。

VMware 知識ベース
弊社Web サイトの知識ベース（www.vmware.com/support/kb/enduser/

std_alp.php）では、トラブルシューティングや上級ユーザー向けの使用上のヒ
ント等をご覧いただけます。

VMware コミュニティーフォーラムとニュースグループ
VMware コミュニティーは、弊社Webサイト上で管理されているディス
カッションフォーラムで、全ての VMware ユーザーに開放されています。 弊
社テクニカルスタッフが定期的にフォーラムに挙げられている問題点、
フィードバックに目を通して、解決の手助けや、情報提供を行う場合もあり
ます。

コミュニティーへの参加は、 www.vmware.com/community にて、ユーザーアカ
ウントを作成してください。

VMware ニュースグループは、ユーザーの相互支援を目的としたプライマリ
フォーラムです。 ここで様々な問題、迂回方法、または修正方法の情報を収
集、提供することをお勧めいたします。弊社スタッフがニュースグループに
目を通して情報提供を行うこともありますが、これは公式なサポートの場で
はありません。 VMware の NNTP ニュースサーバは news.vmware.com. にあり
ます。

最新のニュースグループのリスト及びそこで議論されるトピックに関する詳
細は、www.vmware.com/vcommunity/newsgroups.htmlを参照してください。

トラブルの報告
GSX Server の稼動中にトラブルが生じた場合、弊社のサポートチームにご連
絡ください。 

シリアル番号の登録は 必ず行ってください。 登録されますと、
www.vmware.com/requestsupportでサポートリクエストを提出してトラブルの
報告を行うことができます。
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次の手順では、トラブルの診断に必要な情報を記述しています。 この情報の
ほとんどは様々なログファイルから集められます。どのログファイルが必要
かは起きた問題によって異なります。ログファイルについては手順の後に記
載されています。

サポートスクリプトを実行して適切なログファイルとシステム情報を集める
ことにより、必要な情報収集を簡易化することができます。 ご使用のホスト
コンピュータに従って、次の作業を行ってください。

注意 : サポートスクリプトはGSX Server ホスト上でのみ実行されます。リ
モートクライアント上で問題が発生した場合は、手作業でログファイルを収
集する必要があります。クライアント上で発生した問題にもよりますが、必
要なログファイルとして、VMware 仮想マシンコンソール ログファイルとイ
ンストレーション ログファイルの 2個があります。これらのログに関する
詳細情報は、下記を参照してください。

Windows ホスト
1. コマンドプロンプトを開きます。

2. GSX Server のプログラムディレクトリに移動します。
C:

cd ￥Program Files￥VMware￥VMware GSX Server

デフォルトのディレクトリにプログラムをインストールしなかった場
合は、該当するドライブ文字を使用し、上記の cdコマンドでは適切な
パスを代わりに使用してください。

3. サポートスクリプトを実行します。
cscript vm-support.vbs

4. スクリプト実行後、出力先ディレクトリ名が表示されます。WinZip ま
たは PKZIP などのファイル圧縮ユーティリティを使用して、そのディ
レクトリを圧縮し、サポートリクエストと共にこの zip ファイルを提出
してください。 

Linux ホスト
1. ターミナルを開いてください。

2. 仮想マシンを実行中のユーザーまたは root としてサポートスクリプト
を実行してください。
vm-support

root としてサポートスクリプトを実行しない場合は、一部情報を収集
できないとのメッセージをスクリプトが表示しますが、これは正常な
www.vmware.com40



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
動作です。弊社サポートチームがその情報を必要とする場合は、root
として再度スクリプトを実行するようにお願いする場合があります。

3. スクリプトが現在のディレクトリに圧縮した .tgzファイルを作成し
ます。その出力ファイルをサポートリクエストと共に提出してくださ
い。

ログファイル
以下のログファイルは、必要に応じてGSX Server によって作成され、サ
ポートスクリプトによって収集されるものです。リモートクライアントには
サポートスクリプトが存在しません。このため、クライアントで問題が発生
した場合は、www.vmware.com/requestsupportからサポートリクエストを提出
し、コンソールのログファイルまたはコンソールのインストレーション ロ
グファイルを添付してください。

仮想マシンログファイル
仮想マシンが正常に終了しない場合、またはクラッシュする場合は、仮想マ
シンを再度 立ち上げる前に、サポートスクリプトを実行するか、ログファ
イルを保存してください。 保存すべき主なログファイル は、問題が発生した
仮想マシンの VMware ログファイルです。

Windows ホストでは、 vmware.log ファイルは問題のある仮想マシンの構
成ファイル (.vmx) と同じディレクトリにあります。稼動中の仮想マシンの
ログファイルへのパスは [About] ダイアログボックスにあります。コンソー
ルで [Help] - [About VMware GSX Server] を選択し、[Additional information]
の箇所を確認してください。

Linux ホストでは、 <vmname>.logファイルは問題のある仮想マシンの構成
ファイル (.vmx) と同じディレクトリにあります。

コアファイル (core あるいは vmware-core) がある場合は、それも保存し
ておいてください。 

仮想マシン イベント ログファイル
仮想マシンのイベントログは VMware Management Interface（管理インター
フェイス）から一部確認することができますが、イベントログは通常ホスト
上にファイルとして格納されます。このファイルは仮想マシンがクラッシュ
した時にも使われます。

ホストの各仮想マシンには次のイベント ログファイルが存在します。 
event-<path_to_configuration_file>.vmx.log.
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Windows ホストでのログ格納場所は次の通りです。
C:￥Program Files￥VMware￥VMware GSX Server￥vmserverdRoot
￥eventlog

Linux ホストでのログ格納場所は次の通りです。 
/var/log/vmware

VMware 仮想マシンコンソール ログファイル
VMware 仮想マシンコンソールはログを管理しています。リモートクライア
ント上の VMware 仮想マシンコンソールで問題が発生した場合は、サポー
トリクエストにこのログファイルを添えて提出してください。

Windowsホストでのログは vmware-<username>-<PID>.logで、ユーザー
のTEMPディレクトリに格納されます。このディレクトリはディフォルトでは
C:￥Documents and Settings￥<username>￥Local Settings￥Tempで
す。[About] ダイアログボックスにこのファイルへのパスが表示されますので、
コンソールで [Help] - [About VMware GSX Server]を選択し、 [Additional information]
の箇所を確認してください。

Linux ホストでのログは ui-<PID>.logで、ユーザーの TEMP ディレクト
リに格納されます。このディレクトリのディフォルトは次の通りです。
/tmp/vmware-<username>

このファイルへのパスはコンソールをスタートした時にターミナルに表示さ
れます。

VMware 管理インターフェイス ログファイル
VMware 管理インターフェイスはログを管理しています。

Windows ホストでのログは mui.log で、デフォルトで次の場所に格納され
ています。
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Management Interface

Linux ホストでのログは error_logで、デフォルトで次の場所に格納され
ています。 
/var/log/vmware-mui
www.vmware.com42



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
VMware 承認サービスログファイル
VMware 承認サービスのログを手作業で有効にすることができます。 ( Linux 
ホストでは vmware-authdと呼ばれています。）

1. テキストエディタで、以下のファイルを開いてください。

• Windows ホストでは、 C:￥Documents and Settings￥All 
Users￥Application Data￥VMware￥VMware GSX Serverに
ある config.iniを編集してください。

• Linux ホストでは、/etc/vmware/configを編集してください。

2. 次のラインをファイルに付け加えてください。 
vmauthd.logEnabled = TRUE
log.vmauthdFileName = "vmauthd.log"

これによって vmauthd.logファイルが作成されます。 Windows ホス
トでは、このファイルはデフォルトで次の場所に格納されます。
C:￥Windows￥system32または C:￥WINNT￥system32
Linux ホストではデフォルトで次の場所に格納されます。
/var/log/vmware

3. 構成ファイルを保存し、閉じてください。これで、Linux ホスト上でロ
グが有効になります。

4. Windows ホストでは、VMware 承認サービスを再スタートさせてくだ
さい。 [ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ サービス ] を選択し、[ VMware 
Authorization Service( 承認サービス )] を右クリックして [ 再起動 ] を選
択してください。ログが有効になります。

VMware 登録サービス ログファイル
VMware 登録サービスはログを管理しています。

Windowsホストではログは vmware-serverd.log で、 C:￥Windows￥Temp
に格納されています。

Linux ホストではログは vmware-serverd.logで、/var/log/vmware
に格納されています。

VMware GSX Server 及び VMware 仮想マシンコンソールのインストレー
ション ログファイル
GSX Server はサーバホスト上でインストレーション ログファイルを管理し
ています。

リモートクライアント上では、VMware 仮想マシンコンソールがインスト
レーションログファイルを管理しています。VMware 仮想マシンコンソール
43



VMware GSX Server 運用ガイド
のインストール中に問題が発生した場合は、サポートリクエストにこのログ
ファイルを添えて提出してください。

Windows ホストでは、ファイルは VMInst.logで、 TEMPディレクトリに
格納されています。デフォルトは次の場所です。
C:￥Documents and Settings￥<username>￥Local Settings￥Temp
Local Settingsフォルダはデフォルトでは非表示になっています。内容
を見るには [ マイコンピュータ ] を開き、 [ ツール ] - [ フォルダオプション ]
を選択し、[ 表示 ] タブをクリックして、[ すべてのファイルとフォルダを表
示する ] を選択してください。

Linux ホストでは、ログは locations で、 /etc/vmwareに格納されていま
す。
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2 章
VMware GSX Server の
インストール
ここでは、Linux やWindows のホストシステムに VMware GSX Server をイ
ンストールする手順を説明します。

• ホストシステムの選択 (P.45)

• サーバ上の VMware 仮想マシンコンソールについて (P.46)

• VMware GSX Server を Windows ホストにインストール (P.48)

• VMware GSX Server を Linux ホストにインストール (P.60)

• GSX Server で使用できるようにWebブラウザを設定 (P.74)

• VMware 仮想マシンコンソールのインストール (P.77)

• VMware Scripting API のインストール (P.82)

• VMware GSX Server の削除 (P.86)

ホストシステムの選択
VMware GSX Server は、ホストコンピュータがWindows でも Linux でもご
利用になれます。いずれのホストのインストール用ファイルも、同じ１枚の
CD-ROMに含まれます。
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シリアル番号は、ライセンス登録されているホストOS上でのみ VMware 
GSX Server が利用できるように設定されています。 Windows ホスト向けのシ
リアル番号を使って Linux ホスト上で本ソフトウェアを実行したり、その逆
を行うことはできません。
異種ホストOSで VMware GSX Server を使用したい場合 、 例えばWindows
ホスト向けにライセンスを登録しているが Linux ホストでもソフトウェアを
利用したいというような場合は、 弊社Webサイトで別途ライセンスを購入
してください。このサイトから 15日間の無料評価版ライセンスをダウン
ロードすることも可能です。 詳しくは、 www.vmware.com/downloadを参照し
てください。

対応Windows ホストへのインストールは、「VMware GSX Server を
Windows ホストにインストール (P.48)」を参照してください。Linux ホスト
へのインストールは「VMware GSX Server を Linux ホストにインストール 
(P.60)」を参照してください。
GSX Server をインストールできる対応ホストOSの一覧は、「ホストのシス
テム要件 (P.25)」を参照してください。

旧バージョンからのアップグレード
旧バージョンから VMware GSX Server をアップグレードする場合は、はじめ
に「VMware GSX Server のアップグレード (P.93) 」をお読みください。 

サーバ上の VMware 仮想マシンコンソールについて
VMware GSX Server では、GSX Server ホスト上の仮想マシンをホストから直
接管理する際も、クライアントワークステーションや別のホストからリモー
ト管理する際にも、VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソー
ル） を使用します。

1台の仮想マシンに同時に複数のコンソールが接続できるため、その仮想マ
シンに複数の承認ユーザーが並行アクセスすることが可能です。同様に、複
数のユーザーが同一の仮想マシンに VMware Scripting API と VMware 
Management Interface （管理インターフェイス）とを使って接続すること
も可能です。仮想マシンは、どのコンソールからもフルスクリーンモードで
実行することができます。

GSX Server ソフトウェアをインストールすると、VMware Virtual Machine 
Console（仮想マシンコンソール）が自動的にインストールされます。この
コンソールは、 仮想マシンにアクセスさせたいクライアントワークステー
ションにはすべてインストールしておいてください。コンソールをインス
トールすることにより、仮想マシンのリモート管理が可能になります。

クライアントに仮想マシンコンソールをインストールする手順は、
「VMware 仮想マシンコンソールのインストール (P.77)」をご覧ください。リ
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モートクライアントを稼動させたままインストールを行う場合、VMware 管
理インターフェイスからコンソールをダウンロードすることも可能です。詳
しくは、「VMware 仮想マシンコンソールのダウンロード (P.122)」をご覧く
ださい。

仮想マシンコンソールに関する詳細は、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「仮想マシンの実行」を参照してください。
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VMware GSX Server をWindows ホスト
にインストール
次のセクションでは、Windows ホストOS上へのGSX Server のインストー
ル方法について解説していきます。

• 標準インストール (P.49)

• デフォルトディレクトリ (P.51)

• Windows ホストへのGSX Server ソフトウェアのインストール (P.52)

VMware GSX Server の利用を開始するのに難しい作業は必要ありません。主
な手順は以下の通りです。

1. 本項の手順に従って、サーバ上に VMware GSX Server ソフトウェア 
( サーバ、VMware 管理インターフェイス、VmCOM API、 VmPerl API 及
び VMware 仮想マシンコンソール ) をインストールします。

2. VMware 仮想マシンコンソールと VMware Scripting API を Windows ま
たは Linux クライアント上にインストールします。

3. VMware 仮想マシンコンソールを起動して、シリアル番号を入力しま
す。 この作業は、GSX Server のインストール後、最初にコンソールを起
動した時のみ必要です。

4. New Virtual Machine Wizard または VMware 管理インターフェイスを
使って仮想マシンを作成します。詳しくは 、「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「仮想マシンの新規作成」を参照してください。

5. 新しい仮想マシンをパワーオンして、ゲストOSをインストールしま
す。これにはゲストOSのインストールメディア (CD-ROMまたはフ
ロッピーディスク）が必要です。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「 ゲストOS をインストール」を参照してください。

6. パフォーマンスの拡張を図るために、仮想マシン内に VMware Tools
パッケージをインストールします。詳しくは、「VMware GSX Server 仮
想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」参照してくださ
い。

7. 仮想マシンにソフトウェアをインストールします。

8. これで仮想マシンの使用を開始できます。サーバホストと仮想マシン
は、VMware 仮想マシンコンソールと VMware 管理インターフェイス、
VMware Scripting API を使って管理します。
www.vmware.com48



第 2 章  VMware GSX Server のインストール
標準インストール
Windows ホスト上では、マスターインストーラから GSX Server をインス
トールします。マスターインストーラは、GSX Server の全コンポーネント
（サーバソフトウェア、 VMware 管理インターフェイス、VMware Scripting 
API）をインストールするのに便利です。また、インストールするコンポー
ネントを選択することも可能です。VMware 仮想マシンコンソールは必ずイ
ンストールされます。すべてのコンポーネントは、マスターディレクトリ配
下の独自のディレクトリにインストールされます。

GSX Server の標準インストールは、2台のコンピュータ（仮想マシンを実行
するサーバとクライアントワークステーション）を使用します。クライアン
トは TCP/IP ネットワークリンクを使ってサーバ上の仮想マシンと通信しま
す。

より複雑なインストールでは、1台のクライアントを使って複数の VMware
仮想マシンコンソールを実行し、各コンソールに個別サーバ上の複数の仮想
マシンを管理させることも可能です。

インストールを開始する前に、次の準備ができているか確認してください。

• GSX Serverを実行するためのシステム要件を満たしたサーバ及びホスト
OS ー 詳しくは 「ホストのシステム要件 (P.25)」をご覧ください。

• GSX Serverリモート管理ソフトウェアを実行するためのシステム要件を
満たしたリモート管理クライアントとオペレーティングシステム ー 詳
しくは 「リモートクライアントの要件 (P.32)」をご覧ください。

• GSX Server のインストール ソフトウェア ー GSX Server メディアキット
を購入された場合は、ボックス内の CDにインストールソフトウェアが
含まれます。ダウンロード版を購入された場合は、ダウンロードした
ファイルにインストールソフトウェアが含まれます。

• GSX Serverのシリアル番号 ー シリアル番号は、弊社またはGSX Server購
入先代理店からの受注確認電子メールに記載されています。

• ゲストOSのインストール用 CDまたはフロッピーディスク

• VMware 管理インターフェイスを利用する予定であれば、IIS (Internet 
Information Services) がインストールされ、正しく構成されていること
を確認してください。
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サーバ上で
GSX Server ホストでフル インストールを行うと、以下のものがインストー
ルされます。

• サーバ向けのGSX Server パッケージ（仮想マシンを作成、構成するツー
ル、および仮想マシンを表示、コントロールする VMware 仮想マシン
コンソールを含みます）。

• VMware 管理インターフェイス パッケージ ( ブラウザから仮想マシンと
ホストを管理するためのWebサーバ。詳しくは 「 仮想マシンと
VMware GSX Server ホストの管理 (P.117)」をご覧ください）。

• VmCOM API パッケージ（リモートから仮想マシンを管理する COMを使
用したスクリプトツール。 詳しくは www.vmware.com/support/developerを
ご覧ください）。

• VmPerl API パッケージ（リモートから仮想マシンを管理する Perl を使用
したスクリプトツール。 詳しくは www.vmware.com/support/developerをご
覧ください）。

カスタムインストールパスを選択して、必要なパッケージのみをインストー
ルすることも可能です。

通常、サーバソフトウェアをインストールする際は、サーバ上で直接作業を
行います。ただし、仮想マシンの管理と実行は、サーバからでも、クライア
ントからでも行うことが可能です。

クライアントワークステーション上で
Webブラウザ以外にも、クライアントに以下のパッケージをインストール
できます。

• VMware 仮想マシンコンソール

• VmPerl及び VmCOM Scripting API (VmCOM API はWindowsのクライアン
トにのみインストール可能です )。

これらのパッケージは VMware 管理インターフェイスと VMware GSX Server 
マスターインストーラ (Windows ホストのみ ) から入手できます。Linux ク
ライアントに VMware 仮想マシンコンソールをインストールする場合は、
「Linux ホストに VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.80)」をご
覧ください。

VMware 仮想マシンコンソールは、クライアント上でも、サーバ自体でも実
行できます。VMware 仮想マシンコンソールには、Windows 用クライアント
www.vmware.com50

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


第 2 章  VMware GSX Server のインストール
パッケージ (Windows NT 4.0、Windows 2000、 Windows XP 及び Windows 
Server 2003) と Linux 用パッケージがあります。 

通常、クライアント上ではコンソールとブラウザを実行します。ブラウザを
利用すれば、VMware 管理インターフェイスにアクセス可能です。管理イン
ターフェイスとコンソールを使えば、以下のことが実行できます。

• 仮想マシンの活動を監視

• 仮想マシンの起動、停止、リセット、サスペンド、レジューム

• 仮想マシンの作成と削除

• ホストと仮想マシンの設定を操作

基本的に、コンソールは仮想マシンをローカル及びリモートから管理するた
めのものです。一方、管理インターフェイスは、ホストサーバとホスト上の
全ての仮想マシンをリモートから管理するためのものです。

VmPerl と VmCOM API は、Linux 及びWindows ホストに接続できます。た
だし、 VmCOM API は、Windows ホストまたはクライアント上でしか動作し
ません。これらのAPI を使用して、仮想マシンやホストサーバを自動管理す
るスクリプトを作成できます。

デフォルトディレクトリ
GSX Server コンポーネントは、デフォルトで以下のディレクトリにインス
トールされます。 

• サーバコンポーネント及び VMware 仮想マシンコンソール
C:￥Program Files￥VMware￥VMware GSX Server

• VMware 管理インターフェイス コンポーネント
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Management Interface

• VmCOM API コンポーネント
C:￥Program Files￥VMware￥VMware VmCOM Scripting API

• VmPerl API コンポーネント
C:￥Program Files￥VMware￥VMware VmPerl Scripting API

必要に応じてディレクトリを変更できますが、変更した場合にはパス名を記
録しておいてください。このマニュアルの以下の手順ではデフォルトのパス
を使用して説明を行います。
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Windows ホストへのGSX Server ソフトウェアのインストール
他の VMware 製品（VMware Workstation、VMware ACE または VMware 仮想
マシンコンソール等）が既に存在するホストマシンに VMware GSX Server を
インストールすることはできません。GSX Server と同一のホストにインス
トールできる唯一の VMware 製品は、VMware VirtualCenter クライアントソ
フトウェアです。既に他の VMware 製品がインストールされているホスト
マシン上に VMware GSX Server をインストールする場合は、その製品をまず
アンインストールしてください。

同様に、同一ホスト上に複数バージョンのGSX Server をインストールする
ことはできません。

前バージョンのGSX Server からアップグレードする場合は、「VMware GSX 
Server のアップグレード (P.93)」を参照してください。また、本ソフトウェ
アをインストールする前に、「本リリースをインストールする前に (P.22)」
にも目を通しておいてください。

Windows ホストでGSX Server の自動インストールを行うには、「GSX Server
を自動インストール (P.57)」を参照してください。

1. Administrator あるいはWindows の Administrators グループのメンバー
として、Microsoft Windows ホストにログインしてください。

注意 : Windows Server 2003 ホストにGSX Server をインストールする場
合、ドメインにログインするのではなく、ローカル Administrator とし
てログインする必要があります。

GSX Server をインストールするには Administrator としてログインする
必要がありますが、インストール終了後は一般のユーザー権限でもプ
ログラムを実行することができます。

注意 : Active Directory サーバとして構成されているWindows ホスト上
にGSX Server をインストールすると、メッセージが表示されます。
[OK] をクリックしてメッセージを無視し、インストールを続行しても
構いません。あるいは、この時点でインストールをキャンセルするこ
とも可能です。

2. VMware GSX Server マスターインストーラを開始します。

CDからインストールを行う場合は、[スタート ] メニューにある [ファ
イル名を指定して実行 ] を選択し、 「D:￥Windows￥VMware-gsx-
server-installer-<xxxx>.exe」と入力してください。D:は CD-
ROMドライブに相当するドライブ文字で、<xxxx> の個所にはバー
ジョン及びビルド番号を表す数字の列が入ります。
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ダウンロード版のファイルを使ってインストールを行う場合は、 [ ス
タート ] メニューにある [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、ダウ
ンロードしたインストーラファイルが保存されているディレクトリを
指定します。(VMware-gsx-server-installer-<xxxx>.exeと
いったファイル名が付いているはずです。 <xxxx> の個所にはバージョ
ンとビルド番号を表す数字の列が入ります )。

マスターインストーラが起動します。

[Next] をクリックしてください。

3. 使用許諾契約書 (EULA) の内容を確認してください。

 

[I accept the terms in the license agreement] オプションを選択してから 
[Next] をクリックしてください。
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4. [Complete] インストールか [Custom] インストールを選択します。

Complete インストール

Completeインストールを選択すると、サーバソフトウェア、VMware 管
理インターフェイス、VMware 仮想マシンコンソール、 VmCOM API 及
び VmPerl API が GSX Server ホストにインストールされます。Complete
インストールを実行するには、 [Complete]を選択してから [Next] をクリッ
クしてください。

全 GSX Server コンポーネントをデフォルト以外のディレクトリにイン
ストールする場合には、[Change] をクリックし、インストールする
ディレクトリを指定してください。指定したディレクトリが存在しな
い場合には、新規作成されます。

注意 : GSX Server は、ネットワークドライブではなくローカルドライ
ブにインストールしてください。

注意 : Windows や Microsoft Installer では、ローカルドライブ上のフォ
ルダパスに 255 文字以内、マップしたドライブまたは共有ドライブ上
のフォルダパスに 240 文字以内の制限があります。GSX Server のプロ
グラムフォルダへのパスがこの制限を越えた場合は、エラーメッセー
ジが表示されます。その場合、短いパスを選択または入力する必要が
あります。
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この画面での作業を終えたら [Next] をクリックし、ステップ 5 へ進み
ます。

Customインストール

Customインストールでは、インストールするコンポーネントを選択で
きます。最初にインストールしなかったコンポーネントも、後からイ
ンストーラを再起動させれば、追加でインストールすることが可能で
す。[Custom] を選択してから [Next] をクリックすると、[Custom ] パネ
ルが表示されます。

[Custom Setup] パネルで、インストールするコンポーネントを指定し
ます。インストールしないコンポーネントの左側の矢印をクリックし、
メニューから適切なオプションを選択します。

ホスト上にどれくらい空き容量があるかを調べるには [Space] をクリッ
クします。これは、ホスト上のディスクスペースに限界があるという
理由で Customインストールを選択した場合に便利な機能です。

GSX Server コンポーネントをデフォルト以外のディレクトリにインス
トールする場合には、[Browse] をクリックしディレクトリを選択して
ください。指定したディレクトリが存在しない場合には、新規に作成
されます。

注意 : GSX Server は、ネットワークドライブではなくローカルドライ
ブにインストールしてください。

注意 : Windows や Microsoft Installer では、ローカルドライブ上のフォ
ルダパスに 255 文字以内、マップしたドライブまたは共有ドライブ上
のフォルダパスに 240 文字以内の制限があります。GSX Server のプロ
グラムフォルダへのパスがこの制限を越えた場合は、エラーメッセー
ジが表示されます。その場合、短いパスを選択または入力する必要が
あります。

この画面での作業を終えたら [Next] をクリックしてください。
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5. ウィザードで指定した設定や情報を変更する場合は、この時点で行っ
てください。[Back] をクリックすると、 変更したい情報を入力する画面
まで戻ることができます。

変更を行う必要がない場合は、[Install] をクリックしてください。イン
ストーラがホストへのファイルのコピーを開始します。

6. CD-ROM の自動再生機能が有効になっているのをインストーラが検知
すると、それを無効にするオプションが表示されます。 この機能を無効
にすることで、システムにインストールする仮想マシンとの間に不必
要な干渉が生じるのを防ぐことができます。

7. 2 つのショートカットがデスクトップに自動的に作成されます。ショー
トカットを利用すれば、ホストのデスクトップから仮想マシンに簡単
にアクセスできます。

8. [Finish] をクリックすると GSX Server ソフトウェアがインストールされ
ます。

9. サーバの再起動を促すプロンプトが表示された場合は、指示に従って
再起動を行い、GSX Server のインストールを正常に終了させます。
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GSX Server を自動インストール
GSX Server を自動的にインストールしたい場合、Microsoft Windows Installer
ランタイム版を使って本ソフトウェアを（サイレントモードで）サイレント
インストールすることが可能です。GSX Server を多数のWindows ホストに
インストールするのであれば、このサイレントインストール機能を利用する
と便利です。

この機能を利用するには、GSX Server をインストールするサーバ上に
Microsoft Windows Installer ランタイム版 version 2.0 がインストールされて
いなければなりません。Windows Server 2003 には、該当するバージョンが
含まれています。Windows 2000 ホストにインストールする場合（あるいは
Windows NT 4.0 クライアント上に VMware Scripting API をインストールする
場合）は、以下のファイルのバージョンを確認してください。

%WINDIR%￥system32￥msiexec.exe

ランタイム版をアップグレードする必要がある場合、インストールパッケー
ジの解凍先ディレクトリにある instmsiw.exeを実行します。詳しくは、
次の説明を参照してください。

Microsoft Windows Installer の使用に関する詳細は、Microsoft 社 Web サイ
ト（msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/

about_windows_installer.asp）をご覧ください。

Windows ホストへのGSX Server のサイレントインストールは、次の手順で
行います。

1. 個別のインストールパッケージを解凍します。コマンドプロンプトか
ら、1行で以下のように入力してください。
VMware-gsx-server-installer-<xxxx>.exe /a /s /x /d 
C:￥temp￥gsx

<xxxx>の個所にはバージョン及びビルド番号を表す数字の列が入ります。

2. 解凍したインストールパッケージに対してサイレントインストールを実
行します。コマンドプロンプトから 1行で以下のように入力してくださ
い。

msiexec -i "C:￥temp￥gsx￥VMware GSX Server.msi" 
ADDLOCAL=ALL /qn

下記のプロパティや、一般的なMicrosoft Windows Installer のインス
トールプロパティを使って、インストールコマンドをカスタマイズす
ることも可能です。
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ADDLOCALオプションは、デフォルトで全 GSX Server コンポーネントを
インストールします。ADDLOCALと REMOVEオプションを組合わせて
使用すれば、インストールをカスタマイズすることが可能です。以下
のコンポーネントを追加、削除することができます。

• All　この一覧の全オプションを含みます。 

プロパティ名 説明 デフォルト

DESKTOP_SHORTCUT GSX Server のショットカットをデスクトップに
インストールします。デフォルトでは、ショー
トカットはデスクトップにインストールされま
す。 

ショートカットがインストールされないように
するには、ステップ 2のコマンドに下記のオプ
ションを追加します。
DESKTOP_SHORTCUT = 0

1

DISABLE_AUTORUN ホストで CD-ROM の自動再生機能を無効にしま
す。デフォルトでは、自動再生機能はインス
トール時に無効にされます。

自動再生機能を有効にするには、ステップ 2の
コマンドに下記のオプションを追加します。
DISABLE_AUTORUN = 0

1

REMOVE_LICENSE アンインストール時のみ：GSX Server のアンイ
ンストール時に、保存されている全ライセンス
を削除します。デフォルトでは、GSX Server は
サーバ上のライセンスをそのまま残します。 

ライセンスを削除するには、ステップ 2のコマ
ンドに下記のオプションを追加します。
REMOVE_LICENSE = 1

注意：ソフトウェアを再インストールあるいは
アップグレードする場合に備えて、ライセンス
はそのまま残しておかれることを強くお勧めい
たします。

0

SERIALNUMBER シリアル番号を自動入力します。

シリアル番号を入力するには、ステップ 2のコ
マンドに下記のオプションを追加します。
SERIALNUMBER=<serialNumber>

なし
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• Network　Bridged ネットワークアダプタ (vmnet0)、Host-only ネッ
トワークアダプタ (vmnet1)、及び NAT ネットワークアダプタ
(vmnet8) を含みます。NAT及び DHCPも含まれますが、これらは別
途インストールから除外することが可能です。

• NAT　VMware NAT サービス

• DHCP　VMware DHCP サービス

インストールに含めたいコンポーネントは、ADDLOCALオプションで
指定してください。

インストールからコンポーネントを除外するには、REMOVEオプション
を使用します。Bridged ネットワークアダプタ及びHost-only ネット
ワークアダプタは、常に Networkコンポーネントの一部としてインス
トールされます。

例えば、VMware NAT と DHCP サービスを除く全てのコンポーネント
をインストールするには、コマンドラインに次のオプションを追加し
てください。
ADDLOCAL=ALL REMOVE=DHCP,NAT

注意 : DHCPと NATコンポーネントは Networkの子コンポーネントで
す。 このため、次のように指定しても、VMware NAT と DHCP サービス
のインストールを省略することができます。
ADDLOCAL=ALL REMOVE=Network
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VMware GSX Serverを Linuxホストに
インストール
次のセクションでは、Linux ホスト OS上への GSX Server のインストール方
法について解説していきます。

• 標準インストール (P.61)

• デフォルトディレクトリ (P.64)

• VMware GSX Server を Linux ホストにインストール (P.60)

• Linux ホストへの VMware 管理インターフェイスのインストール (P.69)

• X サーバのインストール (P.70)

• SuSE Linux 7.1 以降または SLES ホストへインストールする前に (P.71)

• SuSE Linux Enterprise Server 8 ホストへインストールする前に (P.71)

• VMware 管理インターフェイスを Linux ホストへインストールする前に 
(P.72)

VMware GSX Server の利用を開始するのに難しい作業は必要ありません。主
な手順は以下の通りです。

1. サーバ上にGSX Server ソフトウェア ( サーバ、VMware 管理インター
フェイス、VMware 仮想マシンコンソール、及び VmPerl API) をインス
トールします。 

2. VMware 仮想マシンコンソールと VMware Scripting API を Windows ま
たは Linux クライアント上にインストールします。

3. VMware 仮想マシンコンソールを起動して、New Virtual Machine 
Wizard を使って仮想マシンを作成します。詳しくは、「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」の 「仮想マシンの新規作成」を参照してく
ださい。

4. 新しい仮想マシンをパワーオンして、ゲストOSをインストールしま
す。これにはゲストOS用のインストールメディア (CD-ROMまたはフ
ロッピーディスク）が必要です。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「 ゲストOS をインストール」を参照してください。

5. パフォーマンスの拡張を図るために、仮想マシン内に VMware Tools
パッケージをインストールします。詳しくは、「VMware GSX Server 仮
想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」を参照してくだ
さい。
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6. 仮想マシンにソフトウェアをインストールします。

7. これで仮想マシンの使用を開始できます。サーバホストと仮想マシン
は、VMware 仮想マシンコンソールと VMware 管理インターフェイス、
VMware Scripting API を使って管理します。

標準インストール
GSX Server の標準インストールは、2台のコンピュータ（仮想マシンを実行す
るサーバとクライアントワークステーション）を使用します。クライアント
は TCP/IP ネットワークリンクを使ってサーバ上の仮想マシンと通信します。

より複雑なインストールでは、1台のクライアントを使って複数の VMware
仮想マシンコンソールを実行し、各コンソールに個別サーバ上の複数の仮想
マシンを管理させることも可能です。また、複数のクライアント上のコン
ソールは、どのサーバ上の仮想マシンにも接続できます。

インストールを開始する前に、次の準備ができているか確認してください。

• GSX Serverを実行するためのシステム要件を満たしたサーバ及びホスト
OS （詳しくは 「ホストのシステム要件 (P.25)」をご覧ください。）

• GSX Serverリモート管理ソフトウェアを実行するためのシステム要件を
満たしたリモート管理クライアントとオペレーティングシステム（ 詳
しくは 「リモートクライアントの要件 (P.32)」をご覧ください。）

• ゲストOSのインストール用 CDまたはディスク

• GSX Server のインストール ソフトウェア（GSX Server メディアキットを
購入された場合は、ボックス内の CDにインストールソフトウェアが含
まれます。ダウンロード版を購入された場合は、ダウンロードした
ファイルにインストールソフトウェアが含まれます。）

• GSX Server のシリアル番号 （シリアル番号は、弊社または GSX Server 購
入先代理店からの受注確認電子メールに記載されています。）

また、VMware GSX Server をインストールして実行する前に、次の注意事項
を確認し、必要があればホストOSのシステム構成を調整してください。

• Linux カーネルにリアルタイムクロック機能がコンパイルされている必
要があります。

• Linux システム向けのGSX Server では、パラレルポートが「PC-style 
hardware」オプション (CONFIG_PARPORT_PC) としてビルトされ、
カーネルモジュールとして読み込まれる（カーネルのコンパイル時に m

に設定されている）必要があります。 
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• SuSE Linux 7.1 以降及び SLES ホストの場合：inetdプロセスまたは
xinetdがホストOSの起動時にスタートするように設定されている必要
があります。詳細は「SuSE Linux 7.1 以降または SLES ホストへインス
トールする前に (P.71)」をご覧ください。

• SuSE Linux Enterprise Server 8 ホストの場合： GSX Server をインストー
ルする前に必ず gccをホストにインストールしてください。詳細は
「SuSE Linux Enterprise Server 8 ホストへインストールする前に (P.71)」
をご覧ください。

注意 : Red Hat Linux 7.2、7.3 など一部のOS では、デフォルトインストール
にファイヤウォールが含まれます。このファイヤウォールは、クライアント
上の VMware 仮想マシンコンソールや VMware 管理インターフェイスから
のGSX Server ホストへの接続を妨害します。VMware 仮想マシンコンソール
からホストに接続できるようにするには、ポート 902 を開けてください。
VMware 管理インターフェイスでホストに接続するには、ポート 8333 を
（また、管理インターフェイス向けの SSL を無効にする予定であればポート
8222 を）開けてください。

サーバ上で
Linuxサーバには最大3つのソフトウェアパッケージをインストールできます。

• サーバ向けのGSX Server パッケージ（GSX Server の CD-ROMまたは弊社
Webサイトから、RPM または tar アーカイブを入手できます )。RPM
ファイルには VMware-gsx-<xxxx>.i386.rpm、tar アーカイブには 
VMware-gsx-<xxxx>.tar.gzという名前が付いています。<xxxx> 
の個所にはバージョンとビルド番号を表す数字の列が入ります。

注意 : 本サーバソフトウェアをインストールすると、VmPerl API パッ
ケージがインストールされます。VmPerl API は Perl を使用して仮想マ
シンをリモート管理することができるスクリプトツールです。詳細は 

www.vmware.com/support/developerをご覧ください。

• VMware管理インターフェイス パッケージ (GSX ServerのCD-ROMまたは
弊社Webサイトから、 tar アーカイブを入手できます )。このアーカイ
ブには、VMware-mui-<xxxx>.tar.gzという名前が付いています。

• VMware 仮想マシンコンソールパッケージ（VMware 管理インターフェ
イスからダウンロードします。また、GSX Server の CD-ROMまたは弊
社Webサイトにある、VmPerl API を含むクライアントGZip ファイル
からも、RPMまたは tar アーカイブが利用できます）。RPMファイルに
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は VMware-console-<xxxx>.i386.rpm、tar アーカイブには
VMware-console-<xxxx>.tar.gzという名前が付いています。

通常、サーバソフトウェアをインストールする際は、サーバ上で直接作業を
行います。仮想マシンの管理と実行は、サーバからも、クライアントからで
も行うことが可能です。

クライアントワークステーション上で
Webブラウザ以外にも、クライアントに以下のパッケージをインストール
できます。

• VMware 仮想マシンコンソール

• VmPerl及び VmCOM Scripting API (VmCOM API はWindowsのクライアン
トにのみインストール可能です )。詳しくは、弊社Webサイト
（www.vmware.com/support/developer）をご覧ください。

これらのパッケージは VMware 管理インターフェイスから入手できます。
Windows クライアントに VMware 仮想マシンコンソールをインストールす
る場合は、「Windows ホストに VMware 仮想マシンコンソールをインストー
ル (P.77)」をご覧ください。

VMware 仮想マシンコンソールは、クライアント上でも、サーバ自体でも実
行できます。コンソールパッケージには、Windows 用 (Windows NT 4.0、
Windows 2000、 Windows XP、 Windows Server 2003) と Linux 用があります。

通常、クライアント上ではコンソールとブラウザを実行します。ブラウザを
利用すれば、VMware 管理インターフェイスにアクセス可能です。管理イン
ターフェイスとコンソールを使えば、以下のことが実行できます。

• 仮想マシンの活動を監視

• 仮想マシンの起動、停止、リセット、サスペンド、レジューム

• 仮想マシンの作成と削除

• ホストと仮想マシンの設定を操作

基本的に、コンソールは仮想マシンをローカル及びリモートから管理するた
めのものです。一方、管理インターフェイスは、ホストサーバとホスト上の
全ての仮想マシンをリモートから管理するためのものです。

VmPerl と VmCOM Scripting API は、Linux 及びWindows ホストに接続でき
ます。ただし、 VmCOM API は、Windows クライアント上でしか動作しませ
ん。これらのAPI を使用して、仮想マシンやホストを自動管理するスクリプ
トを作成できます。
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デフォルトディレクトリ
GSX Server コンポーネントは、デフォルトで以下のディレクトリにインス
トールされます。 

• サーバコンポーネント

/usr/bin

• VMware 管理インターフェイス コンポーネント

/usr/lib/vmware-mui

• VMware 仮想マシンコンソール コンポーネント

/usr/bin

• Apache サーバ コンポーネント

/usr/lib/vmware-mui/apache/bin 

（サーバ上の既存の Apache ソフトウェアとは競合しません） 

• VmPerl API 実行可能ファイル

/usr/bin

• VmPerl API ライブラリファイル

/usr/lib/vmware-api

tar インストーラからソフトウェアをインストールする場合、必要に応じて
ディレクトリを変更できますが、変更した場合にはパス名を記録しておいて
ください。このマニュアルの以下の手順ではデフォルトのパスを使用して説
明を行います。

Linux ホストへの GSX Server ソフトウェアのインストール
以下の手順は、CD-ROMディスクを使って Red Hat Linux ホストにインス
トールする場合を想定して説明を行っています。ダウンロード版をインス
トールする場合も手順は同じですが、CDからではなく、ダウンロードした
インストーラファイルを保存したディレクトリから始めてください。別の
Linux ディストリビューションを使用している場合、コマンドが一部異なる
ことがあります。

同一ホストマシン上に VMware GSX Server と VMware Workstation をインス
トールすることはできません。すでにWorkstation がインストールされてい
るホストマシン上に VMware GSX Server をインストールする場合、
Workstation のアプリケーションは自動的に GSX Server へアップグレードさ
れます。
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GSX Server ソフトウェアをインストールする前に、ご利用になる Linux が
ワークステーション製品ではなく サーバ製品であることをご確認ください。
ワークステーション製品を実行している場合には、VMware 仮想マシンコン
ソールと VMware 管理インターフェイスへの接続に inetd プロセスをイン
ストールする必要があります。「 ホストのシステム要件 (P.25)」をご確認く
ださい。

アップグレード時の注意点：旧バージョンのGSX Server から新しいバー
ジョンにアップグレードする場合は、以前のインストールの設定が新しいイ
ンストールのデフォルトになります。そのため、下記の説明のオプションと
は異なるオプションが表示されることがあります。 詳細は、「VMware GSX 
Server のアップグレード (P.93)」を参照してください。また、本ソフトウェ
アをインストールする前に、「本リリースをインストールする前に (P.22)」
にも目を通しておいてください。

1. VMware GSX Server の実行に使用する予定のユーザー名で Linux ホスト
にログインします。

2. ターミナルウィンドウで、初期インストールを実行するために root
ユーザーになります。
su -

3. CD-ROMドライブをマウントし、CD上の Linuxディレクトリに移動
します。
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom/Linux

4. 次のいずれかを実行してください。

• RPMインストーラを実行する場合：インストールファイルを指定し
て、RPMを実行します。
rpm -Uhv VMware-gsx-<xxxx>.i386.rpm

（VMware-gsx-<xxxx>.i386.rpm は CD上のインストールファイ
ルの名前です。ファイル名の <xxxx> の個所には、バージョン及び
ビルド番号に相当する数字が入ります。） 

注意 : VMware GSX Server 2 からアップグレードする場合、RPMパッ
ケージをインストールする前に、Version 2 リリースに含まれていた
プレビルドモジュール RPMパッケージを削除してください。モ
ジュールを削除するには、以下のコマンドを入力します。
rpm -e VMwareGSXKernelModules
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• tar インストーラを実行する場合： 次の手順を行ってください。

a. tar アーカイブをハードドライブ上のディレクトリ、例えば /tmpに
コピーします。
cp VMware-gsx-<xxxx>.tar.gz /tmp

（<xxxx> の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が
入ります。）

b. ファイルをコピーしたディレクトリに移動してください。
cd /tmp

c. アーカイブを解凍します。
tar zxf VMware-gsx-<xxxx>.tar.gz 

d. インストールディレクトリに移動します。
cd vmware-gsx-distrib

e. インストールプログラムを実行してください。
./vmware-install.pl

f. バイナリファイル、デーモンファイル、ライブラリファイル、マ
ニュアルファイル、ドキュメンテーションファイル及び initスク
リプトのデフォルトディレクトリを受け入れてください。

5. コンフィギュレーションプログラムを実行します。
vmware-config.pl

注意 : GSX Server を Mandrake Linux ホストにインストールする場合、
コンフィギュレーションプログラムが lspciの格納場所を指定するよ
うに求めてきます。該当するプロンプトが表示されたら、次のパスを
入力してください。
/usr/bin/lspcidrake

注意 : RPMインストーラを使用する場合は、このスクリプトをコマン
ドラインとは別に実行する必要があります。tar アーカイブからインス
トールする場合は、インストーラがコンフィギュレーションスクリプ
トを起動するかどうかを質問してきますので、プロンプトが表示され
たら「Yes」と答えて下さい。

カーネルをアップグレードした後は必ず、このプログラムを使って 
GSX Server を再構成してください。カーネルのアップグレードの度に 
GSX Server を再インストールする必要はありません。

例えばHost-only ネットワークの追加や削除といった VMware GSX 
Server のネットワークオプションの再構成を vmware-config.plを
使って行うことも可能です。
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6. <Enter> キーを押して使用許諾契約書 (EULA) に目を通してください。
<Space> バーを押すとページを進めることができます。 「Do you 
accept prompt」 というプロンプトが表示されない場合は、<Q>を押
して次のプロンプトに進んでください。

7. 仮想マシン向けにネットワークを構成します。

• 仮想マシンでいずれかの種類のネットワークを使用したい場合は、
「Do you want networking for your virtual machines?」
という質問に [Yes] と応えてください。

ネットワークを有効にすると、Bridged ネットワークも必ず有効にな
ります。Bridged ネットワークに関する情報は、「VMware GSX Server
仮想マシンガイド」の「ブリッジネットワーク」をご覧ください。

• NAT を有効にするには、以下のプロンプトに対して、[Yes] と入力し
てください。
Do you want to be able to use NAT networking in your 
virtual machines? 
Do you want this script to probe for an unused 
private subnet? 

これで、物理ネットワーク上に１つしか IP ネットワークアドレスを
持たず、そのアドレスが既にホストコンピュータによって使用され
ている場合にも、仮想マシンを外部ネットワークと接続することが
できるようになります。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシン
ガイド」の「NAT( ネットワークアドレス変換）」をご覧ください。

• Host-only ネットワークを有効にするには、以下のプロンプトに対し
て、[Yes] と入力してください。
Do you want to be able to use host-only networking 
in your virtual machines? 
Do you want this script to probe for an unused 
private subnet? 

これで、仮想マシンとホストOS間にネットワークを構築できるよう
になります。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「ホストオンリーネットワーク」をご覧ください。
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8. VMware 仮想マシンコンソールがGSX Server ホストにリモート接続す
る際に使用するポートを指定します。デフォルトはポート 902 です。
他のアプリケーション（例： ideafarm-chat）にこのポートを使用して
いる場合は、コンソール用に別のポートを指定してください。ポート
を後から変更する手順は、「 VMware 仮想マシンコンソールの接続に使
用するポート番号の変更 (P.119)」をご覧ください。

9. 前バージョンのGSX Server からアップグレードする場合には、次のプ
ロンプトが表示されます。
Do you want the installer to set up permissions for 
your registered virtual machines? This will be done by 
setting new permissions on all files found in /etc/

vmware/vm-list.

yを入力すると、以下の権限が登録済みの全仮想マシンに設定されます。

• 読み取り /実行 /書き込み － 仮想マシンを作成したユーザー（owner）
向け

• 読み取り /実行 － owner が所属するプライマリ グループ向け

• 読み取り － owner または owner グループ以外のユーザー向け

10. 仮想マシン ファイルの保存先ディレクトリを指定します。デフォルト 
ディレクトリは、/var/lib/vmware/Virtual Machinesです。各
仮想マシンの仮想ディスクファイルは通常ギガバイト単位のサイズと
なるため、必ずファイルを格納するのに十分なスペースを持つファイ
ルシステム上にディレクトリを指定してください。

11. GSX Server のシリアル番号を入力します。シリアル番号は、弊社また
はGSX Server 購入先代理店からの受注確認電子メールに記載されてい
ますので、表示されている通りにハイフン付きで入力してください。
一旦入力したシリアル番号はライセンスファイルに保存されます。

12. コンフィギュレーションプログラムが、インストールを正常に終了し
たことを知らせるメッセージを表示します。このメッセージが表示さ
れない場合は、もう一度インストールプログラムを実行してください。

13. インストールが完了したら、次のいずれかを実行します。

• root のアカウントを終了します。
exit 

• VMware 管理インターフェイスをインストールします。「Linux ホスト
への VMware 管理インターフェイスのインストール (P.69)」のステッ
プ 3 に進んでください。
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• VMware 仮想マシンコンソールをインストールします。「Linux ホスト
に VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.80)」のステップ 
3 に進んでください。

• VmPerl API をインストールします。「Linux ホストに VmPerl API をイン
ストール (P.84)」のステップ 3 に進んでください。

LinuxホストへのVMware管理インターフェイスのインストール
VMware Management Interface（管理インターフェイス）をインストールす
るには、以下の手順を実行してください。

注意 : 管理インターフェイスを Red Hat Linux 8.0 ホストにインストールする
場合は、必ず最初に Red Hat Linux CD-ROM ディスク 2から libdb.so.3ラ
イブラリを インストールしてください。詳細は、「 VMware 管理インター
フェイスを Linux ホストへインストールする前に (P.72)」をご覧ください。 

注意 : 以下の手順は、CD-ROMディスクを使って Red Hat Linux ホストにイ
ンストールを行う場合を想定して説明を行っています。ダウンロード版をイ
ンストールする場合も手順は同じですが、CDからではなく、ダウンロード
したインストーラファイルの保存先ディレクトリから始めてください。別の
Linux ディストリビューションを使用する場合、コマンドが一部異なること
があります。

1. インストールを実行するために、ターミナルウィンドウで root になり
ます。
su -

2. CD-ROMドライブをマウントし、CD上の Linuxディレクトリに移動
します。
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom/Linux

3. tar アーカイブをハードドライブのディレクトリ、例えば /tmpにコ
ピーします。
cp VMware-mui-<xxxx>.tar.gz /tmp

( <xxxx> の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が入
ります。)

注意 : tar アーカイブを解凍する予定のディレクトリには、旧バー
ジョンの管理インターフェイス tar インストールからのファイルを残し
ておかないでください。

ファイルをコピーしたディレクトリに移動してください。
cd /tmp
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アーカイブを解凍します。 
tar zxf VMware-mui-<xxxx>.tar.gz

( <xxxx>の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が入
ります。)

4. インストールディレクトリに移動します。
cd vmware-mui-distrib

5. インストールプログラムを実行してください。
./vmware-install.pl

6. <Enter> キーを押して先に進みます。

7. 使用許諾契約書 (EULA) を受諾してください。

8. 管理コンポートネント、バイナリファイル、管理インターフェイス
ファイル、initディレクトリ及び initスクリプトをインストールす
るディレクトリを指定するか、デフォルト ディレクトリをそのまま使
用してください。

9. コンフィギュレーションプログラム vmware-config-mui.plを稼動
させます。

10. 管理インターフェイスセッションがタイムアウトするまでの時間を分
単位で指定します。デフォルトのセッション時間は 60分です。

11. インストールが完了したら、以下のいずれかを実行できます。

• root のアカウントを終了します。
exit

• VMware 仮想マシンコンソールをインストールします。「Linux ホスト
に VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.80)」をご覧くだ
さい。

• VmPerl API をインストールします。「Linux ホストに VmPerl API をイン
ストール (P.84)」をご覧ください。

X サーバのインストール
VMware 仮想マシンコンソールを実行するためには Xサーバが必要です。X
サーバがインストールされていない場合は、Linux ディストリビューション
のディスクにある libxpm.so.4をインストールしてください。
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SuSE Linux 7.1以降またはSLESホストへインストールする前に
VMware 管理インターフェイスと VMware 仮想マシンコンソールが正常に動
作するためには inetd または xinetdプロセスが必要ですが、SuSE Linux 
7.1 以降または SuSE Linux Enterprise Server (SLES) のホストでは、起動時にこ
のプロセスがスタートするように設定されていません。

GSX Server を SuSE Linux 7.1 以降または SLES のホストにインストールする
場合、ホスト起動時に inetd または xinetdプロセスがスタートするよう
に SuSE Linux 7.1 以降のホストを設定しておく必要があります。 まずホスト
OSを起動し、ネットワークカードとディスクサブシステムが問題なく動作
することを確認してください。

ホストOSで inetd または xinetd プロセスを設定
1. X サーバがデフォルトで起動しない場合は X サーバを起動し、 root の権
限でログインします。

2. SuSE Linux 7.1 以降及び SLES のデフォルトのコンフィギュレーション
ユーティリティである YAST2を実行します。

3. [Network ]（SuSE Linux 7.1 の場合）あるいは [ Network/Basic] （SuSE 
Linux 7.2 以降及び SLES の場合）をクリックしてから、 [Start/stop 
services (inetd)] または [Start/stop services (xinetd)] のいずれか（ディス
トリビューションによって異なります）をクリックします。

4. [On with default configuration] オプションを選択します。

5. [Finish] をクリックし、YAST2を終了するために [Close] をクリックしま
す。 ホストOSを再起動すると、inetdまたは xinetdプロセスが自動
的に起動します。

SuSE Linux Enterprise Server 8ホストへインストールする前に
gccプログラムはデフォルトでは SLES 8 ホストにインストールされません
が、 VmPerl APIは、このコンパイラを必要とします。

GSX Server を SLES 8 ホストシステムにインストールする前に、必ず gccを
インストールしてください。 

ホストOSへ gcc をインストール
1. X サーバがデフォルトで起動しない場合は X サーバを起動し、 root アカ
ウントでログインします。

2. SLES 8 のデフォルトのコンフィギュレーションユーティリティである
YAST2を実行します。
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3. 左ペインにある [Software] をクリックし、右ペインで [Install or remove 
software] をクリックします。

4. 左ペインで [C++ Compiler and Tools] をクリックし、[Accept] をクリッ
クします。

5. プロンプトが表示されたら、SLES 8 CD を挿入します。

6. [Close]をクリックすると、YAST2が終了します。これで gccプログラ
ムがインストールされましたので、GSX Server をインストールできま
す。

VMware管理インターフェイスをLinuxホストへインストール
する前に
GSX Server を 32 ビットの Linux ホストで実行する場合、VMware 管理イン
ターフェイスをインストールする前に、ご使用の Linux ディストリビュー
ションの CD-ROMから libdb.so.3ライブラリを必ずインストールする必
要があります。 Linux のデフォルトインストールに含まれるバージョンは管
理インターフェイスとの互換性に問題があり、管理インターフェイスを起動
すると、次のエラーが返されます。

Couldn't find necessary components on your system. It 
appears that you are missing the following library: 
libdb.so.3.

Some Linux distributions are known to ship without these 
libraries. From your Linux distribution CD, install this 
RPM package: compat-db-3.3.<##>-<#>.i386.rpm, where <##>- 
<#> is a version number particular to your version of the 
distribution.

If your distribution CD does not have this package, 
contact your vendor for a suitable library.

If you install this package after you installed the 
management interface software, start the management 
interface's Apache server with the following command: 

/etc/init.d/httpd.vmware start

正しいライブラリをインストールするには、
compat-db-3.3.<##>-<#>.i386.rpm以降をインストールするのであれ
ば、ご使用の Linux ディストリビューションに含まれる Berkeley Database
のバージョンのcompat-db-<#>.<#>.<##>-<#>.i386.rpm というRPM 
パッケージを実行してください。管理インターフェイスソフトウェアのイン
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ストール後にこのパッケージをインストールした場合、次のコマンドで管理
インターフェイスの Apacheサーバを起動できます。

/etc/init.d/httpd.vmware start

VMware 管理インターフェイスと 64 ビットの Linux ホスト
VMware 管理インターフェイスは、64ビットの Linux ホストでは動作しませ
ん。
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GSX Server で使用できるように
Webブラウザを設定
Windows 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）を実行する予定であれば、特定の手順に
従って Internet Explorer を正しく設定する必要があります。ブラウザがGSX 
Server の Windows ホストで稼動している場合も、Windows のクライアント
マシンを使ってGSX Server ホストに接続している場合も、この手順が必要
となります。

Linux システム上でコンソールから製品ヘルプを実行する場合、GSX Server
が予測する場所とは別のロケーションにNetscape が格納されているのであ
れば、実際のロケーションにリンクする必要があるかもしれません。

下記の手順に従って設定を行うことで、次のアクティビティを実行できるよ
うになります。

• 暗号化されたサーバ上で管理インターフェイスからVMware仮想マシン
コンソールを起動 (P.74)

• プロキシサーバ上で管理インターフェイスに接続 (P.75)

• Linux システムで Netscape からヘルプを起動 (P.76)

暗号化されたサーバ上で管理インターフェイスから VMware
仮想マシンコンソールを起動
VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）は、VMware 管
理インターフェイスから自動的に起動することができます。Windows シス
テムの Internet Explorer 6.0 ブラウザで SSL が GSX Server のリモート接続を
暗号化している場合、[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、「リモートセッションに対して
SSL を有効化 /無効化 (P.134)」をご覧ください。 

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

注意 : 極秘ファイルがディスクに保存されないように、故意にこのオプ
ションが選択されていることがあります。このオプションをオフにすると、
他の極秘情報もディスクへ保存される可能性があります。
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注意 : Windows Update の実行時にインストールされるパッチの中には、こ
の設定をリセットしてしまうものがあります。この場合、Windows Update
の実行後に、下記のプロセスを再び実行する必要があります。

このオプションをオフにするには、次の作業を行ってください。

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

2. [ 詳細設定 ] タブをクリックします。

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

4. [OK] をクリックします。

プロキシサーバ上で管理インターフェイスに接続
ご使用になられているネットワークがプロキシサーバで保護されている場
合、Windows システムの Internet Explorer 6.0 で管理インターフェイスを使
用するためには、特定の作業が必要となります。該当するWindows の手順
に従ってください。

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

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

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

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

（<domain>の箇所には、vmware.com等の所属組織のドメイン名が入
ります。）

5. [ 追加 ] をクリックします。

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

Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスに接続する時は、必ず
FQDNを使用してください。
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Windows Server 2003 以外のWindows システム
Windows 2000、Windows XP 及びWindows NT では、次の手順に従ってく
ださい。

1. Internet Explorer 6.0 を起動します。

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

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

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

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

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

プロキシサーバが存在しない環境で管理インターフェイスに接続
Windows システム上でネットワークがプロキシサーバを使用していない場
合、Internet Explorer 6.0 を使って管理インターフェイスに接続する際には
FQDNを使用する必要があります。

Linux システムでNetscape からヘルプを起動
Linux システムで VMware GSX Server のヘルプを使用するには、 物理コン
ピュータにWebブラウザがインストールされていなければなりません。
GSX Server は /usr/bin/netscapeでNetscape ブラウザを見つけようと
します。ホストコンピュータの構成がこれと一致する場合、特別な作業は必
要ありません。Netscape 以外のブラウザを使用している場合、あるいは
Netscape ブラウザが別の格納場所に保存されている場合は、/usr/binか
らブラウザにシンボリックリンクを追加してください。

ln -s <path to browser> /usr/bin/netscape
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VMware 仮想マシンコンソールの
インストール
VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）を使用すると、
リモートクライアントやホストサーバ上で GSX Server 仮想マシンを表示し
たりコントロールすることが可能です。コンソールを利用すれば、複数の
ユーザーがホストサーバやリモートクライアントから同時に仮想マシンに接
続できます。使用しているOSに応じて、下記の手順を実行してください。

コンソールは VMware Management Interface（管理インターフェイス）から
実行することも可能です。ブラウザにNetscape またはMozilla を使用して
いる場合には、コンソール用にMIME タイプを設定をする必要があります。
MIME タイプの設定方法については「 VMware 仮想マシンコンソールを起動
するためにMIME タイプを設定 (P.184)」をご覧ください。 Internet Explorer
を使用する場合、コンソールソフトウェアのインストール時に自動的に設定
が行われます。

注意 : クライアント用のインストーラパッケージに含まれるコンソールを
GSX Server 3 ホストにインストールしないでください。旧バージョンのGSX 
Server や ESX Server に含まれるコンソールをクライアントにダウンロード、
インストールしないでください。

このセクションでは、Windows 及び Linux コンピュータ上での VMware 仮
想マシンコンソールのインストール方法を説明します。

• Windows ホストに VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.77)

• Linux ホストに VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.80)

Windows ホストに VMware 仮想マシンコンソールを
インストール
Windowsホスト向けのGSX Server では、GSX Server コンポーネントのインス
トール時に、マスターインストーラからVMware 仮想マシンコンソールが自
動的にインストールされます。GSX Server ホストでコンソールをアップグ
レードする必要がある場合にも、マスターインストーラを使用してください。

インストーラは、VMware 管理インターフェイスからダウンロードすること
も、Windows クライアントパッケージに含まれるGSX Server インストール
用 CD-ROMから利用することも可能です。このコンソールは、Windows ク
ライアント上で実行することができます。
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管理インターフェイスからコンソールをダウンロードするには、「VMware
仮想マシンコンソールのダウンロード (P.122)」をご覧ください。

1. コンソールのインストールパッケージをダウンロードしたら、インス
トーラのダウンロード先ディレクトリに移動し、VMware-console-
<xxxx>.exeを実行します。<xxxx>の箇所にはバージョン及びビルド
番号を表す数字の列が入ります。InstallShield Wizard 画面が表示されま
すので、[Next] をクリックしてください。 

2. 使用許諾契約書 (EULA) に同意してください。[I accept the terms in the 
license agreement] を選択してから [Next] をクリックしてください。

3. コンソールのインストール先ディレクトリを指定します。デフォルト以外
のディレクトリにインストールしたい場合は、[Change]をクリックしてか
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ら、使用するディレクトリを入力してください。指定したディレクトリが
存在しない場合は、新規作成されます。[Next] をクリックしてください。 

4. 指定した設定や情報を変更する場合は、この時点で行ってください。
[Back] をクリックすると、 変更したい情報を入力する画面まで戻ること
ができます。

変更する必要がなければ、[Install] をクリックしてください。インス
トーラがホストへのファイルのコピーを開始します。

5. セットアップが完了したら、[Finish] をクリックします。コンソールの
インストール後にホストOSを再起動する必要はありません。
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LinuxホストにVMware仮想マシンコンソールをインストール
VMware 仮想マシンコンソールインストーラは、VMware 管理インターフェ
イスからダウンロードすることも、Linux クライアントパッケージに含まれ
るGSX Server インストール用 CD-ROMから利用することも可能です。この
コンソールは、GSX Server ホストでも、Linux クライアント上でも実行する
ことができます。

管理インターフェイスからコンソールをダウンロードするには、「VMware
仮想マシンコンソールのダウンロード (P.122)」をご覧ください。

注意 : 次のステップは、CD-ROMディスクを使って Red Hat Linux ホストに
インストールする場合を想定して説明を行っています。ダウンロード版をイ
ンストールする場合も手順は同じですが、CDからではなく、ダウンロード
したインストーラファイルの保存先ディレクトリから始めてください。別の
Linux ディストリビューションを使用している場合、コマンドが一部異なる
ことがあります。

1. ターミナルウィンドウ内で、インストールプロセスを実行できるよう
に root になります。
su -

2. CD-ROMドライブをマウントし、CD上の Client ディレクトリに移動
します。
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom/Client

3. クライアントインストーラのアーカイブを /tmpに解凍します。
unzip VMware-gsx-server-linux-client-<xxxx>.zip -d 
/tmp

（<xxxx>の箇所にはバージョン及びビルド番号に相当する数字の列が
入ります。）

注意 : tar パッケージを使って VMware 仮想マシンコンソールをイン
ストールする場合、tar アーカイブを解凍する予定のディレクトリに以
前のコンソール tar インストーラのファイルが残っていないことを確認
してください。

4. /tmpディレクトリに移動します。
cd /tmp
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5. 次のいずれかを実行してください。

• RPMインストーラを使用する場合：RPMファイルを実行します。
rpm -Uhv VMware-console-<xxxx>.i386.rpm

(<xxxx> の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が
入ります。）

• tar インストーラを使用する場合：次の作業を行ってください。

a. アーカイブを解凍します。
tar zxf VMware-console-<xxxx>.tar.gz 
(<xxxx> の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が
入ります。）

アーカイブが vmware-console-distribに解凍されます。

b.インストーラを実行してください。
cd vmware-console-distrib
./vmware-install.pl 

c. 使用許諾契約書 (EULA) に同意し、バイナリファイル、ライブラリ
ファイル、マニュアルファイル及びドキュメントファイル向けのデ
フォルトディレクトリを指定します。 

d.「Do you accept ...」 というプロンプトが表示されない場合は、
<Q>キーを押して続行してください。

6. コンフィギュレーションプログラム vmware-config-console.plを
実行します。

注意 : RPMインストーラを使用する場合は、このプログラムをコマン
ドラインとは別に実行する必要があります。tar アーカイブからインス
トールする場合は、インストーラがコンフィギュレーションプログラ
ムを起動するかどうかを質問してきますので、プロンプトが表示され
たら「Yes」と答えて下さい。

「What port do you want the remote console to use to 
connect to server. [902]」 というプロンプトでは、サーバソフ
トウェアのインストール時に別のポート番号を指定した場合、ここで
その番号を入力します。それ以外の場合は、デフォルト値である 902
を使用します。

7. 作業を終えたら、root アカウントからログアウトします。
exit
81



VMware GSX Server 運用ガイド
VMware Scripting API のインストール
VMware GSX Server は VmPerl Scripting API 及び VmCOM Scripting API を含む
VMware Scripting API をサポートしています。VMware Scripting API を使え
ば、ローカル及びリモートからGSX Server ホストと仮想マシンを管理する
ことが可能です。

詳細については、 www.vmware.com/support/developerをご覧ください。

このセクションでは、Windows 及び Linux コンピュータ上での スクリプト
API のインストール方法を説明します。

• Windows ホストに VmPerl 及び VmCOM Scripting API をインストール 
(P.82)

• Linux ホストに VmPerl API をインストール (P.84)

Windows ホストに VmPerl 及び VmCOM Scripting API
をインストール
Windows マシンでは、ホストサーバ上でもリモートコンピュータ上でも
VmPerl API 及び VmCOM API を使用することができます。いずれの Scripting 
API も、Complete インストールを選択するとマスターインストーラから
Windows ホスト向けのGSX Server へ自動的にインストールされます。さら
に、 VMware 管理インターフェイスの [Login] ページのダウンロードメ
ニューをカスタマイズすることで、API をダウンロードすることが可能で
す。詳細は、「ダウンロードメニューのカスタマイズ (P.123)」をご覧くださ
い。

VmCOMと VmPerl の両方の API をインストールするか、どちらか一方をイ
ンストールするかを選択できます。

1. [ スタート ] から [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、ダウンロード
したインストールファイルの保存先ディレクトリを指定します。
( ファイルには、VMware-VmPerlAPI-<xxxx>.exeまたは VMware-

VmCOMAPI-<xxxx>.exeのような名前が付けられています。 <xxxx>の
個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が入ります )。 

2. インストールが開始されます。[Next] をクリックしてください。

3. 使用許諾契約書 (EULA) を読み、[I accept the terms in the license 
agreement] を選択してから、[Next] をクリックしてください。

4. Scripting API をインストールするディレクトリを選択します。デフォル
ト以外のディレクトリにインストールするには、[Change] をクリック
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して使用するディレクトリを指定します。 指定したディレクトリが存在
しない場合にはインストーラがディレクトリを作成します。 [Next] をク
リックしてください。

注意 : Windows や Microsoft Installer では、ローカルドライブ上のフォ
ルダへのパスは 255 字以内、マッピングしたドライブ、あるいは共有
ドライブ上のファルダへのパスは 240 字以内と、パス名に制限があり
ます。スクリトAPI プログラムフォルダへのパスがこの制限を超える
場合、エラーメッセージが表示されますので、もっと短いパスを指定
あるいは入力してください。

5. [Install] をクリックします。インストーラがマシンへのファイルコピー
を開始します。

6. [Finish] をクリックすると、VMware Scripting API がインストールされ
ます。

VmCOM API をインストールするとMiniMUI と SampleScripts という二つの
ディレクトリが VmCOM API と同じディレクトリ内に作成されます。 
MiniMUI フォルダには VmCOM API を使用する Microsoft Visual Basic 6 のサ
ンプルプロジェクトが保存されています。SampleScripts フォルダには、
VmCOM API を使用する VBScript と JScript のサンプルが存在します。 

VmPerl API をインストールすると、VmPerl API ディレクトリ内に
SampleScripts ディレクトリが作成されます。SampleScripts ディレクトリに
は、 VmPerl API を使ったスクリプトのサンプルが存在します。
83



VMware GSX Server 運用ガイド
Linux ホストに VmPerl API をインストール
Linux マシン上では、ホストサーバもリモートコンピュータも、使用できる
のは VmPerl API だけです。 Windows のリモートクライアント上にインス
トールされた VmCOM API が Linux ホストと通信することは可能ですが、
VmCOM API は Linux ホスト上にはインストールできません。 さらに、 
VMware 管理インターフェイスの [Login] ページのダウンロードメニューを
カスタマイズすることで、VmPerl API の tar アーカイブをダウンロードする
ことが可能です。詳細は「ダウンロードメニューのカスタマイズ (P.123)」
をご覧ください。

注意 : 64 ビットの Linux ホストにインストールできる 64ビット版の 
VmPerl API は存在しません。VmPerl API を 64 ビットの Linux ホストで使用
するには、32 ビット版の VmPerl API を 32 ビットの Linux ホストにインス
トールし、そのAPI を使って 64ビットのホストをコントロールしてくださ
い。

VmPerl API は、以下の手順で 32 ビットのホストまたはクライアントにイン
ストールしてください。

1. VMware 管理インターフェイスの [Login] ページから、 VMware Scripting 
API を実行するマシン上に VmPerl API パッケージをダウンロードします。

2. ターミナルウィンドウで、インストールを実行するために root になり
ます。 
su -

3. tar を解凍します。
tar zxf VMware-VmPerlAPI-<xxxx>.tar.gz

（<xxxx>の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する数字が入
ります。）

4. インストールディレクトリに移動してください。
cd vmware-api-distrib

5. インストールプログラムを実行します。
./vmware-install.pl

6. <Enter> キーを押して使用許諾契約書 (EULA) に目を通してください。
スペースバーを押すとページを進めることができます。 「Do you 
accept?」というプロンプトが表示されない場合は、<Q>キーを押し
て次のプロンプトに進んでください。 EULA に同意してください。
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7. VmPerl API 実行ファイルのインストール先ディレクトリを指定します。
デフォルトは、ホスト上で Perl がインストールされているデフォルト
で、通常 /usr/binです。

8. VmPerl API ライブラリファイルのインストール先ディレクトリを指定
します。デフォルトは /usr/lib/vmware-apiです。

このディレクトリには VmPerl API のサンプルスクリプトが含まれてい
ます。SampleScripts ディレクトリには、 VmPerl API の使用方法を示す
サンプルスクリプトが含まれています。各ユーザーが、所属する組織
に合わせてこれらをカスタマイズすることも可能です。

9. VmPerl API ドキュメントファイルをインストールするディレクトリを
指定します。これらのファイルには、README ファイル、使用許諾契
約書（EULA）、著作権情報が含まれます。ディフォルト ディレクトリ
は /usr/share/doc/vmware-apiです。 

10. 作業を終えたら、root アカウントからログアウトします。
exit
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VMware GSX Server の削除
ここでは、GSX Server コンポーネントをシステムから削除する方法を説明し
ます。該当するホストOSの手順に従ってください。

• Windows ホストからGSX Server を削除 (P.86)

• Linux ホストから GSX Server を削除 (P.91)

Windows ホストから GSX Server を削除
GSX Server をアンインストールするには、次の手順を実行してください。こ
れによって、 GSX Server マスターインストーラでインストールした全てのコ
ンポーネント（サーバソフトウェア、VMware 管理インターフェイス、
VMware Scripting API）が削除されます。 

VMware 仮想マシンコンソールをWindows クライアントからアンインス
トールするには、「Windows から VMware 仮想マシンコンソールを削除 
(P.90)」をご覧ください。

特定のGSX Server コンポーネント（Scripting APIs や管理インターフェイス
等）を削除するには、「Windows ホストで、指定したコンポーネントのみを
削除 (P.88)」をご覧ください。

Customインストールを選択した場合も、マスターインストーラを使用して
GSX Server を削除すると、その時にインストールされた全てのコンポーネン
トが削除されます。

1. Windows Server 2003 ホストでは、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロール
パネル ] - [ プログラムの追加と削除 ] を選択します。[VMware GSX 
Server Installer] を選択し、[ 変更 ] をクリックします。

Windows 2000ホストでは、[スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] 
- [ アプリケーションの追加と削除 ]を選択します。 [VMware GSX Server 
Installer ] を選択し、[ 変更 ] をクリックします。
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2. マスターインストーラが起動したら [Next] をクリックしてください。

3. [Remove] を選択し [Next] をクリックしてください。

4. [Remove] をクリックすると、GSX Server の削除が開始されます。

5. アンインストール中、Windows のレジストリに VMware ライセンスを
残しておくかどうかの選択画面が表示されます。再インストールやソ
フトウェアのアップグレードに必要ですので、ライセンスを残してお
くことを強くお勧めします。ライセンスをレジストリに残しておく場
合には、[Yes] をクリックしてください。すると、引き続きアンインス
トールが実行されます。
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6. アンインストール中に、特定のユーザーアカウントで動作するように
設定されている仮想マシンのログイン情報を残しておくかどうかの選
択画面が表示されます。ログイン情報を削除した場合、後からGSX 
Server を再インストールすると、特定ユーザーとして動作するように
設定されている仮想マシンが、その仮想マシンをパワーオンしたユー
ザーのアカウントで動作するようになります。ログイン情報を残して
おくかどうかを指定すると、引き続きアンインストールプロセスが実
行されます。

7. 全てのコンポーネントが削除されたら、 [Finish]をクリックしてください。

8. サーバの再起動を促す画面が表示された場合、GSX Server が正常にア
ンインストールプロセスを完了できるように画面の指示に従ってくだ
さい。

Windows ホストで、指定したコンポーネントのみを削除
マスターインストーラを使えば、GSX Server インストールから特定のコン
ポーネントのみを削除するように指定できます。例えば、VmPerl API を使用
しない場合、そのコンポーネントのみを削除することができます。

注意 : GSX Server を削除する場合、この方法で行わないでください。
VMware Scripting API か VMware 管理インターフェイスを削除する場合にの
み 、この方法を使用します。

特定コンポーネントは、次の手順で削除します。

1. Windows Server 2003 ホスト上では、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロー
ルパネル ] - [ プログラムの追加と削除 ] を選択します。 [VMware GSX 
Server Master Installer] を選択し、[ 変更 ] をクリックします。

Windows 2000 ホスト上では、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネ
ル ] - [ アプリケーションの追加と削除 ] を選択します。 [VMware GSX 
Server Installer ] を選択し、[ 変更 ] をクリックします。
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2. マスターインストーラが起動したら [Next] をクリックしてください。
[Program Maintenance] 画面が表示されます。

3. [Modify] を選択してから、[Next] をクリックします。[Custom Setup] 画
面が表示されます。

4. 削除したいコンポーネントの横にある矢印をクリックすると、メ
ニューが表示されます。[This feature will not be installed] を選択してか
ら [Next] をクリックしてください。

5. コンポーネントの削除を開始するには、[Install] をクリックしてくださ
い。
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6. コンポーネントの削除が終わったら、[Finish] をクリックしてください。

Windows から VMware 仮想マシンコンソールを削除
Windows ホストからコンソールをアンインストールするには、Windows コ
ントロールパネルにある [ アプリケーションの追加と削除 ]を使用します。

1. [ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ]を選択してください。

2. [ アプリケーションの追加と削除 ]（Windows Server 2003 ホストの場合
は、[ プログラムの追加と削除 ]）をダブルクリックします。

3. [VMware 仮想マシンコンソール ] を選択してから [ 変更 ] をクリックし
ます。

注意 : コンソールが Windows NT 4.0 にインストールされている場合は、
[追加と削除 ] ボタンをクリックします。

4. ウィザードが起動しますので [Next] をクリックしてください。
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5. 次のパネルで [Remove] を選択してから [Next] をクリックします。

6. [Remove] をクリックすると、コンソールの削除が開始されます。

7. コンソールの削除が終わったら [Finish] をクリックしてください。コン
ソールの削除後にシステムを再起動する必要はありません。

Linux ホストから GSX Server を削除
GSX Server コンポーネントの削除には、 ターミナルを開き root としてログイ
ンします。

RPMインストーラを使用してGSX Server をインストールした場合には、 次
のコマンドを実行してシステムからソフトウェアを削除してください。

rpm -e VMware-gsx

tar インストーラを使用してGSX Server をインストールした場合には、 次の
コマンドを実行してシステムからソフトウェアを削除してください。

vmware-uninstall.pl

注意 : サーバソフトウェアをアンインストールすると、それを使ってイン
ストールした VmPerl API も削除されます。
91



VMware GSX Server 運用ガイド
VMware 管理インターフェイスコンポーネントを削除するには、次のプログ
ラムを実行してください。

/usr/bin/vmware-uninstall-mui.pl

RPMパッケージからインストールした Linux コンソールを削除するには、
次のコマンドを入力します。

rpm -e VMware-console 

tar パッケージからインストールした Linux コンソールを削除するには、次
のプログラムを実行します。

/usr/bin/vmware-uninstall-console.pl

クライアントパッケージからリモートクライアントにインストールした
VmPerl API を削除するには、次のように入力してください。

/usr/bin/vmware-uninstall-api.pl
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3 章
VMware GSX Server の
アップグレード 
ここでは、Linux ホストやWindows ホストで VMware GSX Server をアップ
グレードする手順と、旧バージョンのGSX Server で作成された仮想マシン
を新しいバージョンで使用する手順を説明します。

• アップグレードを開始する前に (P.94)

• Windows ホストでのアップグレード (P.98)

• Linux ホストでのアップグレード (P.99)

• Version 2 で作成した仮想マシンを Version 3 で使用 (P.100)

• Version 1 で作成した仮想マシンを Version 3 で使用 (P.112)
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アップグレードを開始する前に
ここでは、アップグレードを開始する前の注意事項を記載します。

• VMware GSX Server のインストールに先立って (P.94)

• 既存バージョンの削除と新しいバージョンのインストールにあたって 
(P.97)

VMware GSX Server のインストールに先立って
アップグレードをスムーズに実行するため、既存のGSX Server の削除と新
バージョンのGSX Server のインストールを行う前に、下記の準備を行って
ください。 

全仮想マシンのシャットダウンとパワーオフ
旧バージョンのGSX Server で作成した仮想マシンを使用する予定であれば、
その仮想マシンの作成に使用したリリースを削除する前に、仮想マシンを完
全にシャットダウンしておいてください。

仮想マシンがサスペンドされている場合は、旧リリースでレジュームして、
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ます。

注意 : 他の VMware 製品や異なるバージョンのGSX Server でサスペンドさ
れた仮想マシンをレジュームしようとすると、サスペンド状態を記録した
ファイルを破棄するか残しておくかの選択を促すダイアログが表示されま
す。 サスペンド状態を復元するには [Keep] をクリックし、正しい VMware
製品を使って該当する仮想マシンをレジュームする必要があります。
[Discard] をクリックすると仮想マシンは正常に起動しますが、サスペンド
した状態には戻りません。

全ディスクを同じモードに統一
既存の仮想マシンに 1個以上の仮想ディスクが設定されていることがあり
ますが、全ディスクが Persistent モードあるいはUundoable モードを使用
している場合、そのままアップグレードを実行できます。

既存の仮想マシンに 1個以上の仮想ディスクが設定されており、全ディス
クがNonpersistent モードを使用している場合、VMware Tools のアップグ
レード時に特別な作業が必要となります。詳しくは、www.vmware.com/

info?id=44をご覧ください。

Undoable モードのディスクが設定されている既存の仮想マシンを使用する
予定であれば、その仮想マシンの作成に使用したリリースを削除する前に、
仮想ディスクへの変更を適用するか破棄しておいてください。 
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旧リリースを使って該当する仮想マシンを一旦レジュームあるいはパワーオ
ンしてから、ゲストOSをシャットダウンします。次に仮想マシンをパワー
オフするとプロンプト画面が表示されますので、Undoable ディスクへの変
更を適用するか破棄するかの選択を行ってください。 

ディスクが Persistent または Nonpersistent モードの場合、該当する仮想マ
シンが完全にシャットダウンされていることを確認してください。サスペン
ドされている場合は、一旦レジュームしてからゲストOSをシャットダウン
し、仮想マシンをパワーオフします。

既存の仮想マシンに複数の仮想ディスクが設定されており、各ディスクの
モードが統一されていない場合、最もシンプルなアプローチは、全ディスク
を Persistent モードに変換してからアップグレードする方法です。

旧リリースで仮想マシンをレジュームまたはパワーオンし、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。この際、
Undoable モードのディスクがあればプロンプト画面が表示されますので、
ディスクへの変更を適用するか破棄するかの選択を行ってください。次に、
Configuration Editor を開いて全ディスクを Persistent モードに変更します。
アップグレード後は、スナップショット機能を使って仮想マシンの状態を保
存すれば、後からその状態に戻ることができるようになります。スナップ
ショット機能に関する詳細は、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「スナップショットの使用」を参照してください。

複数モードのディスクが必要な特別な機能を保存しておく必要がある場合
は、アップグレードを行う前に www.vmware.com/info?id=40の情報を確認し
てください。

仮想マシンのバックアップ
念のため、新しいバージョンのGSX Server に移行する既存の仮想マシンの
ディレクトリにある全ファイル（ .vmdkや .dsk、.cfgや .vmx 、nvram

などのファイルすべて）のバックアップを作成しておいてください。 

アップグレードパスによっては、特定の仮想マシンを、新しいバージョンの
GSX Server か旧バージョンのGSX Server のいずれかでしか使用できなくな
ります。

GSX Server 1 で作成した仮想マシンをGSX Server 3 で実行するには、まず仮
想ハードウェアをアップデートする必要があります。ただし、仮想ハード
ウェアをアップデートした仮想マシンは、GSX Server 1 では動作しなくなり
ます。 
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GSX Server 2で作成した、あるいはGSX Server 2の仮想ハードウェアを使用す
るようにアップデートされた仮想マシンの場合、次のいずれかを選択できま
す。

• 該当する仮想マシンを、GSX Server 3 と完全に互換性を持つようにアッ
プデートすることができます。この場合、アップデートした仮想マシ
ンをGSX Server 2 で使用することはできません。

• 仮想ハードウェアをアップデートしない方法もあります。この場合、
仮想マシンをGSX Server 2 と GSX Server 3 の両方で使用できますが、
GSX Server 3 が提供する新しい仮想ハードウェアを利用することはでき
ません。他の新しい機能も利用できません。例えば、仮想マシンの実
行中にスナップショットを作成 /復元したりすることはできません。
スナップショットを作成 /復元するためには、仮想マシンをパワーオ
フしなければなりません。 

カスタムネットワーク構成の記録
仮想ネットワーク設定をカスタマイズしている場合、あるいはカスタムネッ
トワークを作成した場合、旧バージョンのGSX Server をアンインストール
する前に、その設定をメモしておいてください。カスタムネットワーク設定
は製品アップグレード後まで持ち越すことができませんので、新しいバー
ジョンのインストール後に再び構成する必要があります。

VMware GSX Server または VMware Workstation の削除
ホスト上に既にGSX Server がインストールされている場合、 新しいバージョ
ンをインストールする前にそのプログラムを削除してください。また、「既
存バージョンの削除と新しいバージョンのインストールにあたって (P.97)」
のセクションもご覧ください。

ホスト上にすでに VMware Workstation がインストールされている場合、
GSX Server をインストールする前に VMware Workstation を削除してくださ
い。Workstation の削除の方法については、VMware Workstation 製品のマ
ニュアルをご覧ください。

仮想マシンのユーザーに対するアクセス権の確認
仮想マシンがGSX Server とは別のホストや別のディレクトリに存在する場
合、その仮想マシンの全ユーザーがアクセスできるように、そのディレクト
リのアクセス権を設定しておいてください。アクセス権に関する詳細は、
「仮想マシンとホストのセキュリティ保護 (P.125)」をご覧ください。
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既存バージョンの削除と新しいバージョンのインストールに
あたって
既存インストールのGSX Server を削除して新しいバージョンのGSX Server
をインストールする際に、注意すべき点があります。

既存のライセンスは残しておいてください
ホストへのインストール中に、アンインストーラを実行して旧バージョンの
VMware GSX Serverをマシンから削除するように求められることがあります。 

Windows がホストの場合、レジストリからライセンスを削除するかどうか
を選択する画面がアンインストール中に表示されますが、ライセンスは削除
しないでください。 コンピュータに複数バージョンの VMware 製品のライセ
ンスが同時に存在していても構いません。

Linux がホストの場合、ライセンスはそのまま残されます。特別な作業は必
要ありません。 ライセンスを今まで通りに残しておいても構いません。
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Windows ホストでのアップグレード
GSX Server のアップグレードには、通常 4つのステップが必要です。

1. 現在インストールされているバージョンを削除します。前バージョン
のGSX Server 3 を削除する場合は「Windows ホストから GSX Server を
削除 (P.86)」を、それ以前のバージョンを削除する場合は下記の
「Version 1 の削除 」または「Version 2 の削除」をご覧ください。

注意 : アンインストーラがレジストリからライセンスを削除するかどう
かの選択画面を表示することがありますが、ライセンスは削除しない
でください。

2. 画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

3. 最新バージョンをインストールします。

4. 画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

Version 2 の削除
version 2 を削除するには、VMware GSX Server のマスターインストーラを使
用します。詳細は、「Windows ホストからGSX Server を削除 (P.86)」をご覧
ください。この際、Windows レジストリに既存のライセンスを残しておい
てください。

マシンを再起動したら、「VMware GSX Server を Windows ホストにインス
トール (P.48)」の指示に従ってください。

Version 1 の削除
GSX Server 1 を削除するには、Windows コントロールパネルにある [ アプリ
ケーションの追加と削除 ] を使用します。必ずGSX Server、VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）及び VMware Remote 
Console（リモートコンソール）を削除してください。

上記のパッケージを 3つとも削除したら、ホストを再起動し、「VMware 
GSX Server を Windows ホストにインストール (P.48)」の指示に従ってくだ
さい。 

注意 : ホスト上にすでに VMware Workstation がインストールされている場
合は、GSX Server をインストールする前に VMware Workstation を削除して
ください。Workstation の削除の方法については、VMware Workstation のマ
ニュアルをご覧ください。
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Linux ホストでのアップグレード
Version 1 や Version 2 から Version 3 にアップグレードするには、フルバー
ジョンの VMware GSX Server 3 製品が必要です。

tar インストーラを使ったアップグレード
現バージョンのGSX Server のインストールに tar インストーラを使用してお
り、新バージョンにも tar インストーラを使用する予定であれば、tar アー
カイブを解凍するディレクトリに旧バージョンのGSX Server tar インストー
ラのファイルが残っていないか確認する以外に特別な手順は必要ありませ
ん。特に旧バージョンを削除する必要もありません。「VMware GSX Server
を Linux ホストにインストール (P.60)」に記載されているインストールの手
順に従ってください。

RPMインストーラを使ったアップグレード
現バージョンのGSX Server のインストールに RPMインストーラを使用した
場合は、新しいバージョンへアップグレードする前にソフトウェアを削除す
る必要があります。「Linux ホストからGSX Server を削除 (P.91)」をご覧くだ
さい。
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Version 2 で作成した仮想マシンを
Version 3 で使用
このセクションでは、旧バージョンの仮想マシンを VMware GSX Server 3 向
けに設定する方法と、仮想ハードウェアをアップグレードする方法を説明し
てきます。

• すべて最初から新規作成 (P.100)

• 仮想ハードウェアをアップグレードせずに既存の仮想マシンを使用 
(P.100)

• 既存の仮想マシンを仮想ハードウェアをアップグレードして使用 
(P.101)

• ゲストOSの仮想ハードウェアをアップグレード (P.101)

すべて最初から新規作成
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンの新規作成」の手
順に従って仮想マシンを新規作成し、そこにゲストOSをインストールしま
す。全く新しく仮想マシンを作成すれば、簡単に最新のテクノロジーを利用
することができ、仮想マシンで最高のパフォーマンスを実現することが可能
です。

仮想ハードウェアをアップグレードせずに既存の仮想マシン
を使用
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」
で該当するゲストOSの項を参照し、その指示に従って VMware Tools を新
しいバージョンにアップグレードしてください。 新しいバージョンをインス
トールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

この方法で仮想マシンを設定しても問題なく稼動しますが、パフォーマンス
の向上、ネットワーク機能の強化、稼動中の仮想マシンでのスナップショッ
トの設定、仮想ディスクフォーマットの改善といった新しい機能の一部を利
用することができません。また、コンソールインターフェイスも以前の仮想
マシンの機能に合わせて変更されます。詳しくは、「VMware GSX Server 仮
想マシンガイド」の「旧GSX Server、ESX Server システム、旧仮想マシンへ
の接続」をご覧ください。 

注意 : 仮想マシンをGSX Server 3 で最初に起動すると、CMOS が更新されま
す。その結果、仮想ハードウェアをアップグレードしなくても、ゲストOS
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がハードウェアの変更を検知して、新しいハードウェアに対して新しいドラ
イバをインストールすることがあります。 同様に、GSX Server 2 に戻った場
合にも、ゲストOSがハードウェアの変更を検知して、それに合ったドライ
バをインストールするかもしれません。VMware GSX Server のバージョン間
で使用を切替える度に、このような動作が起こる可能性があります。

既存の仮想マシンを仮想ハードウェアをアップグレードし
て使用
既存の仮想マシンを、仮想ハードウェアをアップグレードして使用すると、
新しい機能にアクセスできるようになりますが、元のように旧バージョンで
利用できる状態には戻せません。

まず既存の構成ファイル (.vmx) と仮想ディスク (.vmdk または .dsk) を使
用します。 

「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」
で該当するゲストOSの項を参照して、その指示に従って VMware Tools を
新しいバージョンにアップグレードしてください。 新しいバージョンをイン
ストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください

仮想ハードウェアをアップグレードすると、パフォーマンスの向上、ネット
ワーク機能の強化、仮想マシンの稼動中のスナップショットの設定、仮想
ディスクフォーマットの改善といった新しい機能を利用できるようになりま
す。詳しくは、「ゲストOSの仮想ハードウェアをアップグレード (P.101)」
をご覧ください。

注意 : Windows XP またはWindows Server 2003 で仮想ハードウェアをアッ
プデートすると、Microsoft のプロダクトアクティベーション機能がゲスト
OSのアクティベーションを再度行うように要求してくることがあります。 

ゲストOSの仮想ハードウェアをアップグレード
仮想マシンの仮想ハードウェアをアップグレードすると、GSX Server の新し
い機能にアクセスできるようになります。ただし、仮想ハードウェアのアッ
プグレードを行う前に、次の点を考慮してください。

• 仮想ハードウェアのアップグレードは元に戻せません：仮想ハード
ウェアのアップグレードプロセスは取り消すことができず、その仮想
マシンに設定されているディスクは VMware GSX Server 1 または 2と互
換性を持たなくなります。アップグレードの前に、仮想ディスクの
バックアップコピーを作成しておいてください。
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• GSX Server 3では新しいCMOSが使用されています： VMware GSX Server 
2 で作成された仮想マシンを使用する場合、その仮想マシンを VMware 
GSX Server 3 で最初に起動すると CMOS が更新されます。その結果、
仮想ハードウェアをアップグレードしなくても、ゲストOSがハード
ウェアの変更を検知して、新しいハードウェアに対して新しいドライ
バをインストールすることがあります。 

• VMware Tools のインストール： 仮想ハードウェアをアップグレードす
る前に、新しいバージョンの VMware Tools をインストールする必要が
あります。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「VMware Tools のインストール」をご覧ください。

• 物理ディスクからのアップグレード：仮想ディスクではなく、物理
ディスクから実行される仮想マシンをアップグレードする場合、仮想
ハードウェアのアップグレード中に、「Unable to upgrade 
<drivename>. One of the supplied parameters is invalid.」 というエラー
メッセージが表示されることがあります。この場合、[OK] をクリック
してアップグレードを続行してください。 

• Windows 95 及びWindows 98 ゲスト：VMware GSX Server 2 の仮想マシ
ンを初めて VMware GSX Server 3 で実行すると、ゲストOSが CD-ROM
ドライバを読み込む前に新しいハードウェアを検出し、そのハードウェ
ア向けのドライバをインストールしようとします。この結果、オペレー
ティングシステムのインストール用CDからドライバを読み込むことが
できません。ほとんどの場合、必要なドライバは既に C:￥Windows、
C:￥Windows￥System あるいはこの2つのディレクトリのサブディレ
クトリに存在しているはずです。ただし、Windows がファイルを検出
できない場合は、この時点ではスキップする方が簡単です。ゲストOS
が読み込みを完了し、CD-ROMからの読み取りができるようになった時
点で、ゲストOSの [ 新しいハードウェアの追加ウィザード ]を起動す
れば、新しいハードウェアを検出し、該当するドライバをインストール
することができます。

仮想マシンのハードウェアをアップグレード
仮想ハードウェアをアップグレードするには、[VM] メニューから [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択してください。アップグレードを行えば元に戻すこ
とができない旨を警告するメッセージが表示されます。[Yes] をクリックし
て先に進み、画面の指示に従ってください。

仮想ハードウェアをアップグレードしたら、ゲストOSに新しい仮想ハード
ウェアを正しく認識させるために追加の作業が必要になる場合があります。
www.vmware.com102



第 3 章  VMware GSX Server のアップグレード
使用しているゲストOSが下記の一覧に表示されている場合、該当する箇所
に、アップデートを実行するために必要な手順の一例が記載されています。

Windows 2000 ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. Windows が、検出したデバイスに必要なソフトウェアを自動的にイン
ストールします。 

3. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のイ
ンストール」を参照してください。

4. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

5. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

6. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は [Yes] をクリックして作業を続行します。

7. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

8. 仮想マシンをパワーオンします。

9. Windows が PCI SVGA adapter と VMware SVGA II adapter を順に検出し
ます。[はい ] をクリックして、インストールを続行してください。 

10. ディスクの挿入を求めるダイアログが表示されますので、次のディレ
クトリを指定して VMware SVGA II アダプタをインストールしてくださ
い。 
C:￥Program Files￥VMware￥drivers

11. 仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COMポートを全て削除し
てください。

12. 仮想マシンを再起動します。

13. Windows が COMポートを検出し、正しくインストールします。
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Windows NT 4.0 ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. ゲストOSのビデオドライバに関するメッセージが表示されますので、
[OK] をクリックしてください。

3. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のイ
ンストール」を参照してください。

4. Windows を再起動して、正常に動作していることを確認してください。

5. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

6. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

7. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は [Yes] をクリックして作業を続行します。

8. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

9. これで、仮想マシンをオンにして新しい構成を使用することができま
す。Windows NT にはプラグ＆プレイのプロセスがありませんので、こ
れ以外の作業は必要ありません。

Windows XP ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のイ
ンストール」を参照してください。

3. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

4. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

5. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は [Yes] をクリックして作業を続行します。
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6. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

7. 仮想マシンをパワーオンします。

8. Windows が VMware SVGA adapter を検出します。[ ソフトウェアを自
動的にインストールする ] を選択し、後は画面の指示に従って作業を
行ってください。

9. ディスクの挿入を求めるダイアログが表示されますので、次のディレ
クトリを指定して VMware SVGA II アダプタをインストールしてくださ
い。
C:￥Program Files￥VMware￥drivers

10. 仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COMポートを全て削除し
てください。

11. 仮想マシンを再起動します。

12. Windows が COMポートを検出し、正しくインストールします。

Windows Me ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. プラグ＆プレイが Intel 82371 EB Power Management controller を検出
します。[適切なドライバを自動的に検索する ] を選択してから [次へ ]
をクリックすると、Windows がドライバを自動的に検出してインス
トールします。

3. プラグ＆プレイが Intel 82443BX Pentium II Processor to PCI bridge を検
出します。[適切なドライバを自動的に検索する ] を選択してから [次
へ ] をクリックすると、Windows がドライバを自動的に検出してイン
ストールします。

4. ゲストOSを再起動します。

5. プラグ＆プレイが Intel 82371 AB/EB PCI Bus Master IDE controller を検出
します。[適切なドライバを自動的に検索する ] を選択してから [次へ ]
をクリックすると、Windows がドライバを自動的に検出してインス
トールします。
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6. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のイ
ンストール」を参照してください。

7. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

8. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

9. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は [Yes] をクリックして作業を続行します。

10. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

11. 仮想マシンをパワーオンします。

12. Windows が PCI Multimedia Audio device を検出し、Creative AudioPCI
向けドライバをインストールします。

13. Windows が AMD PCNet adapter を検出します。[ 適切なドライバを自
動的に検索する ] を選択してから [ 次へ ] をクリックすると、Windows
がドライバを自動的に検出してインストールします。

14. [ 完了 ] をクリックして仮想マシンを再起動させます。

15. Windowが Creative game port device を検出し、自動的にドライバを
インストールします。

16. Windows がゲームポートジョイスティックを検出し、自動的にドライ
バをインストールします。

17. Windows が PCI SVGA adapter と VMware SVGA II adapter を順に検出し、
自動的にドライバをインストールします。

18. [ はい ] をクリックして仮想マシンを再起動させます。

19. 仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COMポートを全て削除し
てください。

20. 仮想マシンを再起動します。

21. Windows が COMポートを検出し、正しくインストールします。 
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Windows 98 ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. Windows が PCI to ISA bridge を検出します。必要なドライバは、
C:￥Windows￥System にあります。

3. Windows が Intel 82371EB Power Management Controller を検出します。
必要なファイルは C:￥Windows￥Systemにあります。

4. Windows が lpt.vxdを検出します。必要なファイルは
C:￥Windows￥Systemにあります。

5. Windows が Intel 82443BX Pentium Processor to PCI bridge を検出しま
す。必要なファイルは C:￥Windows￥Systemにあります。

6. Windows が Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE controller を検出しま
す。必要なファイルは C:￥Windows￥System にあります。

7. Windows がファイル uhcd.sysを求めてきますので、格納場所として
C:￥Windows￥System32￥driversを指定してから [OK] をクリック
します。

8. Windows が Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal host controller を検出
します。必要なファイルは C:￥Windows￥System にあります。

9. Windows が AMD PCNET Family Ethernet Adapter を検出します。必要
なファイルは C:￥Windows￥System にあります。

10. Windows がファイル inetmib1.dllを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

11. Windows がファイル locproxy.exeを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックしま
す。

12. Windows がファイル ndishlp.sysを求めてきますので、格納場所と
して C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

13. Windows がファイル wsock.vxdを求めてきますので、格納場所とし
て C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

14. AMD Family Ethernet Adapter のインストールが完了したら、Windows 
98 を再起動させます。
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15. プラグ＆プレイが複数のデバイスを検出し、Windows 98が再起動します。

16. 仮想マシンが再起動したら、新しいバージョンの VMware Tools をイン
ストールしてください。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「VMware Tools のインストール」を参照してください。

17. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

18. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

19. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[Yes] をクリックして作業を続行します。

20. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

21. 仮想マシンをパワーオンします。Windows が起動する際に PCI SVGA が
検出されます。その後、VMware SVGA II adapter が検出され、そのドラ
イバが自動的にインストールされます。

22. Windows が PCI Multimedia Audio を検出し、そのドライバをインス
トールしようとしますが、[ キャンセル ] をクリックしてください。 

23. Windows が AMD PCNET Family Ethernet アダプタを検出します。
[次へ ] をクリックしてください。

24. [ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する ] を選択してから [ 次
へ ] をクリックします。

25. [ 検索場所の指定 ] を選択し、C:￥Windows￥Systemと指定します。
[次へ ] をクリックしてください。

26. [The updated driver (Recommended) AMD PCNET Family Ethernet 
Adapter (PCI-ISA)] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

27. Windows がアダプタ用の .infファイルを検索します。[ 次へ ] をク
リックしてください。

28. Windows がファイル dhcpsvc.dllを求めてきますので、格納場所と
して C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

29. Windows がファイル inetmib1.dllを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

30. Windows がファイル locproxy.exeを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックしま
す。
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31. Windows がファイル ndishlp.sysを求めてきますので、格納場所と
して C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

32. Windows がファイル wshtcp.vxdを求めてきますので、格納場所とし
て C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

33. ソフトウェアのインストールが完了したことを伝えるダイアログが表
示されますので、[完了 ] をクリックしてください。

34. サウンドアダプタのインストールは、「VMware GSX Server 仮想マシン
ガイド」の「Windows 9x 及びWindows NT ゲスト OSにサウンドドラ
イバをインストール」の指示に従ってください。

35. 仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COMポートを全て削除し
てください。

36. 仮想マシンを再起動します。

37. Windows が COMポートを検出し、正しくインストールします。 

Windows 95 ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. Windows が新しいデバイスを検出し、ドライバが自動的にインストー
ルされます。このプロセスが完了したら、ゲストOSを再起動してくだ
さい。

3. Windows が再起動する際に、新しいデバイスがさらに検出されます。

4. Windows がファイル lpt.vxdを求めてきますので、格納場所として
C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

5. Windows が PCI standard host bridge 等のデバイスを検出します。[OK]
をクリックしてダイアログボックスを閉じてください。これらのドラ
イバをインストールする必要はありません。 

6. [完了 ] をクリックします。

7. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のイ
ンストール」を参照してください。

8. Windows ゲストをシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。 
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9. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

10. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は [Yes] をクリックして作業を続行します。

11. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

12. Windows が PCI Multimedia Audio デバイスを検出しますので、[キャン
セル ] をクリックしてください。

13. Windows が PCI Ethernet adapter、AMD Ethernet adapter の順に検出
し、ドライバを自動的にインストールします。

14. サウンドアダプタのインストールは、「VMware GSX Server 仮想マシン
ガイド」の「Windows 9x 及びWindows NT ゲスト OSにサウンドドラ
イバをインストール」の指示に従ってください。

15. 仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COMポートを全て削除し
てください。

16. 仮想マシンを再起動します。

17. Windows が COMポートを検出し、正しくインストールします。 

Mandrake Linux、Red Hat Linux または SuSE Linux ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンし、CMOSを更新します。

2. Kudzu が表示されたら、指示に従って新しいハードウェアを検出し、
適切なドライバをインストールしてください。

3. Linux ゲストをシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

4. [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

5. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想ディス
クのバックアップを勧めるメッセージが表示されます。先に進む準備
ができている場合は [Yes] をクリックして作業を続行します。

6. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

7. 仮想マシンをパワーオンします。
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8. Kudzu の実行中に Ensoniq:ES1371 [AudioPCI-97] サウンドデバイスが検
出されます。

9. [Configure] をクリックしてください。

注意 : Mandrake Linux ゲストでは、Kudzu の使用中に既存のネット
ワーク構成を移行しないでください。移行しようとすると、ブランク
スクリーンが表示されます。代わりに、既存のネットワーク構成を移
行するかどうかの選択画面が表示されたら [No] をクリックしてくださ
い。
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Version 1 で作成した仮想マシンを
Version 3 で使用
既存の VMware GSX Server 1 仮想マシンを VMware GSX Server 3 で使用する
と、自動的に仮想ハードウェアがアップグレードされます。アップグレード
を行うと新しい機能にアクセスできるようになりますが、元のように旧バー
ジョンで利用できる状態には戻せません。

まず既存の構成ファイル (.vmxまたは .cfg) と仮想ディスク (.vmdk また
は .dsk) を使用します。 

仮想マシンをGSX Server 3 を使って初めて起動すると、仮想ハードウェアを
アップグレードするか仮想マシンをパワーオフするかの選択を促すダイアロ
グボックスが表示されます。仮想ハードウェアのアップグレードを行う前に
仮想マシンのバックアップコピーを作成しておきたい場合は、 一旦仮想マシ
ンをパワーオフしてからバックアップを作成してください。それ以外の場合
は、VMware GSX Server に仮想ハードウェアをアップグレードさせます。詳
しくは、下記の「ゲストOSの仮想ハードウェアをアップグレード」をご覧
ください。

注意 : 仮想ディスクではなく、物理ディスクから実行される仮想マシンを
アップグレードする場合、仮想ハードウェアのアップグレード中に、
「Unable to upgrade <drivename>. One of the supplied parameters is invalid.」 
というエラーメッセージが表示されることがあります。[OK] をクリックし
て、アップグレードを続行しても構いません。

「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」
で該当するゲストOSの項を参照して、その指示に従って VMware Tools を
新しいバージョンにアップグレードしてください。 新しいバージョンをイン
ストールする前に旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

ゲストOSの仮想ハードウェアをアップグレード
仮想ハードウェアをアップグレードしたら、ゲストOSに新しい仮想ハード
ウェアを正しく認識させるために、追加の作業が必要になる場合がありま
す。VMware GSX Server 1 で作成したWindows 95、Windows 98 または
Windows Me の仮想マシンを使用する場合、該当するゲストOS の箇所に記
載されている指示に従って作業を行ってください。

他のゲストOSでは、特別な作業は必要ありません。プラグ &プレイが新し
い仮想ハードウェアを認識し、何の問題もなく必要なドライバをインストー
ルするはずです。 
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いずれの場合も、仮想マシンの設定エディタでゲストOSが正しく指定され
ていることを確認しておいてください。詳しくは、「ゲストOSの種類の確
認 (P.116)」をご覧ください。

Windows Me ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンします。

2. GSX Server に仮想ハードウェアのアップグレードを実行させます。

3. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消去します。

4. プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。これらは無視
して構いません 。

5. Windows ME にログインします。さらに プラグ＆プレイのメッセージ
が表示されます。 その内の１つは VMware SVGA ドライバに関するもの
です。 

[ はい ] をクリックしてコンピュータを再起動します。

6. Windows ME にログインしてください。 SVGA ドライバは正常に動作し
ていません。

7. Windows の [ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - 
[ システム ] - [ デバイスマネージャ ] - [ アダプタの表示 ]を選択します。

表示される 2つの SVGA ドライバを手作業で削除します。

8. Windows ゲストを再起動します。

Windows が VMware SVGA II アダプタを検出し、インストールします。

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。

[はい ] をクリックしてください。 

9. これで、SVGA ドライバは正常に動作しているはずです。

10. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールします。詳しくは、
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインス
トール」を参照ください。
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Windows 98 ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンします。

2. GSX Server に仮想ディスクの拡張子を .vmdkに変更させます。

3. GSX Server に仮想ハードウェアのアップグレードを実行させます。

4. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消去します。

5. Windows 98 にログインします。 プラグ＆プレイのメッセージがいくつ
か表示されます。Windows 98 インストール用 CDの挿入を求められる
ことがあります。

6. Windows がファイル Pcimp.pciを求めてきますので、格納場所とし
て C:￥Windows￥Systemを指定します。

7. Windows が Intel 82371EB PCI to ISA bridge (ISA mode) を検出します。
ドライバは C:￥Windows￥System で探すか、自動検索させてくださ
い。

8. Windows が Intel 82371ES Power Management Controller を検出します。
ドライバは C:￥Windows￥System で探すか、自動検索させてくださ
い。

9. Windows が PS/2 互換のマウスポートを検出します。ドライバは
C:￥Windows￥System にあります。

10. Windows が COMを検出します。ドライバは C:￥Windows￥System 
にあります。

11. Windows がプリンタポートを検出します。Lpt.vxdファイルを検索し
てください。

12. Windows が Intel 82443Bx Pentium(r) II Processor to PCI bridge (with 
GART support) を検出します。ドライバは C:￥Windows￥System に
あります。

13. Windows が Standard Dual PCI IDE Controller を検出します。ドライバは
C:￥Windows￥System にあります。

14. Windows が Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller を検
出します。ドライバは C:￥Windows￥System にあります。
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15. Windows が AMD PCNET Family Ethernet Adapter (PCI-ISA) を検出しま
す。ドライバは C:￥Windows￥System にあります。

16. Windows が serialui.dllドライバの格納場所を求めてきますので、
C:￥Windows￥Systemと指定してください。

17. Windows ゲストを再起動します。

18. これで、SVGA ドライバは正常に動作しているはずです。

19. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールします。詳しくは、
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインス
トール」を参照ください。

Windows 95 ゲスト
下記の手順は、ゲストOSが新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをパワーオンします。

2. GSX Server に仮想ハードウェアのアップグレードを実行させます。

3. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消します。

4. Windows 95 にログインします。

プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。Standard host 
CPU bridge、PCI bridge 及び PCI Universal bus に対しては、[キャンセ
ル ] をクリックしてください。

5. SVGA ドライバは正常に動作していません。

6. Windows の [ スタート ] メニューから、 [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] 
- [ システム ] - [ デバイスマネージャ ] - [ アダプタの表示 ] を選択しま
す。 SVGA ドライバを手作業で削除します。

7. Windows ゲストを再起動します。

8. 再び、プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。
Standard host CPU bridge、PCI bridge 及び PCI Universal bus に対しては
[ キャンセル ] をクリックしてください。

9. Windows が VMware SVGA II アダプタを検出し、インストールします。

10. Windows 95 を再起動します。
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11. 今回も、プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されますので、
Standard host CPU bridge、PCI bridge 及び PCI Universal bus に対しては
[ キャンセル ] をクリックしてください。 

12. これで、SVGA ドライバは正常に動作しているはずです。

13. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールします。詳しくは、
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインス
トール」を参照ください。

ゲストOSの種類の確認
一部のオペレーティングシステム（Windows Server 2003 や Windows 2000
等）には、複数のバージョンが存在します。仮想マシンにインストールされ
ているオペレーティングシステムの特定バージョンが、ゲストOSとして指
定されているか確認しておいてください。これには、仮想マシンの設定エ
ディタ（[VM] - [Settings] - [Options]）の設定をチェックしてください。 
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4 章
仮想マシンと VMware GSX 
Server ホストの管理
ここでは、仮想マシンとGSX Server ホストの管理方法について説明します。

• 仮想マシンのリモート管理 (P.118)

• 仮想マシンとホストのセキュリティ保護 (P.125)

• UUID による仮想マシンの識別 (P.135)

• Windows で GSX Server のイベントログを記録 (P.137)

• 仮想マシン及びGSX Server ホストのバックアップ (P.139)

• VMware 管理インターフェイスの使用 (P.142)

• 仮想マシンの削除 (P.164)

• GSX Server ホストの設定 (P.165)

• VirtualCenter を使った GSX Server 仮想マシンの管理 (P.187)
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仮想マシンのリモート管理
GSX Server の特長の 1つとして、仮想マシンをリモートから管理できる点が
挙げられます。つまり、GSX Server ホストに接続できるマシンであれば、ど
のマシンからでも仮想マシンを管理することができます。仮想マシンを操作
するロケーションが、仮想マシンが存在するホスト上だけに制限されること
はありません。

リモート管理機能はさまざまなコンポーネントで構成されており、管理内容
のレベルもさまざまです。GSX Server ホストの状態をハイレベルから確認す
る場合は、 VMware Management Interface（管理インターフェイス）を使用
します。VMware 管理インターフェイスはWebベースのツールで、仮想マ
シンとホストサーバに使用します。管理インターフェイスの詳細について
は、「VMware 管理インターフェイスの使用 (P.142)」を参照してください。

仮想マシンをリモートから直接操作する必要がある場合、例えば、仮想マシ
ン上に格納されたデータベースの保守を行う場合などは、 VMware Virtual 
Machine Console（仮想マシンコンソール）を使用します。仮想マシンコン
ソールでは、ウィンドウの中に仮想マシンが表示されます。ウィンドウに表
示されている仮想マシンは、実際のコンピュータを操作する場合と同じ要領
で操作を行います。仮想マシンコンソールの詳細については、「VMware 
GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンの実行」を参照してくださ
い。 

仮想マシンとGSX Server ホストのリモート管理を自動化するには、VMware 
Scripting API を使用します。リモートのWindows マシンから GSX Server ホ
ストに接続している場合は、VmCOM Scripting API および VmPerl Scripting 
API を使用することができます。リモートの Linux マシンから GSX Server ホ
ストに接続している場合は、VmPerl Scripting API を使用できます。詳細に
ついては、弊社Webサイト（ www.vmware.com/support/developer）を参照し
てください。

仮想マシンの管理を自動化する別の方法として、 vmware-cmdユーティリ
ティを使用する方法が挙げられます。詳細については、弊社Webサイト
（ www.vmware.com/support/developer）を参照してください。 

最後に、サードパーティ製ツールを使用して仮想マシンをリモートから管理
することもできます。例えば、 VNC Viewer、Windows Terminal Services また
はWindows XP Remote Desktop 等のアプリケーションを使用することがで
きます。仮想マシンを VNC Viewer で表示するには、手作業で仮想マシンの
構成を変更する必要があります。
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仮想マシンのリモート管理に関して、以下のセクションで詳しく論じていま
す。

• VMware 仮想マシンコンソールの接続に使用するポート番号の変更 
(P.119)

• VMware 仮想マシンコンソールのダウンロード (P.122)

VMware 仮想マシンコンソールの接続に使用するポート番号
の変更
デフォルトでは、VMware 仮想マシンコンソールはポート 902 を使って仮想
マシンに接続します。ideafarm-chat プログラムを使用している場合など、
このポート割当てが他のプログラムと競合するようであれば、状況に応じて
コンソールが使用するポート番号を変更することができます。

ポート番号を変更するには、特定の環境設定ファイルに変数を追加します。
ホストサーバ（コンソールを実行しているホスト）のオペレーティングシス
テムの種類によって、また変更をGSX Server 自体に行うのか
（authd.portと呼ばれる変数に新しいポート番号を割当てます）、コン
ソールに行うのか（authd.client.portと呼ばれる変数に新しいポート
番号を割当てます）によって、変更を行う手順は異なります。 

authd.portの設定は、authd.client.portの設定とは異なります。 
authd.port変数は、リモートホストやクライアントがコンソール接続する
際にどのポートで待ち受けるかをGSX Server（サーバ側）に指定します。
authd.client.port変数は、コンソール（クライアント側）に、 接続に使
用するポートを指定します。このため、authd.portのみを 9902 といった
別のポート番号に変更し、そのホスト上の仮想マシンにリモートホストやク
ライアント上のコンソールから接続しようとしても、コンソールはやはり
ポート 902 に接続しようとします。ただし、コンソールからの接続時に手
作業でこの新しいポート番号を指定することができます。[Connect to 
VMware Server] ダイアログの [Host name] フィールドに、ポート番号とGSX 
Server ホスト名、構成ファイルのパス名を以下のように入力してください。

<server name>:<port> <config file>

各サイトのニーズや構成によっては（例えば、複数のGSX Server ホストが
存在し、各ホストが異なるポートを使用する場合など）、上記の方法で十分
です。ただし、サーバとコンソール間でシームレスな統合を実現し、コン
ソール接続する度にポート番号を手作業で入力する手間を省くためには、
authd.client.portを authd.portで使用するのと同じポート番号に設
定してください。
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Windows ホストまたはクライアントでポート番号を変更
Windows ホスト向けのGSX Server でポート番号を変更するには、
C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application Data￥
VMware￥VMware GSX Serverに存在するconfig.iniに次の行を追加し
てください。

authd.port = <portNumber>

このホスト上の仮想マシンに接続するコンソールは全て、<portNumber>
の箇所に入力したポート番号を使用しなければなりません。

Windows ホストまたはクライアントにインストールされたコンソールが使
用するポート番号を変更するには、config.iniという名前のファイルを
作成し、 
C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application Data￥
VMware￥VMware Virtual Machine Consoleに保存してください。こ
のファイルに、次の行を追加します。

authd.client.port = <portNumber>

このマシン上のコンソールはすべて、<portNumber>の箇所に入力した
ポート番号を使用してGSX Server ホスト上の仮想マシンに接続するように
なります。GSX Server ホストの config.iniファイル（Windows ホスト）
や vmware-authdファイル（Linux ホスト）の authd.port変数もこの
ポート番号に設定しておいてください。 

Windows ホストにインストールされているコンソールを使用する特定ユー
ザーに対してのみポート番号を変更するには、C:￥Documents and 
Settings￥<user>￥Application Data￥VMwareに存在する
preferences.iniファイルに次の行を追加してください。

authd.client.port = <portNumber>

この場合、該当するユーザーがログインし、コンソールを使ってGSX Server
ホスト上の仮想マシンに接続した場合にのみ、<portNumber>の箇所に入
力したポート番号が使用されます。GSX Server ホスト側では、このポート番
号を config.iniファイル（Windows ホスト）または vmware-authd
ファイル（Linux ホスト）の authd.port変数で指定しておいてください。 

Linux ホストまたはクライアントでポート番号を変更
Linux ホスト向けの GSX Server 上でポート番号を変更するには、まず、ホス
トが xinetdと inetdのいずれを使用するように設定されているか確認し
てください。ホストが xinetdを使用するように設定されている場合、
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/etc/xinetd.d/vmware-authdに存在する port = 902という行を見つ
け、ポート番号（この場合は 902）を使用したい番号に変更してください。

ホストが inetdを使用するように設定されている場合は、
/etc/inetd.conf内の 902 ... vmware-authdという行を見つけ、ポー
ト番号（この場合は 902）を使用したい番号に変更してください。このホス
ト上の仮想マシンに接続するコンソールは全て、このポート番号を使用する
ようになります。

Linux ホストまたはクライアントにインストールされたコンソールが使用す
るポート番号を変更するには、/etc/vmware-console/configまたは
/usr/lib/vmware-console/configのいずれかに次の行を追加してくだ
さい。

authd.client.port = <portNumber>

このマシン上のコンソールはすべて、<portNumber>の箇所に入力した
ポート番号を使用してGSX Server ホスト上の仮想マシンに接続するように
なります。GSX Server ホストの config.iniファイル（Windows ホスト）
や vmware-authdファイル（Linux ホスト）の authd.port変数もこの
ポート番号に設定しておいてください。

注意 : 上記ファイルが異なるポート番号を指定している場合は、
/etc/vmware-console/configのポート番号が優先されます。 

Linux ホストにインストールされているコンソールを使用する特定ユーザー
に対してのみポート番号を変更するには、~/.vmware/preferencesに次
の行を追加してください。

authd.client.port = <portNumber>

この場合、該当するユーザーがログインし、コンソールを使ってGSX Server
ホスト上の仮想マシンに接続した場合にのみ、<portNumber>の箇所に入
力したポート番号が使用されます。GSX Server ホスト側では、このポート番
号を config.iniファイル（Windows ホスト）または vmware-authd
ファイル（Linux ホスト）の authd.port変数として設定しておいてくだ
さい。 このユーザーがログインすると、~/.vmware/preferencesで指定
されたポート番号が /etc/vmware-console/configまたは
/usr/lib/vmware-console/configで指定されたポート番号を上書きし
ます。 
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VMware Scripting API を使ってポート番号を置き換え
VMware Scripting API を使えば、新しい仮想マシンオブジェクトを作成する際
に異なるポート番号を与えることが可能です。このポート番号は、GSX 
Server ホスト側で設定されている、つまり config.iniファイル（Windows 
ホスト）または vmware-authdファイル（Linux ホスト）の authd.port

変数として設定されているポート番号と一致しなければなりません。

ポート番号として 0を指定すると、authd.client.portで指定された
ポート番号が代わりに使用されます。authd.client.portが指定されて
いない場合は、デフォルトポートの 902 が使用されます。

VMware Scripting API に関する詳細は、弊社Webサイト（www.vmware.com/

support/developer）を参照してください。

VMware 仮想マシンコンソールのダウンロード
VMware 仮想マシンコンソールのインストールパッケージは、VMware 管理
インターフェイスからダウンロードできます。インストールパッケージは
Windowホスト用と Linux ホスト用があります。インストール先のホストマ
シンに合ったパッケージをダウンロードしてください。

リモートコンソールをダウンロードしてインストールを行うと、管理イン
ターフェイスからコンソールをすぐに呼び出すことができ、仮想マシンを管
理しやすくなります。

インストーラを [Status Monitor] ページから ダウンロードすると、管理イン
ターフェイスからログアウトすることなく必要なコンソールを迅速にダウン
ロードすることができます。

注意 : クライアントインストーラパッケージのコンソールをGSX Server 3 ホ
ストにインストールしないでください。旧バージョンのGSX Server や ESX 
Server のコンソールをクライアントにダウンロード、インストールしないで
ください。

[Login] または [Status Monitor] ページからコンソールパッケージをダウン
ロードするには、下記の手順に従ってください。

1. VMware 管理インターフェイスを使ってGSX Server ホストに接続しま
す。管理インターフェイスへの接続に関する情報は、「VMware 管理イ
ンターフェイスへのログイン (P.144)」を参照してください。

2. [Status Monitor] ページでは、コンソールをインストールする予定のオ
ペレーティングシステムに合ったパッケージのリンクをクリックして、
インストーラをダウンロードします。
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[Login] ページでは、コンソールをインストールするコンピュータのオ
ペレーティングシステムに合ったインストーラを選択して、
[Download] をクリックします。

コンソールを Linux ホストにインストールする場合は、さらに tar イン
ストールパッケージと RPMインストールパッケージのいずれかを選択
できます。

3. インストールパッケージを実行します。

Windows システムへのコンソールのインストールは、「Windows ホス
トに VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.77)」をご覧くだ
さい。 

Linux システムへのコンソールのインストールは、「Linux ホストに
VMware 仮想マシンコンソールをインストール (P.80)」をご覧ください。

ダウンロードメニューのカスタマイズ
[Login] ページのダウンロードメニューは、ユーザーの必要に応じてカスタ
マイズできます。例えば、サイトで VMware Scripting API を使用している場
合、そのインストーラをダウンロードのメニューに追加することができま
す。VMware 仮想マシンコンソールおよび VMware Scripting API を含むクラ
イアントパッケージはGSX Server の CD-ROMに収められています。また、
弊社Web サイトからもダウンロードできます。クライアントパッケージに
は次のファイル名が付けられています。

• VMware-gsx-server-win32-client-<xxxx>.zip 

• VMware-gsx-server-linux-client-<xxxx>.zip 

上記の圧縮ファイルに含まれるAPI インストーラのファイルをアクセスしや
すい場所に解凍し、その場所を参照するよう [Login] ページのダウンロード
メニューを修正します。

ダウンロードメニューにさらにファイルを追加したり、すでに表示されてい
る項目を非表示にしたり、リンクやメニュー自体を非表示にすることも可能
です。[Login] ページの［Help］をクリックし、表示される手順に従ってく
ださい。

注意 : VMware 管理インターフェイスがインストールされたWindows ホス
トでは、コンソールと Scripting API のインストーラは次のディレクトリに
格納されています。
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Management Interface￥
htdocs￥vmware￥bin
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このフォルダには次のファイルが含まれています。

• VMware-console-<xxxx>.exe ー Windows クライアントで動作する
VMware 仮想マシンコンソールのインストーラ

• VMware-console-<xxxx>.i386.rpm ー Linuxクライアントで動作す
る VMware 仮想マシンコンソールの RPM インストーラ

• VMware-console-<xxxx>.tar.gz ー Linux クライアントで動作する
VMware 仮想マシンコンソールの tar インストーラ

• VMware-VmCOMAPI-<xxxx>.exe ー VmCOM API のインストーラ
（Windows ホストのみ）

• VMware-VmPERLAPI-<xxxx>.exe ー VmPerl API のインストーラ
（Windows ホスト）
www.vmware.com124



第 4 章  仮想マシンと VMware GSX Server ホストの管理
仮想マシンとホストのセキュリティ保護
ここでは、仮想マシンおよびサーバホストにアクセス権を設定する方法およ
びセキュリティ機能を実装する方法について、以下の項目別に説明します。

• アクセス権と仮想マシン (P.125)

• Windows 向け GSX Server によるユーザー認証と仮想マシンの実行方法 
(P.128)

• Linux 向け GSX Server によるユーザー認証と仮想マシンの実行方法 
(P.131)

• VMware 管理インターフェイスでアクセス権を確認 (P.133)

• リモートセッションのセキュリティ保護 (P.133)

弊社知識ベースでは、GSX Server や仮想マシンのセキュリティを向上させる
ための最良の方法に関する項目を設けています。詳しくは下記URL を参照
してください。
www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?&p_faqid=1042

アクセス権と仮想マシン
仮想マシンへのアクセスは、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に対する
ユーザーのアクセス権に基づいて処理されます。ユーザーのアクセス権が異
なれば、仮想マシンへのアクセスの種類も変わります。アクセスの種類には
以下のものがあります。

• 仮想マシンの閲覧

• 仮想マシンの操作

• 仮想マシン構成の設定

• 仮想マシンとホストの管理

Windows ホストの仮想マシンの場合、仮想マシンを実行するユーザーアカ
ウントによっては、他の仮想マシンファイルに対するアクセス権が必要にな
る場合があります。詳しくは、「Windows 向け GSX Server によるユーザー
認証と仮想マシンの実行方法 (P.128)」をご覧ください。

仮想マシンの閲覧
仮想マシンを閲覧する場合、コンソールを使ってその仮想マシンに接続する
ことができますが、表示されるのは仮想マシンの電源状態のみです。仮想マ
シンが稼動中であっても、その画面は表示されず、仮想マシンを操作するこ
とはできません。
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仮想マシンの閲覧には、Windows ホストの場合はその仮想マシンの構成
ファイルに対する [ 読み取り ] 権限が、Linux ホストの場合は read (r) 権限
が必要です。

仮想マシンの操作
仮想マシンを操作する場合、電源状態（オン、オフ、サスペンド、レジュー
ム）を変更したり、取外し可能デバイスの接続、切断を行うことができま
す。 ただし、仮想ハードウェアの追加や削除等、仮想マシンの構成を変更す
ることはできません。

使用中のユーザー名が VMware 管理インターフェイスと [Connected Users]
画面に表示されます。 この画面には、VMware 仮想マシンコンソールで [VM] 
- [Connected Users] を選択してアクセスします。

仮想マシンの操作には、Windows ホストの場合はその仮想マシンの構成
ファイルに対する [ 読み取りと実行 ] 権限が、Linux ホストの場合は read 及
び execute (rと x) 権限が必要です。

仮想マシン構成の設定
仮想マシン構成を設定する場合、仮想ハードウェアを仮想マシンに追加した
り、仮想マシンから削除したりすることができます。

仮想マシン構成の設定には、Windows ホストの場合はその仮想マシンの構
成ファイル及び仮想マシンのリソース（物理ディスク等の特定デバイス）に
対する [ 読み取り ] と [ 書き込み ] 権限が、Linux ホストの場合は read 及び 
write (r と w) 権限が必要です。

仮想マシンとGSX Server ホストの管理
Administrator あるいは root ユーザーは、GSX Server ホストとホスト上の仮
想マシンを構成することができます。 例えば、VMware 仮想マシンコンソー
ルに対して SSL を有効にしたり、全仮想マシンに対するホストメモリの割
当を変更したりすることができます。

Windows ホストで仮想マシンを管理するには、ユーザーアカウントがホス
トのAdministrators グループに所属している必要があります。Linux ホスト
では、仮想マシンファイルが格納されているディレクトリに対して root の
アクセス権を持たなければなりません。

あるいはユーザーアカウントに特定仮想マシンに対する [読み取りと実行 ]
および [ 書き込み ] 権限（Windows ホスト）か read、write 及び execute (r、
wと x) 権限 (Linux hosts) を設定する方法もあります。
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アクセス権が与えられていない場合
仮想マシンの構成ファイルに対してアクセス権が与えられていない場合、そ
の仮想マシンに接続することはできません。Windows ホストでは、アクセ
ス権が同時に許可、拒否されている場合、拒否が優先されます。アクセス権
が許可も拒否もされていない場合、アクセス権は与えられないものとみなさ
れます。

仮想マシンを作成したユーザーのみが閲覧できるように設定
新規作成した仮想マシンは、デフォルトでプライベートモードに設定されて
います。このモードでは、他のユーザーがその仮想マシンを閲覧したり、使
用したりすることができません。全ユーザーがその仮想マシンを使用できる
ようにするには、仮想マシンの作成時に [Custom] パスを選択してください。

あるいは、この設定を仮想マシンの設定エディタを使って変更することも可
能です。

仮想マシンがプライベートモードに設定されている場合、その仮想マシン
は、それを作成したユーザー向けのコンソールのインベントリ（Inventory）
には表示されますが、ホストに接続している他のユーザー向けのコンソール
のインベントリには表示されません。

他のユーザーが、その仮想マシンを検索して自身のインベントリに追加する
ことはできません。

既に作成されている仮想マシンをプライベートモードに設定すると、他の
ユーザーのインベントリに表示されなくなります。

既に作成されている仮想マシンをプライベートモードに設定するかどうかを
指定するには、次の手順に従ってください。

1. [VM] - [Settings] を選択すると仮想マシンの設定エディタが表示されます。

2. [Options] タブをクリックしてから [Permissions] をクリックします。
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3. 仮想マシンをプライベートモードに設定するには、[Make this virtual 
machine private] にチェックマークを付けてください。その仮想マシン
を全ユーザーが使用できるようにするには、このチェックボックスか
らチェックマークを外します。

4. [OK] をクリックして設定を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

Windows向けGSX Serverによるユーザー認証と仮想マシンの
実行方法
VMware 仮想マシンコンソールまたはVMware 管理インターフェイスがGSX 
Server ホストに接続するたびに、 VMware Authorization Service はユーザー名
とパスワードの入力を要求し、認証を行ってから有効なユーザーのみにアク
セスを許可します。

ユーザーが認証されると、コンソールが起動するか、管理インターフェイス
の [Status Monitor] ページが表示されます。この時点で仮想マシンに対して
実行できる操作は、ユーザーのアクセス権によって異なります。詳しくは、
「アクセス権と仮想マシン (P.125)」をご覧ください。

各仮想マシンは、以下のいずれかのユーザーアカウントで実行されます。

• User that powers on the virtual machine（仮想マシンをパワーオンし
たユーザー）　仮想マシンが、その仮想マシンをパワーオンしたユー
ザーのアカウントで、パワーオフされるまで実行されます。他のユー
ザーもその仮想マシンに接続できますが、仮想マシンを実行するのは
パワーオンしたユーザーです。 

• Local system account（ローカルシステムアカウント）　仮想マシンが、
ローカルシステムアカウントとして実行されます。ホストOSに
Administrator としてログインしている場合にのみ、このオプションを
利用できます。

• This User（特定ユーザーのアカウント）　仮想マシンが、New Virtual 
Machine Wizard や仮想マシン設定エディタで指定したユーザーアカウ
ントで実行されます。ここで使用するユーザーアカウントには、GSX 
Server ホストへのアクセス権が必要です。

ユーザーアカウントは、仮想マシンの作成時に指定します。後から、仮想マ
シン設定エディタを使って変更することも可能です。

アクセス権とユーザーアカウント
仮想マシンが、そのマシンをパワーオンしたユーザーのアカウントで稼動す
るように設定されている場合、そのユーザーには、構成ファイル、仮想ディ
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スクファイル、スナップショットファイル等の仮想マシンファイルに対する
[読み取り ] 及び [ 書き込み ] のアクセス権が必要です。その仮想マシンが物
理ディスク、USB コントローラやGeneric SCSI デバイスといったデバイスに
アクセスする必要がある場合、ユーザーアカウントは Administrator アカウ
ントでなければなりません。 

ユーザーに仮想マシンへのアクセスを許可する簡単な方法は、仮想マシン
ファイルが格納されているディレクトリに対するアクセス権を設定し、その
ディレクトリに対する権限をユーザーに継承させる方法です。

実行中の仮想マシンに別のユーザーが接続する場合、そのユーザーに必要な
のは構成ファイルに対するアクセス権のみです。

特定のユーザーアカウント、あるいはローカルシステムユーザーとして稼動
するように設定されている仮想マシンに接続する場合、 そのユーザーに必要
なのは構成ファイルに対するアクセス権のみです。

このようなユーザーに仮想マシンへのアクセスを許可する簡単な方法は、そ
の仮想マシンのディレクトリ内にある構成ファイル以外の全ファイルに [ 読
み取り ] 及び [ 書き込み ] のアクセス権を設定し、 構成ファイルには [ 読み取
りと実行 ] 権限を付与する方法です。次に、構成ファイルに対するアクセス
権の継承を禁止します。

ユーザーアカウントの変更
仮想マシンに対するユーザーアカウントを変更するには、[VM] - [Settings] - 
[Options] - [Startup/Shutdown] を選択し、そこでユーザーアカウント情報を
変更します。

仮想マシンが、そのマシンをパワーオンしたユーザーのアカウントで稼動す
るように設定されている場合、そのユーザーがアクセスできる場所に仮想マ
シンを格納しておいてください。仮想マシンを別の領域、あるいはネット
ワーク上の別のシステムに格納する必要がある場合は、ユーザーがその仮想
マシンのリソース（例えば仮想ディスク、物理ディスク、デバイス、スナッ
プショットファイル等）にアクセスできるようにしておいてください。

仮想マシンの作成先ロケーションを変更するには、「仮想マシンの作成先の
指定 (P.177)」を参照してください。

アクセス権と仮想マシンデバイス
仮想ディスクが物理ディスクやGeneric SCSI デバイスを使用するように設定
する予定であれば、仮想マシンを実行するユーザーアカウントは
Administrators グループに所属している必要があります。
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仮想マシンに対するアクセス権の設定
システムアドミニストレータは、以下の手順で構成ファイルに対するアクセ
ス権を設定できます（この場合のアドミニストレータとは、GSX Server が稼
動するホストの設定を担当する管理者のことで、必ずしもWindows の
Administrator としてログインすることではありません）。 一般に、GSX 
Server のユーザーには、仮想マシンの構成ファイルに対して [ 読み取り ] の
権限を設定します。特定のユーザーに対して [ 読み取りと実行 ]および [ 書
き込み ] の権限を追加することもできます。

1. ホストシステムで構成ファイルが保存されているディレクトリに移動
します。構成ファイルを右クリックし、［プロパティ］を選択します。
［プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［セキュリティ］タブをクリックします。

注意 : 仮想マシンがWindows XP クライアントシステム上に存在し、
Workgroup モードを使用するように設定されている場合、デフォルト
で [ セキュリティ ] タブが非表示になっています。[ セキュリティ ] タ
ブを表示するには、Windows XP システムで [ スタート ] - [ コントロー
ルパネル ] - [ フォルダオプション ] を選択し、[ 詳細設定 ] をクリック
してから [ 簡易ファイルの共有を使用する ] のチェックマークを外して
ください。

3. ［プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。ユーザーまたはグ
ループを選択し、個別に適切なアクセス権（通常は [読み取り ]）を指
定します。

仮想マシンに対するアクセスを制限したい場合、［継承可能なアクセス
許可を親からこのオブジェクトに継承できるようにする］チェック
ボックスの選択を解除します。

4. 構成ファイルにアクセスさせたくないユーザーまたはグループを指定
するには、［削除］をクリックするか、［拒否］欄のすべてのアクセス
権をチェックして、そのユーザーまたはグループに対するすべてのア
クセス権を拒否します。

5. ユーザーまたはグループを追加するには、［追加］をクリックします。
すると、［ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択］ダイアロ
グボックスが表示されます。このダイアログボックスで、仮想マシン
へのアクセスを許可するグループまたはユーザーを選択し、［追加］を
クリックします。ユーザーまたはグループの追加が終了したら［OK］
をクリックします。ユーザーまたはグループは、デフォルトの [読み取
り ] と [ 書き込み ] 権限が付与された状態で追加されます。［プロパ
ティ］ダイアログボックスで、構成ファイルに対するユーザーまたは
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グループのアクセス権の種類を変更します。[読み取り ]、または [ 読み
取りと実行 ] および [ 書き込み ] のいずれかを選択します。［OK］をク
リックすると、構成ファイルに対するアクセス権が設定されます。 

Linux 向け GSX Server によるユーザー認証と仮想マシンの
実行方法
Linux 向け GSX Server では、VMware 仮想マシンコンソールおよび VMware
管理インターフェイスでのユーザー認証に PAM（Pluggable Authentication 
Modules）を使用します。デフォルトの設定でインストールされたGSX 
Server では、Linux の標準的な /etc/passwd認証を使用しますが、LDAP
や NIS、Kerberos、その他の分散認証メカニズムを使用するように設定する
こともできます。 

VMware 仮想マシンコンソールや VMware 管理インターフェイスを使って
GSX Server ホストへ接続が行われると、inetdプロセスまたは xinetd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、コンソールが起動するか、管理インターフェイス
の [Status Monitor] ページが表示されます。この時点で仮想マシンに対して
実行できる操作は、ユーザーのアクセス権によって異なります。詳しくは、
「アクセス権と仮想マシン (P.125)」をご覧ください。

vmware-authdプロセスは、仮想マシンに接続しているユーザーとしてで
はなく、構成ファイルの所有者（owner）として仮想マシンのプロセスを開
始します。ただし、構成ファイルに対するアクセス権によって、そのユー
ザーの権限は制限されます。

注意 : 構成ファイルに対してフル アクセス権が与えられている場合でも、
構成ファイルが存在するディレクトリ、あるいはその親ディレクトリのいず
れかに対して 実行アクセス権がなければ、VMware 仮想マシンコンソールや
VMware Scripting API を使ってその仮想マシンに接続することはできませ
ん。また、VMware 管理インターフェイスや VMware 仮想マシンコンソール
から仮想マシンを閲覧できません。仮想マシンのディレクトリにあるファイ
ルを削除することもできません。

注意 : 仮想マシンとそのリソース（例えば仮想ディスク、物理ディスク、
デバイス、スナップショットファイル）は、ユーザーがアクセスできる場所
に格納してください。
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該当する構成ファイルに対して vmwareプロセスが実行されていない場合、
vmware-authdはこの仮想マシンがインベントリ(Inventory)に存在するかど
うかを調べます。仮想マシンがインベントリに存在する場合は、vmware-
authdが構成ファイルの所有者になり（その時点で認証されているユーザー
とは限りません）、この構成ファイルを引数として（例 : vmware /
<path_to_config>/<configfile>.vmx）GSX Server を開始します。

vmware-authdプロセスは、vmwareプロセスへの接続が確立され、使用さ
れているプロセスの少なくとも 1つが接続されると、ただちに終了します。
vmwareプロセスはそれぞれ、最後のユーザーが切断したあと自動的に
シャットダウンされます。

デフォルトのアクセス権
Linux ホストでGSX Server を使用して仮想マシンを作成した場合、その仮想
マシンの構成ファイルは、アクセスするユーザーに応じて次のアクセス権が
デフォルトで設定されます。

• 読み取り /実行 / 書き込み（7） － 構成ファイルを作成したユーザー
（owner）向け 

• 読み取り /実行（5） － owner が所属するプライマリグループ向け

• 読み取り （4）－ owner または owner グループ以外のユーザー向け

GSX Server のインストール後、最初に構成プログラム（vmware-config.pl）
を実行する時、既存の仮想マシン構成ファイルに対して上記の権限を設定で
きます。GSX Server 以外の VMware 製品で作成した仮想マシンと構成ファイ
ルをGSX Server で使用する場合は、VMware 仮想マシンコンソールまたは
VMware管理インターフェイスから仮想マシンに接続するために、構成ファイ
ルを開いて（[File] - [Open Virtual Machine]）デフォルトの権限を設定する必
要があります。

NFS シェア上に仮想マシンを作成
仮想マシンがNFS シェアに存在する場合、root ユーザーが仮想マシンファ
イルの格納場所にアクセスできるようにしておいてください。root ユー
ザーがアクセスできないと、仮想マシンを構成する際に問題が発生します。

root ユーザーがアクセスできないNFS シェアに仮想マシンを作成した場合、
仮想マシンが実行されていない時に一部操作を行うことができません。例え
ば、スナップショットに戻ったり、デバイスを仮想マシンに追加あるいは仮
想マシンから削除したり、仮想マシンの構成を変更したりすることができま
せん。
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VMware 管理インターフェイスでアクセス権を確認
VMware 管理インターフェイスには、接続先ホストマシン上の各構成ファイ
ル対するアクセス権の一覧が表示されます。アクセス権は各仮想マシンの
[Users and Events] ページに表示されます。詳しくは、「接続中ユーザーの一
覧を表示 (P.160)」をご覧ください。

ユーザーが読み取り権限を持っている仮想マシンのみが、VMware 管理イン
ターフェイスに表示されます。

リモートセッションのセキュリティ保護
VMware 仮想マシンコンソールおよび VMware 管理インターフェイスの使用
中にネットワーク接続を経由してGSX Server ホスト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は、デフォルトではGSX 
Server によって暗号化されます。Administrator ユーザー（Windows ホスト
の場合）または root ユーザー（Linux ホストの場合）であれば、SSL（Secure 
Sockets Layer）を無効にしてこれらのセッションの暗号化を中断できます。 

SSL を有効にした場合、GSX Server によりセキュリティ証明書が作成され、
ホスト上に保存されます。ただし、VMware 管理インターフェイスセッショ
ンをセキュリティ保護するために使用する証明書は、信頼された証明機関に
よる署名がありません。そのため、この証明書は認証の機能を果たしませ
ん。暗号化されたリモート接続を外部との間で使用する予定であれば、信頼
された証明機関から証明書を購入してください。

SSL が有効である場合、コンソールと管理インターフェイスは SSL が無効に
なっている場合と全く同じように実行されます。

VMware 仮想マシンコンソールに対して SSL を有効にすると、錠のアイコン
がコンソールウィンドウの右下隅に表示されます。SSL を有効にする前に既
に開いていたリモートコンソールは暗号化されず、錠のアイコンもコンソー
ルウィンドウに表示されません。暗号化を確実に行うためには、これらのコ
ンソールを終了し、新たにコンソールセッションを開始する必要がありま
す。

VMware 管理インターフェイスに対して SSL を有効にすると、管理インター
フェイスに接続するURL が https://<hostname>:8333に変わります。
セキュリティ保護されていないURL（http://<hostname>:8222）が使
用されている場合、管理インターフェイスによって自動的に
https://<hostname>:8333にリダイレクトされます。また、錠のアイコ
ンがブラウザウィンドウのステータスバーに表示されます。 
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管理インターフェイスへの接続に https://<hostname>:8333が使用さ
れている場合、SSL を無効にすると、http://<hostname>:8222に自動
的にリダイレクトされます。

注意 : SSLを無効にしてから再び有効にしても、セキュリティ保護されてい
ないポート (8222) への管理インターフェイス接続はリダイレクトされません。

独自のセキュリティ証明書の使用 
必要があれば、SSL を有効にした時に独自のセキュリティ証明書を使用でき
ます。

Windows ホストの場合、Microsoft 管理コンソール（mmc.exe）を実行して
証明書を選択します。Windows ホスト向けのGSX Server で VMware 管理イ
ンターフェイスをアップグレードした場合には、証明書を管理インターフェ
イスに割り当て直す必要があります。

Linux ホストの場合、VMware 管理インターフェイスの証明書は 
/etc/vmware-mui/sslに保存する必要があります。管理インターフェイ
スの証明書は、証明書本体（mui.crt）と秘密鍵（mui.key）の 2つの
ファイルで構成されています。 秘密鍵ファイルを読み取れるのは root ユー
ザーだけにしておいてください。 

Linux ホストで VMware 管理インターフェイスをアップグレードした場合
も、証明書はそのまま使用できます。管理インターフェイスを削除しても、
証明書が配置されているディレクトリはホストから削除されません。

リモートセッションに対して SSL を有効化 /無効化
VMware仮想マシンコンソール接続に対して SSLを有効 /無効にするには、コ
ンソールか管理インターフェイスを使用します。VMware管理インターフェ
イス接続に対して SSLを有効にするには、管理インターフェイスを使用しま
す。デフォルトでは、SSLは全リモート接続に対して有効になっています。

セキュリティ保護されたセッションで使用される証明書は、信頼された証明
機関による証明がなく、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予定であれば、信頼された証明機関から証明書
を購入してください。

VMware 管理インターフェイスを使って、コンソール接続や管理インター
フェイス接続に対する SSL 設定を変更する場合は、「リモート接続を SSL で
セキュリティ保護 (P.165)」をご覧ください。

VMware 仮想マシンコンソールを使って、コンソール接続に対する SSL 設定
を変更する場合は、「VMware 仮想マシンコンソール接続の SSL の有効化 
(P.180)」をご覧ください。
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UUID による仮想マシンの識別
各仮想マシンには、UUID（Universally Unique Identifier）が自動的に割り当
てられます。UUID は SMBIOS システム情報記述子に保存されており、
SiSoftware Sandra や IBMの smbios2というユーティリティなど、標準的な
SMBIOS スキャンソフトウェアを使用してアクセスできます。また、UUID
は、物理コンピュータのUUID を使用するのと同じように、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、16 進数のペアの内 8番目と 9番目の数値の
間は－（ハイフン）で区切られています。UUID は、例えば次のように示さ
れます。 

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

UUID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するか、リ
セットすると生成されます。生成されたUUIDは、別のロケーションに仮想マ
シンを移動したり、コピーしなければ、同じものがそのまま使用されます。

仮想マシンを移動またはコピーした後に初めて仮想マシンをパワーオンする
と、新しいUUID を生成することができます。この新しいUUID は、新しい
ロケーション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。

新しいロケーションに移動、あるい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。

仮想マシンを移動した場合、既存のUUID をそのまま使用するように指定で
きます。この場合、[Keep] を選択してから [OK] をクリックしてください。
仮想マシンのパワーオンプロセスが続行されます。

仮想マシンを新しいロケーションにコピーした場合、コピー先の仮想マシン
がコピー元の仮想マシンと同じUUID を使用していますので、新しいUUID
を生成する必要があります。この場合、[Create] を選択してから [OK] をク
リックしてください。仮想マシンのパワーオンプロセスが続行されます。
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コピー元の仮想マシンを仮想マシンのテンプレートとして使用している場
合、コピーのパワーオン時に常に新しいUUID を生成するように設定するこ
とができます。仮想マシンの構成を終えて、テンプレートとして使用する準
備ができたら、その仮想マシンを新しいロケーションに移動してからパワー
オンします。パワーオン後にメッセージが表示されたら、[Always Create] を
選択してから [OK] をクリックしてください。仮想マシンのパワーオンプロ
セスが続行されます。これで、仮想マシンが移動される度に新しい UUID が
生成されるように設定されました。仮想マシンをパワーオフし、テンプレー
トとして、この仮想マシンを別のロケーションにコピーします。

仮想マシンを何回も移動する予定であり、その度に同じ UUID をそのまま使
用したいのであれば、[Always Keep] を選択してから [OK] をクリックしてく
ださい。 仮想マシンのパワーオンプロセスが続行されます。

注意 : [Always Keep] あるいは [Always Create] の設定を変更する場合、仮想
マシンをパワーオフしてからその構成ファイル (.vmx) を編集します。 以下
のいずれかを含む行を削除してください。

uuid.action = "create"　

または
uuid.action = "keep"

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、仮想マシンをコピーまたは移動したかどう
かに関係なく、仮想マシンがサスペンドされたときに使用されていた UUID
が仮想マシンをレジュームするときにそのまま使用されます。ただし、次に
仮想マシンを再起動するとメッセージが表示され、新しく UUID を生成する
か既存のUUID をそのまま使用するかを選択できます。 

仮想マシンにUUID を指定
必要があれば、特定のUUIDを仮想マシンに割当てることができます。この
場合、自動生成されるUUID値を上書きする必要があります。 UUID値を上書
きするには、仮想マシンをパワーオフしてから、その構成ファイル (.vmx) を
編集してUUIDパラメータの値を設定し直します。構成ファイルはテキスト
エディタを使って編集します。この行は以下のフォーマットになります。

uuid.bios = <uuidvalue>

UUID 値は二重引用符（" "）で挟みます。以下は、この構成行の一例です。
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、仮想マシンをパワーオンします。仮想
マシンが新しいUUID を使って起動します。
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WindowsでGSX Serverのイベントログ
を記録
GSX Server は、アプリケーションで発生したイベントに関する情報を
Windows ホストのイベントビューアに送信します。各イベントには独自の
識別子が付けられており、多様なイベントを自動ツールで処理する際に便利
です。

イベントビューアには、以下のイベントが送信されます。

• 仮想マシンの電源状態の変更 ー 仮想マシンのパワーオン、パワーオ
フ、サスペンド、レジュームが行われると、イベントビューアにログ
が作成されます。

• 仮想マシンのインベントリ (Inventory) への追加、インベントリからの削除

• GSX Server システムからの仮想マシンの削除

• GSX Server が生成したメッセージや警告とそれに対する応答 ー ユー
ザーの応答を必要とするメッセージや警告プロンプトがGSX Server に
よって生成される度に、そのメッセージや警告、ユーザーの応答がイ
ベントビューアにログとして記録されます。メッセージや警告とは、
GSX Server がアプリケーションに表示するヒント以外のダイアログ
ボックスです。 

イベントビューアにアクセスするには、[ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ イベ
ントビューア ] を選択してください。GSX Server のイベントは [ アプリケー
ション ] ログに表示されます。
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特定の仮想マシンあるいは全仮想マシンに対するログ情報の設定は、以下の
2つのオプションを変更することができます。

• eventlog.win.message=FALSE ー この設定を行うと、GSX Server に
表示されるダイアログボックスやメッセージイベントのログが記録さ
れなくなります。

• eventlog.win.register=FALSE ー この設定を行うと、電源状態の
変更イベントやインベントリにおける仮想マシンの追加、削除に対す
るログが記録されなくなります。

特定の仮想マシンに対して記録するログを変更するには、上記オプションの
いずれかあるいは両方を、該当する仮想マシンの構成ファイル (.vmx) に追
加してください。

ホスト上の全仮想マシンに対して記録するログを変更するには、デフォルト
で C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application Data
￥VMware￥VMware GSX Serverに保存されている GSX Serverの
config.iniファイルに、上記オプションのいずれかあるいは両方を追加し
てください。
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仮想マシン及びGSX Server ホストの
バックアップ
ここでは、以下の項目に分けて、仮想マシンとGSX Server ホストのバック
アップ方法に関して解説を行います。

• 仮想マシンでバックアップエージェントを使用 (P.139)

• ホストOS上で稼動するバックアップエージェントを使用 (P.139)

• GSX Server ホストのバックアップ (P.140)

• 仮想マシンをバックアップする際の注意点 (P.140)

仮想マシンでバックアップエージェントを使用
週 7日 24 時間、絶え間なくアップタイムが要求される仮想マシンをバック
アップする最良の方法は、各仮想マシンにバックアップエージェントをロー
ドする方法です。このエージェントは、バックアップサーバにネットワーク
経由で直接接続する必要があります。こうすれば、仮想マシン上の個別の
ファイルを完全にバックアップすることができ、ファイルを別々に復元する
ことが可能です。

サポートされているバックアップ構成
以下のバックアップソフトウェアは、仮想マシン内でDell PowerVault 120T
テープドライブ及びチャンジャを使って検証済みです。

• BrightStor ARCserve Backup version 9.0 ( ビルド 1868)

• Veritas Backup Exec 9、Service Pack 1

テープドライバはGeneric SCSI デバイスとして構成してください。仮想マシ
ンへのドライバの追加は、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮
想マシンにGeneric SCSI デバイスを追加」を参照してください。

注意 : 仮想マシンにゲストOS としてWindows がインストールされており、
BusLogic SCSI アダプタを使用するように構成されている場合、弊社Webサ
イト（www.vmware.com/download）でダウンロード可能な VMware BusLogic
ドライバを使用してください。

ホストOS上で稼動するバックアップエージェントを使用
GSX Server ホストで稼動するバックアップエージェントを使用する方法もあ
ります。この場合、vmware-cmdコマンドを含むバッチファイルで仮想マ
シンをサスペンド、レジュームすることによって、仮想マシンのバックアッ
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プを行います。仮想マシンをサスペンドすることによって、ホストのバック
アップソフトウェアが作業を完了するまで、仮想マシンのファイルに独占的
にアクセスできるようになります。

サスペンドに使用するバッチファイルには、以下の行を含めてください。
vmware-cmd <path_to_config>\<config>.vmx suspend

仮想マシンをサスペンドしたら、GSX Server ホストにインストールされてい
るバックアップエージェントを使って、その仮想マシンのディレクトリを安
全にバックアップできるようになります。

バックアップ作業が終了したら、仮想マシンを再開させるために、レジュー
ム用のバッチファイルを実行します。 バッチファイルには、以下の行を含め
てください。

vmware-cmd <path_to_config>\<config>.vmx start

これによって、仮想マシンがアクティブな稼動状態に戻ります。

仮想マシンが最初に格納されていたGSX Server ホスト以外のサーバで仮想
マシンを復元したい場合は、まず、その仮想マシンをシャットダウンしてく
ださい。この場合、サスペンド用バッチファイルの代わりに、仮想マシンを
パワーオフするバッチを実行します。

vmware-cmd <path_to_config>\<config>.vmx stop

サスペンド、ストップ、レジュームコマンドは、使用中のバックアップソフ
トウェアで通常利用可能なプリ /ポスト ジョブスクリプトで使用できます。 
Veritas Backup Exec 等のバックアップソフトウェアは、スケジュール設定さ
れたバックアップでプリ /ポスト バッチジョブを実行する機能を備えてい
ます。

GSX Server ホストのバックアップ
ある時点のGSX Server 環境全体を完全にバックアップするためには、GSX 
Server ホスト全体をバックアップしてください。ホスト上の全仮想マシンを
シャットダウンしてから、ホストと全仮想マシンのディレクトリをバック
アップします。ただし、このように作成されたバックアップから仮想マシン
のディレクトリを復元すると、仮想マシンもその時点に戻ってしまいます。
仮想マシン内の個別のファイルを復元することはできません。

仮想マシンをバックアップする際の注意点 
仮想マシンがパワーオンされている時に、GSX Server ホスト上でその仮想マ
シンのディレクトリをバックアップしないでください。ディレクトリをバッ
クアップする前に、その仮想マシンをサスペンドするか、シャットダウンす
る必要があります。
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仮想マシンの稼動中にバックアップを実行すると、仮想マシンがハングして
アクセス不可能になることがあります。

GSX Server ホストにオープンファイルエージェントをロードしても、稼動中
の仮想ディスクがギガバイト サイズの場合、バックアップの作業に必ずし
も信頼がおける訳ではありません。

バックアップ方法を決定したら、事前にその方法をテストし、それに関する
ドキュメントを作成しておくと、スムーズにバックアップを行うことができ
ます。

スクリプトの使用や vmware-cmdファイルの使用に関する情報は、弊社
Webサイト（www.vmware.com/support/developer）からダウンロード可能な
「VMware Scripting API マニュアル」の Appendix A を参照してください。
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VMware 管理インターフェイスの使用
GSX Server には、VMware Management Interface（管理インターフェイス ）
というウェブベースの管理ツールが付属してます。このツールでは以下の作
業が可能です。 

• 仮想マシンと仮想マシンが稼動するGSX Server ホストの状態を監視 

• そのホスト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 )

• 実際に管理を行うために、任意の仮想マシンに VMware Virtual Machine 
Console（仮想マシンコンソール）を接続

• 各仮想マシンに関する詳細情報（システム サマリー、ハードウェア情
報、接続中のユーザー、最近のイベントログ等）を確認

• 仮想マシン構成を変更

• 仮想マシンを作成、削除

• コンソールおよび管理インターフェイスのセッションを SSL で保護
（Administrator 及び root ユーザーのみ）

• 仮想マシンから送られた質問や通知メッセージに応答

VMware 管理インターフェイスを使用するには、ブラウザから管理する各仮
想マシンの全ユーザーに対して読み取り権限を設定しておいてください。セ
キュリティおよびGSX Server の詳細については、「仮想マシンとホストのセ
キュリティ保護 (P.125)」を参照してください。

VMware 管理インターフェイスを適切に表示するには、使用するブラウザの
種類やバージョンに関係なく、ブラウザでスタイルシートが有効になってい
る必要があります。

注意 : Windows Server 2003 システム上で Internet Explorer 6.0 を使って
VMware 管理インターフェイスを実行する場合、それがWindows Server 
2003 にインストールされたGSX Server ホストであっても、GSX Server ホス
トに接続されたWindows Server 2003 クライアント マシンであっても、管
理インターフェイスを利用するために特別な構成作業が必要となります。詳
しくは、「GSX Server で使用できるようにWebブラウザを設定 (P.74)」をご
覧ください。

VMware 管理インターフェイスが起動すると、最初に [Login] ページが表示
されます。ここで、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。
[Login] ページには、Windows ホストおよび Linux ホスト向けの VMware 仮
想マシンコンソールをダウンロードするためのリンクも表示されます。詳し
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くは、「VMware 仮想マシンコンソールのダウンロード (P.122)」を参照して
ください。
ユーザー名とパスワードが管理インターフェイスによって認証されると、
[Status Monitor] ページが表示されます。[Status Monitor] ページには、接続
先ホストサーバ上の全仮想マシンに関する詳細な情報が表示されます。この
ページは各仮想マシンの詳細ページにリンクされており、仮想デバイス、構
成オプションや最近のイベントの概要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。

これらのページは、90 秒ごとに自動的に再読み込みを行って更新されます。
管理インターフェイスから仮想マシンのサスペンドやレジューム、パワーオ
ン、パワーオフを行う前に、あるいはコンソールで電源操作を行った後に、
（念のため、操作の直前に同じ操作または競合する操作が別ユーザーによっ
て行われた場合に備えて）手作業でページを更新または再読み込みすること
をお勧めします。ページを更新するには、ページ上部の [Refresh] をクリッ
クしてください。

このセクションでは、以下の項目について解説します。

• VMware 管理インターフェイスにセッション時間を設定 (P.143)

• VMware 管理インターフェイスへのログイン (P.144)

• Status Monitor ページの使用 (P.146)

• 仮想マシンの構成 (P.152)

• Apache サーバと VMware 管理インターフェイス (P.162)

• VMware 管理インターフェイスからログアウト (P.163)

VMware 管理インターフェイスにセッション時間を設定
管理インターフェイスのセッションは、アイドル状態のまま 60分経過する
とタイムアウトされます。

Windows ホストの場合、この設定は C:￥Program Files￥VMware￥
VMware Management Interface￥htdocs￥init.pl に保存されている
vmware_SESSION_LENGTHという変数で指定します。この変数は何分に設
定しても構いません。また、vmware_SESSION_LENGTHを 0に設定すれ
ば、管理インターフェイスに対する全ユーザーのアクセスをブロックするこ
とができます。さらに vmware_SESSION_LENGTHを -1に設定すれば、
セッションをタイムアウトせずに継続させることができます。
Linux ホストでは、管理インターフェイス構成プログラム vmware-

config-mui.plを実行して、この設定を変更します。タイムアウトの時間
143



VMware GSX Server 運用ガイド
を 0に設定すれば、管理インターフェイスに対する全ユーザーのアクセス
をブロックすることができます。一方で、タイムアウトの時間を -1に設定
すれば、セッションをタイムアウトせずに継続させることができます。

VMware 管理インターフェイスへのログイン
VMware 管理インターフェイスを使用するには、Internet Explorer 5.5 または
6.0（6.0 を強く推奨）、Netscape Navigator 7.0、Mozilla 1.x のいずれかの対応
ブラウザが必要です。さらに、管理するサーバのホスト名または IPアドレス
を確認し、そのサーバ上で有効なユーザー名とパスワードを用意してくださ
い。

サーバには、同時に最大 8つの管理インターフェイス セッションが接続で
きます。

サーバに接続するURL は https://<hostname>:8333となります。

ホストマシン上のブラウザから管理インターフェイスに接続する場合は、
<hostname>として localhostが使用できます。

注意 : 管理インターフェイス セッションで SSL を無効にした場合、サーバに
接続するURLは http://<hostname>:8222となります。詳細については、
「リモートセッションのセキュリティ保護 (P.133)」を参照してください。SSL
を無効にすると、管理インターフェイスへの接続に
https://<hostname>:8333を使用していた場合、自動的に
http://<hostname>:8222にリダイレクトされます。

注意 : Netscape NavigatorかMozillaを使用する場合、詳細設定（[編集 ] - [ 設
定 ] - [ 詳細 ]）で JavaScriptとスタイルシートを共に有効にしておいてください。
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URL を入力すると、[Login] ページが表示されます。 

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

また、VMware 仮想マシンコンソールのインストールパッケージをダウン
ロードするためのダウンロードメニューも表示されます。パッケージをダウ
ンロードする方法については、「VMware 仮想マシンコンソールのダウン
ロード (P.122)」を参照してください。

［Login］ページで、ホストマシンの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] ページに関する情報は、「Status Monitor ページの使用 
(P.146)」をご覧ください。
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Status Monitor ページの使用
[Status Monitor] ページには 、ホストシステムのサマリー情報や、ホストが
認識し、ユーザーが閲覧するのに十分な権限を持っている全仮想マシンの一
覧など、VMware GSX Server ホストについての概要が表示されます。

VMware GSX Server ホストシステムについてのサマリー情報を表示
[System Summary] の箇所には、次の情報が表示されます。

• GSX Server ホスト上のプロセッサ数（仮想マシンによる平均プロセッサ
使用率、ホスト上のその他のプロセス、過去1分間のシステム全体の使
用率の総計を含みます）

• GSX Server ホスト上のメモリ容量（仮想マシンが使用しているメモリ
の平均容量、ホスト上のその他のプロセス、過去 1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）

ホスト上の仮想マシンに関するサマリー情報を表示
[Virtual Machines] の箇所には、ホストが認識し、ユーザーが閲覧するのに十
分な権限を持っている全仮想マシンの一覧が表示されます。仮想マシンが実
行中であれば、[Status Monitor] ページの仮想マシンの電源状態の箇所に ID
番号が表示されます。
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ここでは次の操作を行うことができます。

• VMware 仮想マシンコンソールで仮想マシンに接続 (P.149)

• 仮想マシンのハートビートを監視 (P.149)

• 仮想マシンに関する情報を表示 (P.150)

• VMware仮想マシンコンソールのダウンロード (P.122) （[Login]と[Status 
Monitor] ページ）

• VMware 管理インターフェイスから新規仮想マシンを作成 :「VMware 
GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください。（[Status Monitor]
ページのみ）

• VMware 管理インターフェイスを使って仮想マシンを削除 (P.164)

• GSX Server ホストの設定 (P.165) （[Options] ページのみ）

仮想マシンメニューの使用
仮想マシンメニューアイコン ( )、つまりターミナルアイコン ( ) の右側
の矢印をクリックすると、仮想マシンに対するオプション メニューが表示
されます。メニューには、次のコマンドが含まれます。これらのコマンドの
多くは、管理インターフェイスのボタンやその他の視覚的エレメントを使っ
て実行することもできます。

アクセス権限や仮想マシンの状態によっては、オプションが一部使用できな
い場合があります。 

• [Attach Console]　この仮想マシンに接続する VMware 仮想マシンコン
ソールを起動します。これは、  をクリックすることと同じです。この
オプションを使用するには、ホストにログインしていなければなりま
せん。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「Windows ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続」と
「Linux ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続」を参照して
ください。

注意 : Netscape と Mozilla ユーザーは必ず最初にコンソールのMIME タ
イプを定義してください。Internet Explorer の場合、コンソールのイン
ストール時に自動的に設定が行われます。詳細は、「VMware 仮想マシ
ンコンソールを起動するためにMIME タイプを設定 (P.184)」を参照し
てください。

• [Properties]　この仮想マシンに対する [Virtual Machine Overview] ペー
ジを新しいブラウザ ウィンドウに開きます。 これは [Display Name] 欄
で仮想マシン名のリンクをクリックすることと同じです。 
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• [Configure Hardware]　仮想マシンのハードウェア構成を変更する
[Hardware] ページを表示します。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る時にのみ変更することができます。仮
想マシンがパワーオンされている場合でも、取外し可能デバイスと仮
想ネットワークアダプタの変更は可能です。

詳しくは、「仮想マシンのハードウェアを構成 (P.154)」をご覧くださ
い。

• [Configure Options]　ゲストOSの種類、ディスプレイ名、サスペンド
状態ファイルの格納場所、及びスタートアップ /シャットダウン オプ
ション等、仮想マシンの構成を変更する [Options] ページを開きます。 
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
いる時にのみ変更することができます。

詳しくは、「一般的な仮想マシン構成オプションを設定 (P.156)」をご覧
ください。

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

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

• [Power On/Resume and Run Script]　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、その電源操
作に関連付けられたスクリプトを実行します。これは、電源状態の
ポップアップにある  をクリックすることと同じです。

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

• [Power Off]　スクリプトを実行したり、ゲストOSをシャットダウンし
たりすることなく、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。
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• [Reset]　スクリプトを実行したり、ゲストOS をシャットダウンしたり
することなく、仮想マシンを直ちにリセットします。これは物理コン
ピュータのリセットボタンを押すことと同じです。

• [Delete Virtual Machine]　仮想マシンとそのファイルを削除します (仮
想マシンがパワーオフされていることを条件とします )。詳しくは、
「VMware 管理インターフェイスを使って仮想マシンを削除 (P.164)」を
ご覧ください。

VMware 仮想マシンコンソールで仮想マシンに接続
特定の仮想マシンのデスクトップを見る必要がある場合、 VMware 仮想マシ
ンコンソールを実行して仮想マシンに接続することができます。ターミナル
アイコン ( ) をクリックし、コンソールを起動します。コンソールを接続
する方法についての詳細は、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「Windows ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続」と「Linux ホ
ストまたはクライアントから仮想マシンに接続」を参照してください。

仮想マシンの作成時に指定するゲストOSによって、ターミナルアイコンの
概観が多少異なります。 この視覚的なヒントは、例えばディスプレイ名では
ゲストOSが分かりづらい場合に、仮想マシンの識別に役立ちます。以下
は、管理インターフェイスに表示される異なる種類のターミナルアイコンを
説明したものです。

 ーWindows ゲスト OSであることを示します。

 ー Linux ゲスト OSであることを示します。

 ー FreeBSD ゲスト OSであることを示します。

 ー NetWare ゲスト OSであることを示します。

 ー MS-DOS 等、その他のゲスト OSであることを示します。

仮想マシンのハートビートを監視
[HB] の箇所には、 過去 1分間の仮想マシンによるハートビート数の平均受信
率を表す棒グラフが表示されます。ハートビートは、ゲストで稼動中のアプ
リケーションがゲストの他のアプリケーションのリソースを消費しているか
どうかに基づいて、ゲストOSの総括的な健全度を表すものです。

ハートビートは、VMware Tools 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。棒グラフのパーセンテージは、前回ページが更新され
る前の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に相対しま
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。一般的に、ハー
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トビートのパーセンテージがゼロに落ちた場合にのみ、仮想マシンまたはゲ
ストOSが異常であると考えます。

注意 : VMware Tools がインストールされなかったか、実行されていない場
合は、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。また、
メーターも無効になります。

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

• [Display Name] 欄のリンクは、仮想マシンのディスプレイ名を示しま
す。ディスプレイ名が指定されていない場合は、代わりに該当する仮
想マシンの構成ファイルへのパスがここに表示されます。 この欄には、
仮想マシンの電源状態と ( 稼動中の場合は )そのプロセス ID 及び仮想
マシン ID も表示されます。VMware Tools がインストールされていない
場合はその旨が注記されます。

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。

仮想マシンのリンクをクリックすると、その仮想マシンについての詳細
を見ることができます。[Virtual Machine Overview] ページが新しいブラ
ウザウィンドウに表示されます。詳細は、「 仮想マシンの構成 (P.152)」
を参照してください。

• [Up] 欄の値は仮想マシンの実行経過時間を示します。

• [% CPU] 欄の値は、前回ページが更新される前１分間の仮想マシンによ
るホストOSプロセッサ 容量の平均使用率を示します。より詳細なプ
ロセッサ情報は [Virtual Machine Overview] ページで確認できます。 

• [RAM] 欄の値は、前回ページが更新される前１分間の仮想マシンによる
メモリの平均使用量を示します。より詳細なメモリ情報は [Virtual 
Machine Overview] ページで確認できます。

一般的な操作
さらに、次のリンクが管理インターフェイスのほとんどすべてのページに表
示されます。

[Refresh]　このリンクは、現在のページを更新または再読み込みします。
他のユーザーとの競合を避けるため、管理インターフェイスで仮想マシンの
シャットダウン、サスペンド、レジューム、パワーオンなどの操作を行う前
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に、またコンソールからこれらの操作を行った後に、このボタンをクリック
してください。

[Help]　このリンクは、管理インターフェイスの現在のページに関する オン
ラインドキュメントにリンクされています。 

[Logout]　このリンクで管理インターフェイスからログアウトできます。ロ
グアウトは、[Status Monitor] と [Options] ページからのみ可能です。
[Logout] をクリックすると、[Login] ページに戻ります。「VMware 管理イン
ターフェイスからログアウト (P.163)」を参照してください。

[Close]　現在の管理インターフェイスウィンドウを閉じます。
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仮想マシンの構成
特定の仮想マシンの詳細情報を表示して、その構成を変更するには、[Status 
Monitor] ページの［Display Name］欄でその仮想マシンのリンクをクリッ
クしてください。すると、[Virtual Machine Overview] ページが新しいブラウ
ザウィンドウに表示されます。

[Virtual Machine Overview] ページには、仮想マシンに関する次の詳細情報が
表示されます。

• 仮想マシンの現在の電源状態 （オン、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（稼動中の仮想マシンに対するGSX Server 版の PID）

• 過去1分間の仮想マシンによるGSX ServerホストOSプロセッサの最小、
最大、平均使用率

• 過去 1分間の仮想マシンによるGSX Server ホストOSメモリの最小、最
大、平均使用量

• 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）

• 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。詳細につい
ては、「仮想マシンのハートビートを監視 (P.149)」を参照してくださ
い。

• 仮想マシンの IP アドレス
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• 仮想マシンのハードウェアと一般的な構成オプションを編集するため
のリンク。仮想ハードウェアを変更するには、[Hardware] をクリック
して [Hardware] ページを表示してください。。 仮想マシンの一般的な構
成オプションを変更するには、[Options] をクリックして [Options]
ページを表示してください。これらのページから、仮想マシンの構成
を変更することができます。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なければ変更できません。

• 仮想マシンにインストールされているゲストOS

• 仮想マシンに構成されている仮想プロセッサの個数

• 仮想マシンに割り当てられているメモリ容量

• GSX Server ホスト上の仮想マシン構成ファイルへのパス

仮想マシンの詳細情報を表示している時に行うことができる操作には、以下
のものがあります。

• 仮想マシンのハードウェアを構成 (P.154)

• 一般的な仮想マシン構成オプションを設定 (P.156)

• 構成ファイルを直接変更（上級ユーザー向け） (P.159)

• 接続中ユーザーの一覧を表示 (P.160)

• 仮想マシンイベントログを表示 (P.161)
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仮想マシンのハードウェアを構成
仮想マシン内の仮想ハードウェアを構成するには、[Hardware] タブをク
リックします。すると、[Hardware] ページが開きます。

[Hardware] ページには、仮想マシンの仮想ハードウェアが一覧表示されま
す。 これには、仮想ディスク、フロッピーや CD-ROM、DVD-ROMドライブ
等の取外し可能デバイス、仮想ネットワークアダプタ、仮想マシンに割当て
られているメモリ、ディスプレイ設定などの構成済みデバイスが含まれま
す。デバイス毎に詳細情報が表示され、仮想ハードウェア コンポーネント
毎に構成を行うことができます。

ほとんどのハードウェアは、仮想マシンがパワーオフされている時にのみ構
成を設定することができます。
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仮想マシンのハードウェアを表示している時に行うことができる操作には、
以下のものがあります。

• 管理インターフェイスから仮想ディスクを構成（「VMware GSX Server
仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから仮想マシンのメモリを構成（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから仮想ネットワークアダプタを追加、構成
（「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから仮想マシンのDVD-ROMあるいはCD-ROMド
ライブを構成（「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してく
ださい）。

• 管理インターフェイスから仮想マシンのフロッピードライブを構成
（「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから新しい仮想ディスクを追加（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから既存の仮想ディスクを追加（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから仮想ネットワークアダプタを追加、構成
（「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• DVD-ROM/CD-ROMドライブを管理インターフェイスから追加
（「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• フロッピードライブを管理インターフェイスから追加（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスからパラレルポートを追加 （「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスからシリアルポートを追加（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスからアウトプットファイルに接続（「VMware 
GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスからアプリケーションに接続（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスから２台の仮想マシンを接続（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。
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• 管理インターフェイスからUSB コントローラを追加（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスからGeneric SCSI デバイスを仮想マシンに追加
（「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

• 管理インターフェイスを使用してハードウェアを削除（「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」を参照してください）。

ページ上部のタブをクリックすると、仮想マシンに関するその他の情報を表
示できます。

一般的な仮想マシン構成オプションを設定
仮想マシンに関する基本的な情報を確認して変更を行うには、あるいは構成
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。
[Options] ページが表示されます。

[Options] ページには、以下の仮想マシン情報が表示されます。

• [Display Name]　仮想マシンを特定する際に便利です。

• [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

• [Suspend File Location]　サスペンド状態ファイルの格納場所。この
ファイルは、仮想マシンをサスペンドすると作成され、サスペンドさ
れた時点の仮想マシンの状態に関する情報を記録します。仮想マシン
が別の仮想マシンのサスペンド状態ファイルを上書きしてしまわない
ように、サスペンド状態ファイルの名前には自動的に .vmssサフィッ
クスが付けられます。
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• [Enable Logging]　ログの収集が有効になっているかどうかを示しま
す。

• [Run with Debugging Information]　仮想マシンの稼動中にデバッグ情
報を収集するかどうかを指定します。仮想マシンでトラブルが生じた
場合、このオプションを有効にすると便利です。収集されたデバッグ
情報を弊社サポートに提出していただければ、トラブルシューティン
グの参考となります。ただし、この設定を有効にすると、仮想マシン
のパフォーマンスが低下します。

• [At System Startup]　サーバの起動時に仮想マシンを起動するかどうか
を指定します。デフォルトでは、システムが起動しても仮想マシンは
自動的に起動しません。 

• [Continue Starting Other Virtual Machines After]　仮想マシンを起動し
た後、別の仮想マシンを起動するまでの待ち時間を指定します。仮想
マシンを起動する際の設定は、サーバ起動時にスタート、待ち時間な
し、指定した時間（分）だけ待ってからスタート、VMware Tools の起
動後にスタートのいずれかを選択できます。 

• [At System Shutdown, Attempt to]　サーバがシャットダウンする時の
仮想マシンのシャットダウン操作を設定します。システムシャットダ
ウン時の仮想マシンのシャットダウン オプションには、仮想マシンを
パワーオフ、ゲストOSをシャットダウン、仮想マシンをサスペンド、
が挙げられます。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
した後、別の仮想マシンを停止するまでの待ち時間を指定します。仮
想マシンを停止する際の設定は、システムデフォルト（「仮想マシン向
けにスタートアップ /シャットダウン オプションを設定 (P.166)」を参
照ください）、待ち時間なし、指定した時間（分）だけ待ってから停止
のいずれかを選択できます。

• [Verbose Options]　手動で構成ファイルのエントリを入力、変更する
ことができます。詳しくは、「構成ファイルを直接変更（上級ユーザー
向け） (P.159)」をご覧ください。
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構成オプションの変更
前ページのオプションは、以下の手順で変更します。

1. 仮想マシンをパワーオフしてから [Edit] をクリックすると、[Options 
Configuration] ページが表示されます。

注意 : ディスプレイ名は、仮想マシンが稼動中でも変更できます。

2. ディスプレイ名を変更するには、[Display Name] フィールドに新しい名
前を入力します。

3. ゲストOSを変更するには（仮想マシンにインストールされているゲス
トOSをアップグレードする場合等）、[Guest Operating System] リスト
で新しいゲストOSを選択してください。

4. サスペンド状態ファイルの格納場所を変更するには、[Suspend File 
Location] フィールドにホスト上のディレクトリへのパスを入力してく
ださい。

5. 仮想マシンに対してログを作成するかどうかのオプションを変更する
には、[Enable Logging check] ボックスにチェックマークを付けるか
（有効になります）、チェックマークを外して（無効になります）くだ
さい。

6. 仮想マシンの実行中にデバッグ情報を収集するかどうかのオプション
を変更するには、[Run with Debugging Information] ボックスにチェッ
クマークを付けるか（有効になります）、チェックマークを外して（無
効になります）ください。

7. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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構成ファイルを直接変更（上級ユーザー向け）
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、変更する必要がある場合、[Options] タブ
から仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を編集することが可能です。

注意 : ユーザードキュメントに構成ファイルへ追加する特定オプションが
記載されている場合、あるいは仮想マシン上のトラブルを解決するために弊
社サポートに連絡を取られている場合を除き、構成ファイルにオプションを
追加したり、ファイルのオプションを変更したりしないでください。

構成ファイルにオプションを追加するには、必ずその仮想マシンのユー
ザー、またはその仮想マシンを変更する権限を持つユーザー（Administrator
または root ユーザー等）として管理インターフェイスにログインしてくだ
さい。 仮想マシンはパワーオフしておいてください。

1. [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックすると、[Options]
ウィンドウが表示されます。

2. [Add] をクリックします。

3. プロンプト画面が表示されますので、オプション名を入力してから
[OK] をクリックしてください。
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4. 別のプロンプト画面が表示されますので、指定したオプションに対す
る値を入力してから [OK] をクリックします。

5. [Options] ウィンドウで [OK] をクリックし、変更を構成ファイルに保存
します。

構成ファイルのオプションを変更するには、次の作業を行ってください。

1. [Verbose Options] 欄で該当するリンクをクリックすると、[Options]
ウィンドウが表示されます。

2. 変更するオプションを探し、オプション右側の入力フィールドでその
オプションの値を変更します。

3. [OK] をクリックして変更を保存し、[Options] ウィンドウを閉じます。

接続中ユーザーの一覧を表示
コンソールや VMware Scripting API 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。

[Remote Console Connections] 欄の一覧では、コンソールまたは VMware 
Scripting API 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、ユーザーのアクティビティの状態が表示されます。

注意 : コンソールから実行中の仮想マシンに接続中のユーザーを確認する
には、[VM] - [Connected Users] を選択してください。
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[Permissions] の箇所には、現在のユーザーの仮想マシンに対する権限が表示
されます。次の権限に対して許可 (Allow)、拒否 (Denied) のいずれかが表示
されます。

• [View virtual machine status] （仮想マシンのステータスの確認）

• [Modify virtual machine configuration] （ 仮想マシンの構成の変更）

• [Controlling virtual machine] （ パワーオン、パワーオフ、サスペンド、
レジュームといった仮想マシンの制御）

仮想マシンイベントログを表示
仮想マシンのイベントログを最新のものから 25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。[Users and Events]
ページが表示されます。
161



VMware GSX Server 運用ガイド
[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、GSX Server からの質問、エラー、仮想
マシンのパワーオンやパワーオフといったイベントが含まれます。イベント
は新しいものから順に表示されます。

イベントログは、仮想マシンの構成ファイル向けログファイルからデータを収
集します。このファイルは、デフォルトでその仮想マシンのフォルダ
（Windowsホストでは <installdrive>:￥Virtual Machines￥<guestOS>、
Linux hostホストでは、/var/lib/vmware/Virtual Machines/<guestOS>）
に保存されます。

管理インターフェイス内で行ったアクションによって、ユーザーが応答しな
ければ先に進むことができないメッセージを仮想マシンが生成した場合、
[Display Name] 欄にメッセージの入力待ちである旨が表示されます。そのリ
ンクをクリックすると、ポップアップウィンドウが現れて応答を求められま
す。応答するとポップアップウィンドウは閉じます。この種のイベントは
[Events] リストに表示されます。

ログには、イベントが発生した日付と時刻、イベントの説明が表示されま
す。イベントには、発生したイベントの種類を表す記号が付けられているこ
とがあります。

 ー 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。

 ー 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。

注意 : Windows ホストでは、ホストOS 自身のイベントログが仮想マシン
ンの電源操作やGSX Server のメッセージ、仮想マシンに表示されるプロン
プトに対する応答を記録します。詳しくは、「Windows で GSX Server のイ
ベントログを記録 (P.137)」をご覧ください。

Apache サーバと VMware 管理インターフェイス
Linux 向けの GSX Server では、VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）と一緒に Apache サーバがインストールされます。以下に挙
げるのは、Apache サーバを起動、停止、再起動するコマンドです。

これらのコマンドを使用するには、まず root（su -）ユーザーとしてログ
インしてから、ターミナルセッションを開始してください。
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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

VMware 管理インターフェイスからログアウト
VMware 管理インターフェイスからログアウトする準備ができた時点で、
[Status Monitor] または [Options] ページにある［Logout］ボタンをクリック
します。この際、本当にログアウトするかどうかの確認メッセージが表示さ
れます。ログアウトしても、この管理インターフェイスから開いたホスト上
の仮想マシンやコンソールには影響しません。

VMware 管理インターフェイスのセッションは、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。
この設定を変更するには、「VMware 管理インターフェイスにセッション時
間を設定 (P.143)」をご覧ください。
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仮想マシンの削除
仮想マシンを削除できるのは、Administrator か root の権限を持つユーザー
だけです。特定の仮想マシンが必要でなくなった場合や、ホスト上のディス
クスペースを解放したい場合、仮想マシンを削除できます。

仮想マシンを削除すると、関連付けられた（つまり、同じディレクトリに格
納された）ファイルとそのディレクトリも削除されます。これらのファイル
には、構成ファイル（.vmxファイル）、ログファイル、nvramファイル、
サスペンド状態ファイル及びスナップショットファイルが含まれます。

仮想ディスクも、ホスト上の別の仮想マシンに関連付けられていないものに
ついてはすべて削除されます。ディスクファイルや他のファイルが残ってい
ない限り、これらのファイルが格納されていたフォルダやディレクトリも削
除されます。 

仮想マシンは、VMware Virtual Machine Console （仮想マシンコンソール）
と VMware Management Interface（管理インターフェイス）から削除できま
す。詳細は、以下のセクションを参照してください。

• VMware 仮想マシンコンソールを使って仮想マシンを削除 (P.164)

• VMware 管理インターフェイスを使って仮想マシンを削除 (P.164)

VMware 仮想マシンコンソールを使って仮想マシンを削除
仮想マシンを削除するには、その仮想マシンをパワーオフしておく必要があ
ります。次に削除する仮想マシンのタブを選択するか、インベントリからそ
の仮想マシンを指定し、[VM] - [Delete from Disk] を選択します。確認の画面が
表示されますので [Yes] をクリックすると、その仮想マシンが削除されます。

VMware 管理インターフェイスを使って仮想マシンを削除
仮想マシンを削除するには、次の手順に従ってください。

1. VMware 管理インターフェイスで削除したい仮想マシンを検索し、仮想
マシンがオンになっている場合はパワーオフしてください。 サスペンド
中の場合は、一旦レジュームしてからパワーオフします。

2. 仮想マシンメニューにアクセスします。ターミナルアイコン (  ) の右
にある矢印をクリックしてください。

3. ［Delete Virtual Machine］を選択します。これによって仮想マシンファ
イルが全て削除される旨を告げるメッセージが表示されます。[OK] を
クリックすると、GSX Server がその仮想マシンを削除します。

注意 : この仮想マシンを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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GSX Server ホストの設定
GSX Server ホストの設定には、以下の内容が含まれます。

• リモート接続を SSL でセキュリティ保護 (P.165)

• 仮想マシン向けにスタートアップ /シャットダウン オプションを設定 
(P.166)

• VMware GSX Server ホストのユーザー設定を指定 (P.172)

• VMware GSX Server のグローバル設定を指定 (P.177)

• ネットワークラベルの作成 (P.181)

• VMware 仮想マシンコンソールを起動するためにMIME タイプを設定 
(P.184)

リモート接続を SSL でセキュリティ保護
VMware 管理インターフェイスのセッション及び VMware 仮想マシンコン
ソールの接続は SSL を使ってセキュリティ保護が可能です。SSL に関する詳
細は、「リモートセッションのセキュリティ保護 (P.133)」をご覧ください。

コンソール接続に対する SSL は、コンソール自身から有効にすることがで
きます。詳しくは、「VMware 仮想マシンコンソール接続の SSL の有効化 
(P.180)」をご覧ください。

管理インターフェイスから SSLを設定するには、次の手順に従ってください。

1. VMware 管理インターフェイスに Administrator (Windows ホスト ) か
root ユーザー (Linux ホスト ) としてログインします。

2. [Status Monitor] ページで [Options] タブをクリックすると、[Options]
ページが表示されます。
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3. [Security Settings] をクリックすると [Security Settings] ページが表示さ
れます。

4. 管理インターフェイスのセッションをセキュリティ保護するには、
[Use Secure Sockets Layer (SSL) to encrypt management interface 
sessions] チェックボックスにチェックマークを付けてください。

5. コンソール接続をセキュリティ保護するには、[Use Secure Sockets 
Layer (SSL) to encrypt remote console connections] チェックボックスに
チェックマークを付けてください。

注意 : 管理インターフェイス向けの SSL 設定を変更するとログアウト
してしまいますので、再びログインする必要があります。

6. 設定を保存するには [OK] をクリックしてください。

SSL を有効にすると、VMware 管理インターフェイスを実行しているブ
ラウザのステータスバーと VMware 仮想マシンコンソールのステータ
スバーに錠のアイコンが表示されます（ローカルホスト上でコンソー
ルが仮想マシンに接続している場合は例外です）。

管理インターフェイス向けの SSL 設定を変更すると、自動的にログア
ウトしてしまします。再びログインすると、ブラウザでセキュリティ
証明書を受け付けるように促す画面が表示されます。

仮想マシン向けにスタートアップ/シャットダウン オプション
を設定
ホストOSの起動 /シャットダウン時に仮想マシンを起動 /シャットダウン
するかどうかをホストで設定することができます。
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1 台の仮想マシンを起動 /停止した後に次のマシンを起動 /停止するまでの
間隔も設定することができます。これによって、複数のゲストOSを同時に
起動 /停止する際に大量のプロセッサ及びメモリ容量が要求されホストに過
負荷が生じる事態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指定することもできます。

ホストは、デフォルトで自動的に仮想マシンを起動、停止するように設定さ
れています。グローバル設定や各仮想マシンに対する設定は、カスタマイズ
することができます。 1 台の仮想マシンに対する設定をカスタマイズするに
は、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「ホストの起動 /終了時に
仮想マシンをパワーオン /オフ」をご覧ください。

システム全体の仮想マシンのスタートアップ /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 Shut Down Virtual Machines]　システムと同時に仮想マ
シンを起動、停止するかどうかを指定します。このオプションを有効
にすると、デフォルトのスタートアップ /シャットダウン ポリシー
（ホストの起動時に仮想マシンはパワーオンされませんが、ホストの
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）がシ
ステム上の全仮想マシンに適用されます。スタートアップ /シャット
ダウン ポリシーは、仮想マシン毎に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対してス
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]　1台の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（分）を指定します。
ここでは、待たずに次の仮想マシンを起動、指定した時間（分）だけ
待ってから起動、カレントな仮想マシンで VMware Tools がスタートし
てから起動、のいずれかを指定できます。

• [Attempt to Continue Stopping Virtual Machines After]　1台の仮想マ
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（分）
を指定します。 ここでは、待たずに各仮想マシンを停止、指定した時間
（分）だけ待ってから次を停止、のいずれかを指定できます。
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システムの構成設定の有効化
システム規模で仮想マシンに対するこの構成設定を有効にするには、次の手
順に従ってください。

1. VMware 管理インターフェイスにAdministrator （Windows ホスト向け
のGSX Server）または root ユーザー（Linux ホスト向けの GSX Server）
としてログインします。

2. [Status Monitor] ページで [Options] タブをクリックすると、[Options]
ページが表示されます。

3. [Virtual Machine Startup and Shutdown] をクリックすると、[ Virtual 
Machine Startup and Shutdown] ページが表示されます。
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4. [System Configuration] の箇所で [Edit] をクリックしてください。
[System Startup and Shutdown Defaults] ページが表示されます。

5. 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ます。

6. 1 台の仮想マシンを起動した後にGSX Server が別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
行ってください。

• 次の仮想マシンが起動するまでの待ち時間を指定するには、
[Continue Starting Virtual Machines After] リストで該当する時間（分）
を指定するか、待たずに次の仮想マシンを起動するオプションを選
択してください。リストに表示されている以外の時間を指定したい
場合は [Other] を選択し、表示される画面に時間（分）を入力しま
す。ホストのプロセッサとメモリに過剰な負荷をかけるのを防ぐた
め、仮想マシンの起動には時差を設けることをお勧めいたします。

• 仮想マシンで VMware Tools がスタートするのを待ってから次の仮想
マシンを起動する場合は、[when VMware Tools starts] をクリックし
てください。指定した時間が経過しても VMware Tools が起動しない
場合は、GSX Server が次の仮想マシンを起動します。

7. 1 台の仮想マシンを停止した後にGSX Server が別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] リストで該当する時間（分）を指定するか、待
たずに次の仮想マシンを停止するオプションを選択してください。
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[Other] を選択した場合は、プロンプト画面が表示されますので、そこ
に待ち時間を分単位で指定してください。ホストのプロセッサとメモ
リに過剰な負荷をかけるのを防ぐため、仮想マシンの停止には時差を
設けることをお勧めいたします。

8. [OK] をクリックして設定を保存します。

9. [Close Window] をクリックして管理インターフェイスの [Options] ペー
ジに戻ります。

仮想マシンの起動順序を指定
システムと同時に仮想マシンが起動 /停止するかどうかを指定したら、仮想
マシンが起動 /停止する順番を設定できます。これによって、各仮想マシン
がスタートアップ /シャットダウンを行う順番をシステム規模で指定できま
す。仮想マシンの起動順序を設定すると、各仮想マシンは以下の順序に従っ
て起動、停止します。

• [Specified Order]　起動 /停止する順に仮想マシンを一覧表示します。

• [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
します。

パワーオンしたユーザーとして稼動するように仮想マシンが構成されている
場合、その仮想マシンに対して起動順序を指定することはできません。起動
順序を指定するのであれば、仮想マシンがローカルシステムアカウントある
いは特定ユーザーとして稼動するように構成しておいてください。
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仮想マシンの起動順序を変更
仮想マシンの起動順序を変更するには、[Startup Sequence] の箇所の [Edit]
をクリックしてください。[Virtual Machine Startup Sequence] 構成ページが
現れ、システム上の仮想マシンが表示されます。

ホスト上の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。仮想マシンを
選択すると、ナビゲーション用の矢印が強調表示されるようになりますの
で、その矢印を使って 3つのリスト間で仮想マシンを移動させます。各仮
想マシンは、次のいずれかのオプションに設定することができます。

• [Other]　システムのスタートアップ/シャットダウン時にデフォルトの
起動 /停止ポリシーを使用するように設定されている仮想マシンを一
覧表示します。

• [Specified Order]　設定されている起動順序で仮想マシンを一覧表示し
ます。仮想マシンの停止順序は仮想マシンの起動順序と逆になります。
つまり、システム起動時に最後に起動した仮想マシンが、システムの
シャットダウン時には最初に停止します。起動順序を指定するには、
仮想マシンを選択してから、矢印を使ってリスト内で上下に移動させ
てください。

• [Any Order]　起動/停止の順序が特に設定されていない仮想マシンを一
覧表示します。システムと同時に起動 /停止させたいけれども特定の
順序を設定する必要がない仮想マシンは、このカテゴリーに移動させ
てください。このカテゴリーの仮想マシンは、[Specified Order] リスト
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に表示されている仮想マシンが全て起動 /停止するまで、起動 /停止を
行いません。

システムの構成設定の無効化
システム規模でこの構成設定を無効にするには、次の手順に従ってくださ
い。

1. [System Configuration] の箇所で [Edit] をクリックすると、[System 
Startup and Shutdown Defaults] ページが表示されます。

2. [Start Up and Shut Down Virtual Machines] チェックボックスの選択を解
除してから [OK] をクリックします。 

3. [Close Window] をクリックして管理インターフェイスの [Options] ペー
ジに戻ります。

VMware GSX Server ホストのユーザー設定を指定
[Preferences] ダイアログボックスでは、コンソールで実行中の全仮想マシン
に適用される様々な設定を変更できます。 ここで指定する設定は、その時点
でホストコンピュータにログインしているユーザーに適用されます。同じコ
ンピュータ上で他のユーザーが行った設定には影響しません。これらの設定
は、root や Administrator ユーザーだけでなく、一般のユーザーも変更する
ことができます。

設定を変更するには、[Edit] - [Preferences] を選択してください。
[Preferences] ダイアログボックスが表示されます。

[Workspace] を設定
[Workspace] タブでは、コンソールを開く度に仮想マシンを仮想マシンディ
スプレイに表示するかどうかを指定します。Windows ホストでは、接続時
にコンソールの [Login] ダイアログボックスにホスト及びユーザー名を表示
するかどうかを指定できます。また、GSX Server がソフトウェアのアップ
デートをチェックする頻度も指定できます。
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[Remember opened virtual machines between sessions] チェックボックスを
選択すると、次回コンソールを開いた時に、仮想マシンディスプレイに、開
いている各仮想マシンのタブが表示されます。仮想マシンは、以下の条件が
共に満たされた場合に「開いている」とみなされます。

• 仮想マシンが開かれた状態で残されている。

• 仮想マシンが一旦パワーオンされてからパワーオフあるいはサスペン
ドされている。

[Remember visited hosts between sessions] チェックボックスを選択すると、
前回のコンソールセッションで接続したGSX Server ホストの名前がコン
ソールの [Login] ダイアログボックスに表示されます。記憶させているホス
トの一覧を削除するには、[Clear Host List] をクリックしてください。

[Remember user names between sessions] チェックボックスを選択すると、 
前回のコンソールセッションの接続中に使用したユーザー名がコンソールの
[Login] ダイアログボックスに表示されます。記憶させているユーザー名の
一覧を削除するには、[Clear User Names List] をクリックしてください。

GSX Server ソフトウェアを自動的にアップデート
GSX Server は、本製品のアップデートが存在するかどうかを自動的にチェッ
クします。デフォルトでは、週 1回の頻度でコンソールの起動時にチェッ
クが行われます。また、[Help] - [Check for Updates on the Web] を選択すれ
ば、ユーザー自身が必要に応じていつでも確認を行うことができます。自動
チェックの頻度を変更したり、手動による確認のみに切替えることも可能で
す。

[Edit] - [Preferences] - [Workspace] を選択してから、[Check for software 
updates] ドロップダウンリストでチェックを行う頻度を指定してください。

この設定は、[never]（チェックを行わない）、[manual]（手動でアップデー
トをチェック）、[daily]（毎日）、[weekly]（毎週）、[monthly]（毎月）から選
択することができます。

プロキシサーバが使用されている環境で、GSX Server を Windows ホストで
実行する場合、ご使用のブラウザがプロキシサーバ経由でインターネットに
接続するように構成しておいてください。

プロキシサーバが使用されている環境で、GSX Server を Linux ホストで実行
する場合、そのプロキシサーバが使用するサーバ名とポート番号を使って
http_proxyを構成しておいてください。 
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[Input] 設定の変更
[Input] タブでは、仮想マシンがキーボード及びマウスのコントロールを取
得する方法を決定することができます。

注意 : [Grab when cursor enters window] オプションを選択すると、特定の
仮想マシンで作業中にマウスのポインタを一時的に仮想マシンのウィンドウ
の外に移動したような場合、作業中の仮想マシンウィンドウにポインタを容
易に戻すことができます。マウスのポインタに対するコントロールは、GSX 
Server がフォアグランド（アクティブアプリケーション）の場合にのみ取得
することができます。また、ホットキーの組み合わせ（デフォルトは
<Ctrl> - <Alt>）を使ってマウスのポインタを解放した場合、再びマウスの
ポインタに対するコントロールをGSX Server に戻すには、仮想マシンの
ウィンドウ内をクリックする必要があります。

以下の入力設定を指定することができます。

• [Grab keyboard and mouse input on mouse click]　仮想マシンのコン
ソールウィンドウ内で最初にマウスボタンを 1度クリックすると、GSX 
Server でキーボードとマウスのコントロールが有効になります。 

• [Grab keyboard and mouse input on key press]　最初にキー入力を行
うと、GSX Server でキーボードとマウスのコントロールが有効になり
ます。 この最初のキー入力も仮想マシンに送信されます。仮想マシンの
コンソールウィンドウがアクティブで、このオプションが選択されて
いる場合、通常のアプリケーション及びシステムアクセラレータの
キーシーケンスは使用できません。 

• [Ungrab when cursor leaves window]　マウスのポインタが仮想マシン
のコンソールウィンドウの外に出ると、マウスのコントロールがホス
トOSに引き渡されます。これはフルスクリーンモードには適用されま
せん。仮想マシンとホストOS間で入力切替をシームレスに行いたい場
合は、このオプションを選択してください。
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• [Hide cursor on ungrab]　マウスがホストOSでコントロールされてい
る場合、ゲストOSのマウスのポインタは表示されません。このオプ
ションは、ゲストOSとホストOSが同じ場合、特に効果的です。マウ
スを動作させた時に 2つの同じマウスポインタの内どちらが動作する
かを考える必要がなくなり、混乱を避けることができます。

• [Grab when cursor enters window]　マウスのポインタが仮想マシンの
コンソールウィンドウ内に入ると、マウスのコントロールがゲストOS
に引き渡されます。これはフルスクリーンモードには適用されません。

• [Enable copy and paste to and from virtual machine]　ホストと仮想マ
シンで、あるいは仮想マシン間でテキストのコピーと貼り付けを行う
ためのオプションです。2つのオペレーティングシステムのクリップ
ボードが相互にやり取りを行います。ゲストOSのマウスのポインタが
コンソールウィンドウの外に出ると、ゲストOSのクリップボードの内
容がホストOSのクリップボードにコピーされます。同様に、ホスト
OS のマウスのポインタがコンソールウィンドウに引き渡される度に、
ホストOSのクリップボードの内容がゲストOSのクリップボードにコ
ピーされます。仮想マシンに対してコピーと貼り付けを無効にするこ
とも可能です。

注意 : 現時点では、Red Hat Linux 7.0 ～ 7.3 と Windows2000 間でコ
ピーと貼り付けを実行することはできません。ホストかゲストの いず
れが該当するオペレーティングシステムであっても、不可能です。

注意 : カーソルオプションを理解するには、色々と設定を試してみるのが
最も良い方法です。このオプションは、ウィンドウモードの際のマウスポイ
ンタの動作を規定するものです。ウィンドウモードとは、仮想マシンがフル
スクリーンモードではなく、コンソールウィンドウに表示されており、 ホス
トOSのデスクトップを見ることができる状態を指します。
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[Hot Key] を設定
[Hot Key] タブでは、キーの組合わせを変更して、特定のキーの組み合わせ
（<Ctrl>、<Alt> 及び <Shift> キーと他のキーとの組合わせ）がゲストOS に
送信されるのか、GSX Server で受信されるのかを決定することができます。

デフォルトの<Ctrl>-<Alt> の組合わせが、同じホットキーの組合わせを使
用するホスト上の別のアプリケーションと衝突する場合など、カスタマイズ
して独自のホットキーの組合わせを作成することができます。

例えば、<Ctrl>-<Alt>-<Delete> がゲスト OS に送信されずに GSX Server に
よって途中で受信されてしまう事態を防ぐ必要がある場合、<Ctrl>-<Alt>-
< キー >から <Ctrl>-<Shift>-<Alt>-< キー >にホットキーの組合わせを変
更することが可能です。

別の例として、コンソールを実行中のマシンに接続するために PC Anywhere
を使用している場合を考えてみてください。 コンソールの接続先の仮想マシ
ンがフルスクリーンモードの時に、別のアプリケーションを動作させる必要
があるとします。 通常、ウインドウモードに戻るには<Ctrl>-<Alt> を押しま
すが、 PC Anywhere も <Ctrl>-<Alt> キーの組合わせを処理するため、GSX 
Server がこのキーの組み合わせを受信することができません。 従って、フル
スクリーンモードを終了させるには、代わりのホットキーの組合わせを使う
必要があります。 

注意 : <Ctrl>-<Alt> は、GSX Server にマウスとキーボードの入力を解放（ア
ングラブ）するように促すキーの組み合わせです。このため、<Ctrl>-<Alt>
を含む組合わせはゲストOSには送信されません。この組合せを使用する必
要がある場合、例えば仮想マシンで Linux の作業領域を切り替えるために 
<Ctrl>-<Alt>-<Fkey> を使用する場合などは、<Ctrl>-<Alt>-< スペース >を
押し、 <Ctrl>-<Alt> を押したまま<スペース>を放してから、ゲストに送信
したいキーの組合せの３番目のキーを押してください。
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また、独自のカスタム ホットキーの組合せを作成することも可能です。
[Custom] を選択してから、<Ctrl>、<Alt>、<Shift> キーの組合せを指定し
ます。各キーに対して、以下のオプションを選択してください。

• [Down]　ホットキーの組合せとしてキーを押します。

• [Up]　ホットキーの組合せとしてキーを押しません。

• [Don't care]　キーは押しても、押さなくても構いません。

VMware GSX Server のグローバル設定を指定
[Host Settings] ダイアログボックスでは、VMware GSX Server 自身に適用さ
れる様々な設定を変更することができます。

設定を変更するには、[Host] - [Settings] を選択します。この設定を変更する
には、root あるいは Administrator の権限が必要です。 

仮想マシンの作成先の指定
[General] タブを使えば、このホスト上で作成する全仮想マシンのデフォル
トロケーションを指定することができます。

GSX Server がデフォルトで使用するディレクトリは、 [Default location for 
virtual machines] の箇所に表示されます。別のディレクトリを設定するに
は、そのパスを入力するか [Browse] をクリックして使用したいディレクト
リを探してください。仮想マシンが新規作成される度に、ここで指定する
ディレクトリの下に仮想マシンのディレクトリが作成されます。 

Windows ホストでは、新しく作成される仮想マシンが格納されるフォルダ
はデフォルトで <installdrive>:￥Virtual Machinesとなっていま
す。

Linux ホストでは、新しく作成される仮想マシンの格納場所はデフォルトで
/var/lib/vmware/Virtual Machinesとなっています。
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ホストのメモリを仮想マシンに予約
[Memory] タブでは、 実行中の全仮想マシンに割当可能な予約メモリ量を調
整することができます。

[Memory] タブの設定は、実行中の仮想マシンの種類やホストコンピュータ
にログインしているユーザーに関係なく適用されます。

メモリと仮想マシンに関する詳細は、「メモリ使用上の注意 (P.215)」と
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンにメモリを割り当
て」を参照してください。

仮想マシン プロセスのプライオリティを調整（Windows ホストのみ） 
Windows 向けの GSX Server では、マウスとキーボードの入力コントロール
が特定の仮想マシンに引き渡されている（あるいは引き渡されていない）時
にWindows プロセススケジューラが仮想マシンに与えるプライオリティを
設定することができます。

各仮想マシン及びホストコンピュータで行う作業の相対的なプライオリティ
に基づいてこの設定を調整すれば、システムの全体的なパフォーマンスを改
善することができます。 

[Priority] タブの設定は、その時ホストコンピュータにログインしているユー
ザーに対して全仮想マシンに適用されます。コンピュータの別のユーザーの
設定には影響しません。

Linux ホストには、このような設定はありません。
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プライオリティを設定するには、[Host Settings] ダイアログボックスで
[Priority] タブをクリックしてください。

仮想マシン構成のローカル設定がグローバル設定を上書きする場合を除き、
ここで行ったプライオリティ設定はすべての仮想マシンに適用されます。 特
定の仮想マシンの設定を変更してグローバル設定を上書きするには、変更を
行う仮想マシンを開いてから [VM] - [Settings] を選択し、[Options] タブをク
リックします。次に、[Advanced] を選択し、[Process priorities] の箇所にあ
るドロップダウンリストを使って、その仮想マシンに対する設定を行いま
す。

プロセススケジューリングのプライオリティとして、low、normal、high の
3 つの内いずれかを設定することが可能です。通常、ホスト上のプロセスは
normal プライオリティで実行されます。仮想マシンのプライオリティを
lowに設定すると、その仮想マシンには同一ホストの他のプロセスより低い
プライオリティが与えられます。仮想マシンのプライオリティを normal に
設定すると、その仮想マシンは同一ホストの他のプロセスと同等に扱われま
す。仮想マシンのプライオリティを high に設定すると、その仮想マシンは
同一ホストの他のプロセスより優先されます。

GSX Server では、仮想マシンがキーボードとマウスの入力コントロールを取
得、解放する際にプロセススケジュールのプライオリティを自動的に変更す
るオプションが用意されています。入力コントロールの切替に関する詳細情
報は、「[Input] 設定の変更 (P.174)」をご覧ください。

以下の 4つの設定が可能です。

• [high - normal]： GSX Server が入力コントロールを取得している時は、
GSX Server にホスト上のその他のプロセスより高いプライオリティが
与えられます。入力コントロールがGSX Server にない場合、GSX 
Server はホスト上のすべてのプロセスと同等のプライオリティで実行
されます。
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• [high - low]： GSX Server が入力コントロールを取得している時は、GSX 
Server にホスト上のその他のプロセスより高いプライオリティが与え
られます。入力コントロールがGSX Server にない場合、GSX Server は
ホスト上のその他のプロセスより低いプライオリティで実行されます。 

• [normal - normal]：GSX Server が入力コントロールを取得している時は、
GSX Server にホスト上のすべてのプロセスと同等のプライオリティが
与えられます。入力コントロールがGSX Server にない場合も、GSX 
Server はホスト上のすべてのプロセスと同等のプライオリティで実行
されます。

• [normal - low]： GSX Server が入力コントロールを取得している時は、
GSX Server にホスト上のすべてのプロセスと同等のプライオリティが
与えられます。入力コントロールがGSX Server にない場合、 GSX Server
はホスト上のその他のプロセスより低いプライオリティで実行されま
す。

GSX Server に設定されるデフォルトのプロセスプライオリティは [normal - 
normal] です。

VMware 仮想マシンコンソール接続の SSL の有効化
[Connections] タブでは、ネットワーク経由のコンソール接続に対して SSL
を有効にすることができます。

コンソールを使ってコンソール接続に対する SSL を有効にするには、
[Connections] タブで [Use SSL for Console communications] チェックボック
スにチェックマークを付けてください。

SSL に関する詳細情報は、「リモートセッションのセキュリティ保護 (P.133)」
をご覧ください。
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ネットワークラベルの作成
GSX Server ホスト上の仮想マシンを VMware VirtualCenter が管理している場
合、各仮想ネットワークアダプタに対してラベルを作成する必要がありま
す。VirtualCenter は、どの仮想ネットワークアダプタがどの物理ネットワー
クに関連付けられているかをラベルを使って特定します。

仮想ネットワークアダプタにラベルが必要な理由は以下の通りです。

• マルチホスト、マルチネットワーク環境での混乱を避けるため。この
ような環境は VirtualCenter が威力を発揮します。VirtualCenter は、複
数のGSX Server ホスト上の仮想マシンを管理することができます。

• VirtualCenter ホスト間で仮想マシンを移行できるようにするため。仮想
マシンを移行できるのは、同じネットワーク上に存在するホストから
のみです。ラベルを使って、VirtualCenter は仮想マシンが接続してい
るネットワークを特定することができます。

• VirtualCenter クライアントから仮想マシンを作成できるようにするため。

• VirtualCenter クライアントから既存の仮想マシンの仮想ネットワーク構
成を変更できるようにするため。

注意 : VirtualCenter クライアントから仮想マシンを構成する場合、ス
ナップショット等のGSX Server の機能を利用できません。

アダプタにラベルが付けられていない場合、VirtualCenter はアダプタを認識
できません。存在しないネットワーク名に接続するように仮想マシンが構成
されていると、仮想マシンをオンにした時に仮想ネットワークアダプタが切
断された状態で起動します。

ラベルは、既存の仮想ネットワークアダプタ（VMnet0、デフォルトの
Bridged ネットワークアダプタ、 VMnet8、デフォルトのNAT アダプタ）に
対して作成することができます。アダプタはGSX Server で構成します。各
アダプタは、Bridged、Host-only、NAT あるいはカスタムネットワークに構
成できます。ただし、ネットワーク構成の種類は VirtualCenter では無意味
です。VirtualCenter は、ネットワークラベルのみを考慮します。

注意 : 使用する仮想マシンを全て VirtualCenter クライアントから作成、管
理する予定であれば、GSX Server ホストの各 Host-only アダプタに独自のラ
ベルを割当ててください。こうすれば、各Host-only ネットワークが常駐す
るホストを簡単に特定できます。ただし、全仮想マシンがHost-only ネット
ワークを使用するGSX Server ホストの場合、Host-only アダプタにネット
ワークラベルを付けなくても構いません。
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新しい仮想ネットワークアダプタの構成に関する情報は、「VMware GSX 
Server 仮想マシンガイド」の「仮想ネットワークアダプタの追加と変更」を
ご覧ください。

VirtualCenter を使った GSX Server 仮想マシンの管理に関する情報は、
「VirtualCenter を使った GSX Server 仮想マシンの管理 (P.187)」を参照くださ
い。

仮想ネットワークアダプタの構成が完了したら、VirtualCenter がホスト上の
仮想マシンを正しく管理できるように、各アダプタに対してラベルを作成し
ます。

VMware 仮想マシンコンソールを使ってネットワークラベルを作成
VirtualCenter が管理する仮想マシン向けにネットワークラベルを作成するに
は、コンソールで以下の作業を行ってください。

1. コンソールからGSX Server ホストに接続します。次に、[Host] - 
[Settings] を選択すると、[Host Settings] 画面が表示されます。

2. [Named Networks] タブをクリックしてください。

注意 : VirtualCenter が GSX Server ホストを検知できない場合は、 [Host 
Settings] 画面に [Named Networks] タブが表示されません。
VirtualCenter に GSX Server ホストを追加する手順は、 VirtualCenter 付属
のドキュメントを参照してください。

3. ラベルを追加するには、[Add] をクリックします。[Add Named 
Network] が表示されます。
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4. [Adapter] リストから仮想ネットワークアダプタを選択してください。
Windows ホストでは、アダプタが Bridged、Host-only または NAT ネッ
トワークに構成されていれば、該当するネットワークの種類がアダプ
タ名の横に表示されます。

5. [ ラベル ] フィールドにラベル名を入力します。

6. [OK] をクリックして、ラベル名を追加します。次に [OK] をクリックし
て、変更を保存してください。

VMware 管理インターフェイスを使ってネットワークラベルを作成
VirtualCenter が管理する仮想マシン向けにネットワークラベルを作成するに
は、管理インターフェイスで以下の作業を行ってください。

1. VMware 管理インターフェイスに Administrator (Windows ホスト ) か
root ユーザー (Linux ホスト ) としてログインします。詳しくは、
「VMware 管理インターフェイスへのログイン (P.144)」をご覧ください。

2. [Status Monitor] ページで [Options] タブをクリックしてください。
[Options] ページが表示されます。

3. [Network Connections] をクリックしてください。[Network 
Connections] ページが表示されます。

注意 : VirtualCenter が該当する GSX Server を検知できない場合、
[Options] ページに [Network Connections] リンクが表示されません。
VirtualCenter に GSX Server ホストを追加する手順は、VirtualCenter 付
属のドキュメントを参照してください。
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4. 各ネットワークアダプタに対して、[Network Label] の箇所の該当する
フィールドにラベルを追加します。Windows ホストでは、アダプタが
Host-only または NAT ネットワークに構成されていれば、該当するネッ
トワークの種類がアダプタ名の横に表示されます。

5. [OK] をクリックして変更を保存します。

VMware 仮想マシンコンソールを起動するために
MIME タイプを設定
VMware 管理インターフェイスで仮想マシンのターミナルアイコン (  ) を
クリックすると、コンソールからその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、この手続きの前に x-vmware-

consoleのMIME タイプを定義し、コンソールプログラムファイルに関連付
ける必要があります。Internet Explorer を使用する場合は、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。

MIME タイプの設定手順は、Windows ホストと Linux ホストとでほぼ同じで
す。いずれの場合も、コンソールを起動するコマンドを含む短いスクリプト
を作成します。

GSX Server でインストールしたコンソールを起動するか、管理インターフェ
イスからダウンロードしたファイルを使ってインストールしたコンソールを
起動するかを選択できます。

GSX Server でインストールしたコンソールに対してMIMEタイプを設定
1. テキストエディタで、次のいずれかを実行します。

• Windows ホストの場合、 
vmwareGSX-helper.batという短いバッチファイルを作成します。
バッチファイルには以下の行を記述してください。
"<path_to_vmwareGSX>" -o "%1"

Where the default <path_to_vmwareGSX> is 
C:￥Program Files￥VMware￥VMware GSX Server￥
vmware.exe

• Linux ホストの場合、 
vmware-gsx-helper.shという短いスクリプトを作成します。こ
のシェルスクリプトには次の 2行を記述します。
#!/bin/sh
"<path_to_vmware-gsx>" -o $1 > /dev/null 2>&1;

<path_to_vmware-gsx>のデフォルト値は次のとおりです。
/usr/bin/vmware
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2. 作成したスクリプトファイルを任意の場所に保存します。

注意 : Linux ホストの場合、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取得してくだ
さい。
chmod +x vmware-gsx-helper.sh

3. ブラウザから、管理対象のサーバに接続します。

4. コンソールで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。

5. ファイルに対する処理方法を求めるダイアログボックスが表示されま
す。［Advanced］をクリックしてください。

6. ［New Type］ダイアログボックスの［Description of type］フィールド
に、VMware GSX Server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 vmwareGSX-helper.batまたは
vmware-gsx-helper.shのパスを入力します。

10. ［OK］を 2回クリックします。これで、ターミナルアイコンをクリック
するとリモートコンソールが起動するように設定されました。

管理インターフェイスからダウンロードしてインストールしたコンソールに
対してMIME タイプを設定
1. テキストエディタで、次のいずれかを実行します。

• Windows ホストの場合、
vmwareConsole-helper.batという短いバッチファイルを作成し
ます。バッチファイルには以下の行を記述してください。
"<path_to_vmwareConsole>" -o "%1"

<path_to_vmwareConsole>のデフォルト値は次の通りです。 
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Virual Machine 
COnsole￥vmware.exe
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• Linux ホストの場合、 
vmware-console-helper.shという短いスクリプトを作成します。
このシェルスクリプトには次の 2行を記述します。
#!/bin/sh
"<path_to_vmware-console>" -o $1 > /dev/null 2>&1;

<path_to_vmware-console>のデフォルト値は次のとおりです。
/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保存します。

注意 : Linux ホストの場合、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取得してくだ
さい。
chmod +x vmware-console-helper.sh

3. ブラウザから、管理対象のサーバに接続します。

4. コンソールで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。

5. ファイルに対する処理方法を求めるダイアログボックスが表示されま
す。［Advanced］をクリックしてください。

6. ［New Type］ダイアログボックスの［Description of type］フィールド
に、VMware Virtual Machine Consoleと入力します。

7. ［File extension］フィールドに xvmと入力します。

8. ［MIME type］フィールドに application/x-vmware-consoleと入
力します。

9. ［Application to use］フィールドに vmwareConsole-helper.batま
たは vmware-console-helper.shのパスを入力します。

10. ［OK］を 2回クリックします。これで、ターミナルアイコンをクリック
するとリモートコンソールが起動するように設定されました。
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VirtualCenter を使ったGSX Server 仮想
マシンの管理
VMware VirtualCenter を使ってGSX Server 仮想マシンを管理する場合、
VirtualCenter クライアントから GSX Server ホストに仮想マシンを作成する
前に特定の作業が必要です。さらに、VirtualCenter クライアントから仮想マ
シンに接続すると、通常とは異なる点がありますので、ご注意ください。

VirtualCenter のご利用に関する詳細は、VirtualCenter の製品マニュアル
（www.vmware.com/support/pubs/vc_pubs.html）をご覧ください。

VirtualCenter クライアントを使ってGSX Server ホストに仮
想マシンを作成
VirtualCenter クライアントを使って GSX Server ホストに仮想マシンを作成
する前に、以下の作業を行ってください。

1. VirtualCenter と GSX Server が正常にインストールされ、動作している
ことを確認します。

2. 該当するGSX Server ホストを VirtualCenter に検知させます。仮想マシ
ンの実行に使用するGSX Server ホストのユーザーアカウントに対して
証明を提供してください。

3. GSX Server ホスト上のネットワークアダプタに対してネットワークラ
ベルを作成します。VirtualCenter は、このラベルを使って、どの仮想
ネットワークアダプタがどの物理ネットワークに関連付けられている
かを特定します。詳しくは、「ネットワークラベルの作成 (P.181)」をご
覧ください。

4. これで、VirtualCenter クライアントから仮想マシンを作成できます。

注意 : Red Hat Enterprise Linux 4 仮想マシンを作成する場合は、 [Other 
Linux 2.6.x Kernel] を選択してください。

VirtualCenterクライアントからGSX Server仮想マシンに接続 
一般的に、GSX Server ホスト上の仮想マシンを VirtualCenter で管理しても、
GSX Server が提供する機能を全て使用することができます。ただし、
VirtualCenter クライアントから仮想マシンに接続した場合、VMware 仮想マ
シンコンソールからアクセス可能な機能の一部が、VirtualCenter クライアン
トのコンソールからは使用できない場合があります。機能の違いについて
は、下記をご覧ください。
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VirtualCenter クライアントからは利用できない機能も、VMware 仮想マシン
コンソールから接続した場合は動作します。 

発生する機能上の差異として、以下のものが挙げられます。

• VirtualCenter クライアントではスナップショットが利用できません。
GSX Server 仮想マシンに VirtualCenter クライアントから接続した場合、
スナップショットは利用できません。VMware 仮想マシンコンソールを
使ってGSX Server 仮想マシンに接続した際に、その仮想マシンのス
ナップショットを作成した場合、後で VirtualCenter からその仮想マシ
ンに接続しても、設定したスナップショットが取り消されることはあ
りません。

VirtualCenter クライアントから仮想マシンに接続中は、既存のスナッ
プショットを更新、削除、復元したり、新しくスナップショットを作
成したりすることはできません。コンソールを使って仮想マシンに接
続すれば、再びスナップショットを操作できるようになります。

• VirtualCenter クライアントを使って作成された仮想マシンは、特定の
ユーザーアカウントで実行されます。VirtualCenter クライアントで作
成された仮想マシンは、パワーオンしたユーザーアカウントを使って
稼動するようには構成できません。VirtualCenter に GSX Server を追加
する際にユーザーアカウント情報を提供します。

• VirtualCenter クライアントを使って作成された仮想マシンは、プライ
ベートに設定されていません。VirtualCenter のユーザーアカウントの
みが仮想マシンを使用できるようにするには、VMware 仮想マシンコン
ソールを使ってその仮想マシンに接続し、設定を変更してください。
詳しくは、「仮想マシンを作成したユーザーのみが閲覧できるように設
定 (P.127)」をご覧ください。

• VirtualCenter クライアントを使って仮想マシンを作成する場合、仮想
ディスクファイル名を指定できません。仮想ディスクファイル名は、
仮想マシン名を元にして決定されます。VMware 仮想マシンコンソール
を使えば、仮想マシン名とは異なるファイル名を持つ仮想ディスクを 
追加することが可能です。

• 仮想マシンが使用できるのはGSX Serverホスト上のDVD-ROM/CD-ROM
ドライブのみです。 リモートシステムに存在するクライアントDVD-
ROM/CD-ROMドライブを使用するには、VMware 仮想マシンコンソー
ルを使って仮想マシンに接続してください。
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• VirtualCenter クライアントから仮想マシンに接続中は、リモートファ
イルシステムをブラウズできません。特定ファイル（ISO イメージ等）
へのパスを手動で入力する必要があります。
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5 章
仮想マシンの移動と共有
ここでは、仮想マシンを別のホストや同じホスト上の別の場所に移動する方
法と、仮想マシンを他のユーザーと共有する際の注意点に関して解説を行い
ます。

• VMware GSX Server 3 の仮想マシンを 移動 (P.192)

• GSX Server 2 の仮想マシンを移動 (P.195)

• 旧バージョンの仮想マシンを移動 (P.198)

• 仮想マシンを他のユーザーと共有 (P.203)

注意 : 仮想マシンを新しいホストコンピュータや同じホストの別のディレ
クトリに移動すると、あるいは仮想マシンの構成ファイルのパスに含まれる
ディレクトリ名を変更すると、VMware GSX Server が各イーサネットアダプ
タに新しいMACアドレスを生成します（手動でMACアドレスを指定して
いる場合は除きます）。詳細は、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の
「仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更」をご覧ください。

VMware 製品間での仮想マシンの移動に関する情報は、弊社Webサイトの
「VMware 仮想マシンモビリティ プランガイド」をご覧ください。
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VMware GSX Server 3 の仮想マシンを 
移動
GSX Server 3 を使用して作成した仮想マシンを別のコンピュータ、あるいは
同一ホスト上の別の場所に移動する必要が生じた場合、その作業は難しいも
のではありません。多くの場合、Windows ホストと Linux ホスト間で仮想
マシンを移動することさえ可能です。ここでは、GSX Server 3 で作成した仮
想マシンを移動する手順を説明します。

注意 : 以下の説明では、ホストコンピュータ上の 1個以上の .vmdkファイ
ルに格納された 1個の仮想ディスクを使用している場合を想定しています。

下記のプロセスを開始する前には、常に仮想マシンのディレクトリに保存さ
れている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めいた
します。

注意 : Red Hat Linux 7.3/7.2 の仮想マシンを AMDプロセッサ上で稼動する
ホストと Intel プロセッサ上で稼動するホスト間で移動することはお勧めい
たしません。詳しくは、コンソールの [Help] メニューにある「VMware ゲス
トOSインストールガイド」 で、該当するゲストOSの「既知の問題」の箇
所を参照してください。

以下のセクションでは、GSX Server 3 仮想マシンの移動に関してさらに詳し
く解説します。

• 相対パスを使用する仮想マシン (P.192)

• 移動に向けて仮想マシンを準備 (P.192)

• 仮想マシンを新しいホストに移動 (P.193)

相対パスを使用する仮想マシン
VMware GSX Server 3 の仮想マシンに関連付けられた全ファイルへのパス名は
相対的で、各ファイルのパスはその時点でアクティブなディレクトリとの相
対的な位置で表現されます。例えば、特定の仮想マシンのディレクトリにい
る場合、その仮想ディスクファイルへの相対パスは <machine name>.vmdk

となります。

移動に向けて仮想マシンを準備
1. 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ます。
仮想マシンがサスペンドされている場合、一旦レジュームしてから、
ゲストのシャットダウンを行ってください。
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2. 次のいずれかを行ってください。

• 仮想マシンを新しいホストに移動する予定であり、現在使用してい
るホストマシンと新しいホストがネットワーク接続されている場合、
現在のホストでの準備は完了です。ホストがネットワーク接続され
ていない場合は、仮想ディスクファイル (.vmdk) を仮想マシンの
ディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。例えば、
仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移動した
り、CD-ROMや DVD-ROMに焼き付けたりすることができます。

仮想マシンの移動方法が決定したら、「仮想マシンを新しいホストに
移動 (P.193)」に進んでください。

• 仮想マシンを同じホストの別のディレクトリに移動する予定であれ
ば、この段階で移動の準備ができています。仮想マシンが現在格納
されているディレクトリにある全ファイルを新しい格納場所にコ
ピーしてください。仮想マシンのディレクトリ以外の場所に格納さ
れているファイルがあれば、必ずそれらのファイルを仮想マシンの
格納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動
してください。

VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）を起動し、
移動したばかりの新しい仮想マシンを開きます。[File] - [Open Virtual 
Machine] を選択してから、その仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を
探してください。

仮想マシンを新しいホストに移動
1. 新しいホストコンピュータにGSX Server がインストールされ、正常に
動作していることを確認してください。

2. 新しいホストに、移動する仮想マシンのディレクトリを作成します。
移動したい仮想ディスクファイルを、新しいディレクトリにコピーし
ます。 この際、仮想マシンの現在のディレクトリにある全ファイルを必
ずコピーするようにしてください。仮想マシンのディレクトリ以外の
場所にファイルを格納している場合は、必ずそれらのファイルを仮想
マシンの格納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリ
に移動してください。この仮想マシンのユーザーが全てアクセスでき
るように、新しいディレクトリのアクセス権を設定してください。

何らかの理由で特定のファイルを移動しなかった場合は、そのファイ
ルを参照するパスが存在しないことを確認してください。仮想マシン
設定エディタを使用して、移動しなかったファイルに対する正しい格
納場所を仮想マシンが記録していることを確認します（[VM] - [Settings]
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を選択します）。仮想マシン設定エディタで各デバイスを選択し、関連
ファイルを持つデバイスが正しいファイルを参照していることを確認
してください。また、[Options] タブで、redo ログファイルの格納場所
が正しいかチェックします。

注意 : 移動する仮想マシンのスナップショットを作成している場合、ス
ナップショットを削除するか、一旦スナップショットの状態に戻して
からスナップショットを削除すれば、簡単に移動を行うことができま
す。スナップショットを残しておきたい場合は、必ず仮想マシンの
ディレクトリにある全ファイルと共に redo ログファイル (.REDO) も移
動してください。

3. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、移動したばかりの新しい仮想
マシンを開きます。[File] - [Open Virtual Machine] を選択してから、そ
の仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を探してください。

4. 仮想マシンを最初にパワーオンすると、既存のUUID を残しておくか、
新しいUUID を作成するかの選択画面が表示されます。

管理上の目的でUUID を使用する場合は、[Keep] を選択してから [OK]
をクリックしてください。仮想マシンがパワーオンされます。UUID に
関する詳細情報は、「UUID による仮想マシンの識別 (P.135)」をご覧く
ださい。
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GSX Server 2 の仮想マシンを移動
GSX Server 2 で作成した仮想マシンを移動する場合、その仮想マシンがGSX 
Server 3 と完全な互換性を持つように、移動の前にアップグレードすること
をお勧めします。 アップグレードには、GSX Server 3 で該当する仮想マシン
を実行し、[VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を使用します。仮想ハードウェ
アをアップグレードする場合、アップグレード後に「VMware GSX Server 3
の仮想マシンを 移動 (P.192)」の手順に従ってください。 

アップグレードした仮想マシンは、GSX Server 2 では実行できなくなりま
す。GSX Server 2 と GSX Server 3 の両方で仮想マシンを実行する必要がある
場合は、仮想ハードウェアをアップグレードしないでください。代わりに、
このセクションの指示に従ってください。

注意 : 以下の説明では、ホストコンピュータ上の１個以上の .vmdkファイ
ルに格納された 1個の仮想ディスクを使用している場合を想定しています。

下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに保存され
ている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めいたし
ます。 

以下のセクションでは、GSX Server 2 仮想マシンの移動に関してさらに詳し
く解説します。

• 相対パスを使用する仮想マシン (P.195)

• 移動に向けて仮想マシンを準備 (P.196)

• 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.197)

相対パスを使用する仮想マシン
GSX Server 2 で作成された仮想マシンに関連付けられた全ファイルのパス名
は相対的で、各ファイルのパスはその時点でアクティブなディレクトリとの
相対的な位置で表現されます。例えば、特定の仮想マシンのディレクトリに
いる場合、その仮想マシンが使用する仮想ディスクファイルへの相対パスは
<machine name>.vmdkとなります。

GSX Server 2 以降もしくはWorkstation 3.1 以降を除く VMware 製品で作成し
た仮想マシンを移動する場合は、「旧バージョンの仮想マシンを移動 
(P.198)」をご覧ください。
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移動に向けて仮想マシンを準備
1. GSX Server 2 を使って仮想マシンに接続します。仮想マシンに複数の仮
想ディスクが設定されており、各仮想ディスクが異なるディスクモー
ドを使用している場合、 Configuration Editor（[Settings] - [Configuration 
Editor]）を使って全ての仮想ディスクが同じモードを使用するように変
更してください。 

2. ゲストOSを完全にシャットダウンします。仮想マシンがサスペンドさ
れており、その仮想ディスクが Persistent または Nonpersistent モード
に設定されている場合、一旦レジュームしてからゲストOSをシャット
ダウンしてください。

3. Undoable モードのディスクを使用している場合、ゲストOS のシャッ
トダウン時に変更内容の反映または破棄を行ってください。ディスク
への変更内容を反映も破棄もできない時は、「Undoable モードのディ
スクを移動する際の注意点 (P.201)」をご覧ください。

4. 次のいずれかを行ってください。

• 仮想マシンを新しいホストに移動する予定であり、現在使用してい
るホストマシンと新しいホストがネットワーク接続されている場合、
現在のホストでの準備は完了です。ホストがネットワーク接続され
ていない場合は、仮想ディスクファイル (.vmdk) を仮想マシンの
ディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。例えば、
仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移動した
り、CD-ROMや DVD-ROMに焼き付けたりすることができます。

仮想マシンの移動方法が決定したら、下記の「仮想マシンを新しい
ホストマシンに移動」に進んでください。

• 仮想マシンを同じホストの別のディレクトリに移動する予定であれ
ば、この段階で移動の準備ができています。仮想マシンが現在格納
されているディレクトリにある全ファイルを新しい格納場所にコ
ピーしてください。仮想マシンのディレクトリ以外の場所に格納し
ているファイルがあれば、必ずそれらのファイルを仮想マシンの格
納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動し
てください。

コンソールを起動し、移動したばかりの新しい仮想マシンを開きま
す。[File] - [Open] を選択してから、その仮想マシンの構成ファイル 
(.vmx) を探してください。
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仮想マシンを新しいホストマシンに移動
1. 新しいホストコンピュータにGSX Server がインストールされ、正常に
動作していることを確認してください。

2. 移動したい仮想ディスクファイルを、新しい仮想マシンのディレクト
リにコピーします。 必ず仮想マシンの現在のディレクトリにある全ファ
イルをコピーするようにしてください。仮想マシンのディレクトリ以
外の場所にファイルを格納している場合は、必ずそれらのファイルを
仮想マシンの格納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレク
トリに移動してください。この仮想マシンのユーザーが全てアクセス
できるように、新しいディレクトリのアクセス権を設定してください。

何らかの理由で特定のファイルを移動しなかった場合は、そのファイ
ルを参照する相対 /絶対パスが存在しないことを確認してください。
仮想マシン設定エディタを使用して、移動しなかったファイルに対す
る正しい格納場所を仮想マシンが記録していることを確認します。仮
想マシン設定エディタで各デバイスを選択し、関連ファイルを持つデ
バイスが正しいファイルを参照していることを確認してください。ま
た、[Options] タブで、redo ログファイルの格納場所が正しいかチェッ
クします。

同時に、移動するファイルを参照する絶対パスが存在しないことも確
認します。

注意 : 仮想マシンがUndoable モードのディスクを使用している場合、
GSX Server 2 でゲストOSをシャットダウンする際に変更内容を反映 /
破棄することをお勧めします。ディスクへの変更内容を反映も破棄も
できない場合は、「Undoable モードのディスクを移動する際の注意点 
(P.201)」をご覧ください。

3. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、移動したばかりの新しい仮想
マシンを開きます。[File] - [Open Virtual Machine] を選択してから、そ
の仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を指定します。
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旧バージョンの仮想マシンを移動
GSX Server 1 や（VMware Workstation 3 及び 4 以外の）その他の VMware 製
品で仮想マシンを作成した場合、最初にGSX Server 3 でその仮想マシンを実
行する際に仮想ハードウェアをアップグレードしなければなりません。この
作業を行ったら、「VMware GSX Server 3 の仮想マシンを 移動 (P.192)」の指
示に従って作業を続行することができます。

GSX Server 1 や（VMware Workstation 3 及び 4 以外の）その他の VMware 製
品で作成した仮想マシンを別のコンピュータや同じホスト上の別のディレク
トリに移動する場合は、下記の作業が必要です。

注意 : 以下の説明では、ホストコンピュータ上の１個以上の .vmdkファイ
ルに格納された 1個の仮想ディスクを使用している場合を想定しています。

下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに保存され
ている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めいたし
ます。

以下のセクションでは、旧式の仮想マシンの移動に関してさらに詳しく解説
します。

• 相対パスもしくは絶対パスを使用する仮想マシン (P.198)

• 移動に向けて仮想マシンを準備 (P.199)

• 新しいホストマシンの準備 (P.200)

• Undoable モードのディスクを移動する際の注意点 (P.201)

相対パスもしくは絶対パスを使用する仮想マシン
GSX Server 1 では、仮想マシンに関連するファイルはすべて完全な絶対パス
名を使用していました。 つまり、ホスト上のファイルへの全パスが記録され
ていました。下記のパス名は、仮想ディスクファイルへの絶対パスの一例で
す。 
C:￥Documents and Settings￥<user name>￥My Documents￥My 
Virtual Machines￥<machine name>￥<machine name>.vmdk

GSX Server 2 以降ではファイルへのパス名は相対的で、各ファイルのパスは
その時点でアクティブなディレクトリとの相対的な位置で表現されます。例
えば、特定の仮想マシンのディレクトリにいる場合、その仮想マシンが使用
する仮想ディスクファイルへの相対パスは <machine name>.vmdkとなり
ます。
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移動に向けて仮想マシンを準備
1. 該当する仮想マシンを作成した VMware 製品を使って、その仮想マシ
ンを開きます。仮想マシンに複数の仮想ディスクが設定されており、
各仮想ディスクが異なるディスクモードを使用している場合、
Configuration Editor（[Settings] - [Configuration Editor]）を使って全て
の仮想ディスクが同じモードを使用するように変更してください。

2. 仮想ディスクが IDE ディスクと SCSI ディスクのどちらに設定されてい
るかを確認しておいてください。これは、仮想マシン設定エディタで
チェックできます。

また、移動する仮想ディスクのサイズも確認してください。新しいホ
ストマシンを準備する際、この情報が必要になります（次項参照）。

3. ゲストOSを完全にシャットダウンします。仮想マシンがサスペンドさ
れている場合は、その仮想マシンを作成した VMware 製品を使って一
旦レジュームしてからゲストOSをシャットダウンします。

注意 : サスペンドされている仮想マシンを別のホストに移動しないでく
ださい。

4. Undoable モードのディスクを使用している場合、ゲストOSのシャッ
トダウン時に、変更内容の反映または破棄を行ってください。ディス
クへの変更内容を反映も破棄もできない時は、「Undoable モードの
ディスクを移動する際の注意点 (P.201)」をご覧ください。

5. 現在使用しているホストマシンと新しいホストがネットワーク接続さ
れている場合は、現在のホストでの準備は完了です。ホストがネット
ワーク接続されていない場合は、仮想ディスクファイル (.vmdk) を仮
想マシンのディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。
例えば、仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移
動したり、CD-ROMや DVD-ROMに焼き付けたりすることができます。

注意 : ディスクがUndoable モードを使用しており、変更内容の反映 /
破棄を行っていない場合は、redo ログファイル (.REDO) も新しいホス
トに移動してください。
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新しいホストマシンの準備
1. 新しいホストコンピュータにGSX Server 3 がインストールされ、正常
に動作していることを確認してください。

2. New Virtual Machine Wizard を実行します。ゲストOSには、移動する
仮想マシンのゲストOSに該当するものを選択してください。 

ハードドライブとして仮想ディスクを選択し、移動する予定の仮想
ディスクと同じ種類のドライブ（IDE または SCSI）を使用します。

該当するネットワーク、フロッピー、CD-ROM設定を選択します。こ
の時点では、仮想マシン設定エディタで変更を行わないでください。

設定を保存してから仮想マシン設定エディタを閉じます。 

3. 新しい仮想マシン用に作成されたディレクトリで、作成されたばかり
の新しい .vmdkファイルを削除してください。 

4. 移動する仮想ディスクファイルを新しく作成した仮想マシンのディレ
クトリにコピーします。この仮想マシンのユーザーが全てアクセスで
きるように、新しいディレクトリのアクセス権を設定してください。

注意 : ディスクがUndoable モードを使用しており、移動前に変更内容
の反映 /破棄を行っていない場合は、redo ログファイル (.REDO) も新
しいホストに移動してください。

5. インベントリで、作成したばかりの仮想マシンを指定し、[VM] - 
[Settings] を選択します。

6. 新しく作成した仮想マシンが、別のホストから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てください。この際、新しいディス
ク設定（IDE/SCSI の指定、最初の .vmdkファイルのファイル名）が移
動元のホストマシンで使用していた設定と一致していなければなりま
せん。

デバイス一覧のハードドライブの箇所で、SCSI または IDE のいずれを
使用しているかを確認できます。この設定が移動した仮想ディスクの
設定と一致しない場合は、ハードディスクを選択して [Remove] をク
リックします。次に [Add] をクリックし、Add Hardware Wizard を使っ
て、IDE ディスクか SCSI ディスクのいずれか必要な方を追加します。
この際、ウィザードの [Select a Disk Type] 画面で、必ず IDE か SCSI を
指定してください。

仮想ディスクのファイル名とパスが、移動した仮想マシンが実際に使
用する .vmdkファイルのファイル名と格納場所と一致するようにして
おいてください。
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Undoable モードのディスクを移動する際の注意点
Undoable モードの旧仮想ディスクに行った変更内容を反映または破棄した
後であれば、そのディスクを Linux ホストOS とWindows ホストOS間で移
動することが可能です。また、ディスクを同じコンピュータの別の場所や同
じOSを使用する別のコンピュータに移動することもできます。 

ただし、Undoable ディスクに行った変更内容を反映も破棄もしない場合
は、次の点に注意してください。

• Undoable モードのディスクは、同じシステムタイプのオペレーティン
グシステム間（つまり、Microsoft Windows システム間または Linux シ
ステム間）であれば常に移動することができます。ディスクの設定に
よっては、 ディスクとその redo ログファイルを、現在使用している
ディレクトリとまったく同じパス名のディレクトリに保存する必要が
あります。 

• 仮想マシンの構成ファイルにパス名に関する情報がない場合は、
Undoable モードのディスクをWindows システムと Linux システム間
で移動したり、 現在使用しているシステムの別のディレクトリに移動し
たりできる可能性があります。GSX Server 2 以降を使用して作成した仮
想マシンに関してはこのケースが当てはまりますが、それ以前のバー
ジョンのGSX Server や Workstation 3.1 より前のWorkstation、その他の
VMware 製品で作成した仮想マシンでは、パス情報が構成ファイルに記
録されています。

次の手順で構成をチェックし、変更を反映 /破棄することなく Undoable
ディスクを移動することができるかどうかを確認します。

1. GSX Server 2 コンソールを起動します。

Undoable モードのディスクをコンピュータ間で移動する場合は、現在
ディスクが存在するコンピュータでGSX Server 2 コンソールを起動し
ます。

2. 移動する予定のUndoable モードのディスクが使用されている仮想マシ
ンの構成ファイルを開きます。

コンソールウィンドウから [File] - [Open] を選択し、移動するディスク
が設定されている仮想マシンの構成ファイルを選びます。

3. Configuration Editor を表示します。[Settings] - [Configuration Editor] を
選択してください。

4. 仮想ディスクのエントリをチェックし、最初の仮想ディスクファイル
への完全なパスが記載されているか確認します。例えばWindows ホス
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トでは、ディスクファイルが次のように表示されているかもしれませ
ん。

My Documents￥My Virtual Machines￥Windows 2000￥Windows 
2000.vmdk

SCSI ディスクのエントリも同様のものが表示されているはずです。

ディスクファイルの情報が上記のように最初のディスクファイルへの
完全なパスを記載している場合、Undoable ディスクへの変更を反映 /
破棄しない限り、次の点に注意する必要があります。

• 同じタイプの別のコンピュータへのディスクの移動（Windows 間ま
たは Linux 間）は可能です。

• 仮想マシンの他のファイル（Windowsでは.vmxと.REDO、Linuxでは 

.cfg と .REDO）は、新しいコンピュータでも相対的に同じ場所に
配置してください。つまり、仮想マシンのファイルがホストマシン
の My Documents￥My Virtual Machines￥Windows 2000￥
にある場合、新しいホストコンピュータでも同じ場所に配置します。

• 異なるタイプのコンピュータ（Windows と Linux 間） ではディスクを
移動できません。

• 同じシステム内の別のディレクトリにディスクを移動することはで
きません。 

ディスクファイルの情報にパスが含まれない場合は、次のように表示
されます。
Windows 2000.vmdk

ディスクのエントリが上のように .vmdk拡張子を持つファイル名だけ
で表示される場合、ディスクと redo ログファイルを好きなところに移
動することができます。
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仮想マシンを他のユーザーと共有
仮想マシンに他のユーザーからのアクセスを許可する場合、次の点に注意し
てください。

• Windows ホストでは、仮想マシンのファイルをシステム上で他のユー
ザーがアクセスすることのできる場所に保存しておく必要があります。
New Virtual Machine Wizard で仮想マシンを構成すると、システムや
ネットワーク上の好きな場所に仮想マシンを格納するように指定する
ことができます。

• Linux ホストでは、他のユーザーにどの程度仮想マシンの使用を許可す
る予定かに応じて、仮想マシンのファイル、特に構成ファイル (.vmx) 
と仮想ディスク (.vmdk) に対して必要な権限を設定してください。例
えば、ユーザーに仮想マシンの実行は許可するが構成を変更して欲し
くない場合は、構成ファイルを書き込み可能に設定しないでください。

• GSX Server 3 や他の VMware 製品（Workstation 4 以降など）で作成され
た仮想マシンがNonpersistent モードの独立ディスクを使用している場
合、redo ログファイルの格納場所を変更する必要があるかもしれませ
ん。このファイルはデフォルトでは tempディレクトリに格納されま
すが、他のユーザーはこのディレクトリにアクセス権を持たない可能
性があります。redo ログファイルの格納場所は、次の手順で変更でき
ます。

a. 仮想マシンをパワーオフし、仮想マシン設定エディタを開きます。
[VM] - [Settings] を選択してください。

b. [Option] タブをクリックします。

c. [Browse ] をクリックし、他のユーザーと共有しているディレクトリ
を指定します。

d. [OK] をクリックして変更を保存し、仮想マシン設定エディタを終了
します。

注意 : Nonpersistent モードのディスクを使用する GSX Server 2 仮想マ
シンは、redo ログファイルがシステムの tempディレクトリに格納さ
れていた方が、パフォーマンスが向上します。

• 仮想マシンの全ユーザーがアクセスできるようにアクセス権限が設定
されたディレクトリに保存してください。
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• 仮想マシンをプライベートモードに設定しないでください。詳しくは、
「仮想マシンを作成したユーザーのみが閲覧できるように設定 (P.127)」
をご覧ください。
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6 章
パフォーマンスチューニングと
VMware GSX Serverホスト
本章は、VMware GSX Server 及びその仮想マシンのパフォーマンスを最適化
するためのヒントを記載しています。

• ホストコンピュータの構成と管理 (P.206)

• GSX Server の構成 (P.207)

• メモリ使用上の注意 (P.215)
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ホストコンピュータの構成と管理
仮想マシンのワーキングディレクトリが存在する、あるいは仮想ディスク
ファイルが保存されている物理ディスクで断片化が進行すると、仮想マシン
ンのパフォーマンスが低下することがあります。デフォルト構成では、ワー
キングディレクトリはホストコンピュータ上に存在し、仮想ディスクファイ
ルを格納しています。仮想マシンの構成がカスタマイズされている場合、
ワーキングディレクトリや仮想ディスクファイルが別の物理コンピュータに
存在するかもしれません。

ホストディスクの断片化は、以下のいずれか、あるいは全てに影響します。

• 仮想ディスクを格納しているファイル

• スナップショットを設定している場合、新しく保存されたデータを記
録するファイル

• 仮想マシンのサスペンドやレジュームに使用する情報を記録している
ファイル

仮想マシンのディスクパフォーマンスの低下に気が付いた場合、あるいはサ
スペンド、レジューム操作をスピードアップしたい場合は、仮想マシンの
ワーキングディレクトリや仮想ディスクファイルが存在するホストディスク
で断片化が進んでいないか確認してください。断片化が進行している場合、
デフラグ ユーティリティを実行してホストディスクの断片化を解消すれば、
パフォーマンスを改善することができます。
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GSX Server の構成
以下のセクションでは、GSX Server 自体のパフォーマンスに影響を与える要
因に関するアドバイスと情報を提供しています。ゲストOSやホストOSの
パフォーマンスは、ここでは扱っていません。

• 一般的なGSX Server のオプション (P.207)

• Windows ホスト上のGSX Server (P.211)

• Linux ホスト上のGSX Server (P.214)

注意 : 下記のGSX Server 構成オプションに加えて、 VMware Tools パッケー
ジが存在するゲストOSには常に VMware Tools をインストールしてくださ
い。これによって、ビデオ及びマウスのパフォーマンスが向上し、仮想マシ
ンのユーザビリティが大幅に向上します。詳しくは、「VMware GSX Server
仮想マシンガイド」の「VMware Tools のインストール」をご覧ください。 

一般的なGSX Server のオプション
ここでは、Windows ホストと Linux ホストの両方で GSX Server のパフォー
マンスを改善する方法について解説します。

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲストOSは正しく指定してください。ゲストOSの設定は、
[VM] - [Settings] - [Options] - [General] で確認できます。

GSX Server はこの指定に基づいて特定の内部設定を最適化します。 このた
め、必ず正しいゲストOSを指定してください。 最適化を行えば指定された
OSのパフォーマンスはかなり向上しますが、仮想マシンで実際に実行され
ているOSと異なるOSを指定した場合は、パフォーマンスが大幅に低下し
ます（誤ったOSを指定しても仮想マシンは正常に動作しますが、仮想マシ
ンのパフォーマンスは低下する可能性があります）。

メモリ設定
仮想マシンには適切なメモリ容量を割り当ててください。最近のオペレー
ティングシステムの多くはメモリを大量に消費するようになってきていま
す。このため、適度に大きなメモリを割り当てることをお勧めします。

これはホストOS、特にWindows ホストにも当てはまります。 

New Virtual Machine Wizard は、仮想マシンのメモリサイズとして適当な値
を自動的に選択しますが、仮想マシン設定エディタで設定を調整すれば
（[VM] - [Settings] - [Memory]）、パフォーマンスをさらに向上できることがあ
ります。 
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一度に 1台の仮想マシンを単独で実行することがほとんどであれば、仮想
マシンに割り当てるメモリは、ホストで利用できるメモリの半分を目安とし
てください。

予約メモリの設定を変更すれば効果的なこともあります。[Host] - [Settings] - 
[Memory] で変更を行います。

詳しくは、「メモリ使用上の注意 (P.215)」をご覧ください。

デバッグモード
各仮想マシンに対して、通常モードかデバッギング情報を追加で提供する
モードかのどちらで実行するかを設定できます。デバッグモードは通常モー
ドよりパフォーマンスが遅くなります。

一般的な使用目的では、仮想マシンをデバッグモードで実行しないでくださ
い。[VM] - [Settings] - [Options] を選択し、 次に [Advanced] を選択します。
[Settings] の箇所の [Run with debugging information] チェックボックスの選
択が解除されていることを確認してください。

CD-ROMドライブのポーリング
Windows NT/98 など一部のOS は、CD-ROMドライブに対するポーリング
を毎秒行って、ディスクが挿入されているか確認します（これで自動実行プ
ログラムを遂行することができるのです）。このポーリング中に GSX Server
がホストの CD-ROMドライブに接続され、CD-ROMドライブが回転する間、
仮想マシンが動作を一時的に停止したような状態になることがあります。

CD-ROMドライブの始動に特に時間がかかる場合は、次の 2通りの方法で
動作停止が起こるのを防ぐことができます。

• ゲストOS内でポーリングを無効にします。無効にする方法は、OS に
よって異なります。最近のMicrosoft Windows の OS では、PowerToys
ユーティリティから TweakUI を使用するのが最も簡単な方法です。

TweakUI の入手法とゲストOSへのインストールに関する情報は、 
www.microsoft.comで「TweakUI」をキーワードに検索を行ってくださ
い。詳細は、使用するOSによって異なります。

• 仮想CD-ROMドライブを切断された状態に設定することもできます。 こ
うすれば、ドライブは仮想マシンに検出されますが、常にディスクが
挿入されていない状態で認識されます（また、GSX Server がホストの
CD-ROMドライブに接続されません）。

変更を行うには、[VM] - [Settings] を選択してから、[Device] リストで
DVD/CD-ROM項目を選択します。次に [Connect at Power On] チェック
ボックスの選択を解除します。
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仮想マシンで CD-ROMを使用する場合は、[VM] - [Removable Devices]
メニューで CD-ROMドライブを接続してください。

ディスクのオプション
ディスクのオプション（SCSI または IDE）やタイプ（仮想ディスクまたは物
理ディスク）は、様々な方法でパフォーマンスに影響を与えます。

仮想マシン内では、SCSI ディスクもDMA（direct memory access）を使用
する IDE ディスクもほぼ同じパフォーマンスを示します。ただし、DMAを
使用できない、あるいは使用するように設定されていないゲストOSでの
IDE ディスクのパフォーマンスは、非常に遅くなることがあります。

Linux ゲストが IDE ドライブへのアクセスにDMAを使用するように設定す
る最も簡単な方法は、VMware Tools をインストールする方法です（[VM] - 
[Install VMware Tools]）。 VMware Tools をインストールすると、IDE 仮想ドラ
イブがDMAを使用するように自動設定されます。

Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000 では、デフォルトで
DMAアクセスが有効になっています。他のWindows ゲストOSでは、設定
を変更する方法はそれぞれ異なります。詳細は「VMware GSX Server 仮想マ
シンガイド」で次のテクニカルノートを参照してください。

• マルチプロセッサホストでのWindows NTゲストのディスクパフォーマ
ンス

• Windows 98 とWindows 95 ゲストのパフォーマンス

スナップショットが設定されている場合、 仮想ディスクは大抵、ランダムア
クセスあるいは非順次アクセスに対して非常に優れたパフォーマンスを示し
ます。ただし、このようなディスクは、パフォーマンスに影響を及ぼす程に
断片化してしまう可能性があります。ディスクの最適化を行うには、まずス
ナップショットを削除しなければなりません（[Snapshot] - [Remove 
Snapshot]）。

スナップショットが存在しない場合、物理ディスクと事前割当済み
（preallocated）仮想ディスクは、 共にベースとなるディスクの順次アクセス
及びランダムアクセスのパフォーマンスを模倣したフラットファイルを使用
します。スナップショットが存在する仮想マシンをパワーオンした後で変更
を行うと、変更されたファイルへのアクセスはすべて、事前に全スペースが
割当てられていない仮想ディスクのパフォーマンスと同様のレベルで実行さ
れます。スナップショットを削除すると、再びベースとなるディスクのパ
フォーマンスと類似したパフォーマンスを示すようになります。
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全般的に、スナップショットを設定せずに物理ディスクか事前割当済み仮想
ディスクを使用すると、それ以外の構成より幾分優れたパフォーマンスを挙
げることができます。

仮想ディスクに事前に全スペースを割当てないと、ディスクの書き込みが幾
分遅くなります。ただし、仮想マシン設定エディタを使ってこのようなディ
スクの最適化を行えば、パフォーマンスを改善することができます。 [VM] - 
[Settings] を選択してから、最適化を行うディスクを指定し、[Defragment]
をクリックしてください。

リモートディスクアクセス
非常に高速なネットワークでない限り、リモートマシンに存在し、ネット
ワークを使ってアクセスするディスクの使用はできるだけ避けてください。
ディスクをリーモートマシンで実行する必要がある場合は、[VM] - [Settings] 
- [Options] を選択してから [General] を指定し、[Working directory] をローカ
ルハードディスクのディレクトリに設定してください。 次にスナップショッ
トを作成してください。スナップショットを作成した後は、行った変更が
ローカルマシンのワーキングディレクトリに保存されるようになります。 

スナップショット
スナップショットを使用する必要がない場合は、スナップショットを設定し
ないで仮想マシンを実行すれば、最適なパフォーマンスを達成できます。仮
想マシンにスナップショットが設定されていない状態にするには、
[Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択してください。

ゲストOSでのアプリケーションのインストール及び実行に関する問題
仮想マシン内で特定のプログラムをインストール、実行しようとすると、プ
ログラムがハングあるいはクラッシュしたような状態になるか、デバッガ
モードで実行中である旨の注意を促す画面が表示されることがあります。こ
のような問題が発生するプログラムとして、日本語版 Trend Micro Virus 
Buster のインストーラ、FoxPro データベース、Windows 98 内でのNetware
クライアント、Mathcad、Sims、Civilization III 等が挙げられます。

この問題には、アクセラレーションを無効にする設定を行なって対処しま
す。多くの場合、これはインストール中かプログラムの実行初期にのみ発生
する問題です。この場合、問題が発生する段階が過ぎた時点でアクセラレー
ションを有効にしてください。作業は次の手順で行います。

1. 仮想マシンをパワーオンします。

2. 問題が発生するプログラムを実行、インストールする前に、アクセラ
レーションを無効にします。
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[VM] - [Settings] - [Advanced] を選択してから、 [Disable acceleration]
チェックボックスにチェックを入れます。

3. [OK] をクリックして変更を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

4. プログラムを起動するか、インストーラを実行してください。

5. 問題が発生する段階が過ぎた時点で、仮想マシン設定エディタに戻り、
[Disable acceleration] 横のチェックマークを外します。プログラムを起
動、あるいはインストールした後は、アクセラレーションを有効にし
てプログラムを実行できる可能性があります。

注意 : アクセラレーションを無効にすると、問題が発生する段階をやり
過ごすことができますが、仮想マシンの実行速度が遅くなります。プ
ログラムの起動時またはインストール中にのみ問題が発生するのであ
れば、そのプログラムが起動した時点、あるいはインストールが完了
した段階でアクセラレーションを再開すればパフォーマンスを改善で
きます。

Windows ホスト上の GSX Server
注意 : 以下の項目はWindows ホスト上でのGSX Server のパフォーマンスを
説明したものです。Linux ホスト上のGSX Server の構成に関するヒントは
「Linux ホスト上のGSX Server (P.214)」を参照してください。 

仮想マシンのパフォーマンスを監視
GSX Server には、実行中の仮想マシンからパフォーマンス データを収集で
きるように、Microsoft 社のパフォーマンス コンソールで動作する 1組のカ
ウンタが組み込まれています。

注意 : パフォーマンス コンソールはWindows ホストでのみ利用できます。
Linux ホスト上で仮想マシンのパフォーマンスを監視することはできませ
ん。ただしWindows ホスト上であれば、Linux ゲストも含めてあらゆるゲ
ストOSのパフォーマンスを監視することができます。

GSX Server のパフォーマンス カウンタは、実行中の仮想マシンの以下の
データを監視することができます。 

• 仮想ディスクに対する読み出しと書き込み

• 仮想マシンのメモリ使用状況

• 仮想ネットワークトラフィック

仮想マシンのパフォーマンスは、VMware 仮想マシンコンソールが起動して
いるか、仮想マシンが実行中の場合にのみ監視することができます。パ
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フォーマンス カウンタは、ゲストOS ではなく、仮想マシンの状態を反映し
ます。例えば、カウンタはゲストOSの仮想ディスクに対する読み出し頻度
を記録することができますが、ゲスト内で実行中のプロセス数を判別するこ
とはできません。各カウンタの説明は、パフォーマンス コンソールに記載
されます。

カウンタを追加して仮想マシンのパフォーマンスを監視するには、 Windows
のパフォーマンス コンソールで以下の作業を行ってください。

1. [ スタート ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ パフォーマンス ] を選択し
て、パフォーマンス コンソールを開きます。

2. ツールバーにあるプラス (+) 記号をクリックするか <Ctrl>-<I>を押
すと、[ カウンタの追加 ] ダイアログボックスが表示されます。

3. [ パフォーマンスオブジェクト ] リストから [VMware] を選択してくだ
さい。

4. すべてのカウンタを追加するか、一覧からカウンタを選んで追加する
かを指定します。

5. 実行中の全仮想マシンに対して上記のカウンタを使用するには [すべて
のインスタンス ] を選択してください。特定の仮想マシンに対してのみ
カウンタを使用する場合は、[ 一覧からインスタンスを選ぶ ] をクリッ
クし、 仮想マシンを指定してください。

注意 : 各カウンタの簡単な説明を参照するには [説明 ] をクリックして
ください。一覧からカウンタを指定すると、[ カウンタの追加 ] ダイア
ログボックスの下に説明が表示されます。
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6. [ 追加 ] をクリックすると、パフォーマンス コンソールにカウンタが追
加されます。

パフォーマンス コンソールの使用に関する詳細は、コンソール内のヘルプ
を使用するか、Microsoft 社のWebサイトを参照してください。

フルスクリーンモードの使用
フルスクリーンモードを使用すると、ウィンドウモードに比べてスピードが
改善されます。このため、仮想マシンとホストを同時に画面表示する必要が
ない時は、フルスクリーンモードに切替えることをお勧めいたします。 

注意 : VGA モードでは特にこの傾向が顕著です。VGAモードとは、テキス
トモード（DOSや Linux の仮想ターミナルなど）になっている画面や 16色
640 x 480 ピクセルのグラフィックモード（例えば、Windows 9x の雲を背景
としたブート画面や VMware Tools の SVGA ドライバを使用せずに稼動して
いるゲストOSの画面）のことです。
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Linux ホスト上の GSX Server
注意 : 以下の項目は、Linux ホスト上でのGSX Server のパフォーマンスを説
明したものです。Windows ホスト上のGSX Server の構成に関するヒント
は、「Windows ホスト上のGSX Server (P.211)」を参照してください。

フルスクリーンモードの使用
フルスクリーンモードを使えば、ウィンドウモードに比べてスピードが改善
されます。このため、仮想マシンとホストを同時に画面表示する必要がない
時は、フルスクリーンモードに切替えることをお勧めします。

注意 : VGA モードでは特にこの傾向が顕著です。VGAモードとは、テキス
トモード（DOSや Linux の仮想ターミナルなど）になっている画面や 16色
640 x 480 ピクセルのグラフィックモード（例えば、Windows 9x の雲を背景
としたブート画面や VMware Tools の SVGA ドライバを使用せずに稼動して
いるゲストOSの画面）のことです。 

Linux ホストでは、フルスクリーンの VGAモードは、ベースとするビデオ
カードを直接使用するため、グラフィックスのパフォーマンスがホストのパ
フォーマンスに非常に近くなります。対照的に、ウィンドウモードの VGA
は同モードの SVGA に比べてエミュレーションに多くのリソースを消費しま
す。このため、VGAモードで長時間作業を行う時は（例えばグラフィカル
インストーラを使ったOSのインストールなど）、フルスクリーンモードで
実行すれば、パフォーマンスが大幅に改善されることになります。

スワップスペースと /tmp
パフォーマンスは、ホスト上のスワップスペースの容量や /tmpディレクト
リのサイズに影響されます。/tmpディレクトリは、ホスト上のメモリの
1.5 倍に相当するサイズが必要です。例えば、GSX Server ホストに 1GB のメ
モリが存在する場合、ホストの /tmpディレクトリに少なくとも 1.5GB のサ
イズを割当てておいてください。

スワップスペースの設定と /tmpディレクトリに関する情報は、弊社知識
ベースの第 844 項（www.vmware.com/support/kb/enduser/

std_adp.php?p_faqid=844）を参照してください。
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メモリ使用上の注意
GSX Server では、各仮想マシンのメモリサイズと稼動中の仮想マシンに使用
できるホストコンピュータのメモリ量を指定することができます。さらに、
ホストOSのメモリマネージャに物理 RAMから仮想マシンをどの程度ス
ワップさせるのかを管理することができます。 

上記の設定を調節することによって、仮想マシンのパフォーマンスとシステ
ム全体のパフォーマンスを改善することができます。

ここでは、GSX Server がどのようにメモリ構成パラメータを使用して、仮想
マシンとシステムメモリを適切に管理するかを説明します。

• ホスト上のメモリの使用 (P.215)

• 実行中の全仮想マシンが使用できる RAMの容量を指定 (P.215)

• 旧バージョンの Linux ホストでのメモリの使用 (P.218)

特定の仮想マシンに対するメモリ使用の詳細は、 「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「仮想マシンにメモリを割り当て」をご覧ください。

ホスト上のメモリの使用
ホストOSは、空きメモリが不足した状態ではうまく動作しません。
Windows ホストOS あるいは Linux ホストOS に十分な RAMが割当てられ
ていないと、常に RAMとディスク上のページングファイル間でオペレー
ティングシステム自体の一部がスワッピングされ、スラッシングが発生して
しまいます。仮想マシンによるホストのスラッシングを防ぐため、GSX 
Server では全仮想マシンが使用することができる RAM容量に上限を設定し
ています。

一般的に、実行中の全仮想マシンのメモリの総計とGSX Server のプロセス
に必要なオーバーヘッドの合計が、ホスト上の物理メモリからホストに予約
しておくメモリを差し引いた容量を越えることはできません。ただし、例外
もあります（「追加メモリの使用 (P.217)」を参照ください）。

仮想マシンの実行中もホストが正常に動作できるように、メモリの一部をホ
ストに予約しておく必要があります。ホストに予約されるメモリサイズは、
ホストOSとホストコンピュータのメモリのサイズによって異なります。 

実行中の全仮想マシンが使用できる RAMの容量を指定
GSX Server が実行中の全仮想マシンに予約しておくことができるRAMの容量
を設定することができます。このパラメータは、[Host] - [Settings] - [Memory]
で設定します。
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この予約メモリ設定は、GSX Server が使用することのできるホスト RAM容
量の上限を指定します。ただし、ここで指定したメモリがすべて最初から割
り当てられる訳ではありません。複数の仮想マシンが並行稼動している場合
でも、ここで指定する RAM容量の一部しか使用されない場合もあります。 
未使用の RAMは、別のアプリケーションが使用できます。指定した RAM
のすべてを仮想マシンが使用している場合は、ホストOSや別のアプリケー
ションがこのメモリを利用することはできません。

仮想マシンのオーバーヘッド
仮想マシンがある程度のパフォーマンスで動作するには、比較的大容量のメ
モリが必要です。個別の仮想マシンは、その構成ファイルに指定されている
メモリ量と若干のオーバーヘッドを使用します。必要なオーバーヘッドメモ
リは、ゲストの仮想ディスクのサイズや動作状況、その仮想マシンに割り当
てられているメモリサイズによって異なります。下記の表は、ゲストに割り
当てられたメモリサイズごとに、必要なオーバヘッドメモリの一般的な上限
を示したものです。 

特定の仮想マシンが実際に使用する RAMは、仮想マシンの実行状態によっ
てダイナミックに変化します。複数の仮想マシンが並行稼動している場合
は、その中でメモリのやり繰りを行います。

実行中の全仮想マシンに指定する RAM容量の推奨値は、ホストコンピュー
タの物理メモリサイズに基づいて算出され、メモリ設定コントロール
（[Host] - [Settings] - [Memory]）に表示されます。GSX Server が使用するメモ
リ容量を変更したい場合、このスライダーを使って変更を行うことができま
す。

設定した値が大きすぎる場合、ホストで別のアプリケーションが実行される
とスラッシングが発生する可能性があります。設定した値が小さすぎると、
仮想マシンのパフォーマンスが大幅に低下し、実行できる仮想マシンの数も
限られてきます。

仮想マシンに割当てられているメモリサイズ オーバーヘッドに必要なメモリ

最大 512MB 最大 54MB

最大 1000MB 最大 62MB

最大 2000MB 最大 79MB

最大 3600MB 最大 105MB
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追加メモリの使用
GSX Server はデフォルトで、同時に実行できる仮想マシン数の上限を、
[Host Settings] ダイアログボックスで指定されたメモリサイズに基づいて設
定します。 これは、仮想マシンがお互いのパフォーマンスを低下させ合うの
を防ぐためです。メモリが不足している時に仮想マシンをパワーオンしよう
としても、警告メッセージが表示され、その仮想マシンをパワーオンできま
せん。

実行可能な仮想マシンの台数あるいはメモリサイズを増加させるには、ホス
トOSがディスクにスワップできる仮想マシンのメモリ量を変更してくださ
い。この設定を変更するには、[Host] - [Settings] - [Memory] を選択してか
ら、[Additional memory] の箇所でオプションを指定します。

以下のいずれかのオプションを選択してください。

• [Fit all virtual machine memory into reserved host RAM]　パネル上部
で設定された予約メモリの制限が厳密に適用されます。この設定を選
択すると、同時に実行できる仮想マシンの台数とメモリサイズに最も
厳しい制限が課せられます。一方で、仮想マシンがすべて RAMで実行
されるため、最適なパフォーマンスが達成できます。

• [Allow some virtual machine memory to be swapped]　必要に応じて、
ホストOSが適度な量の仮想マシンのメモリをディスクにスワップする
ことができます。この設定を選択すると、同時に同一ホストコン
ピュータ上で実行できる仮想マシンの台数やメモリサイズを増加させ
ることができます。ただし、仮想マシンのメモリを RAMとディスク間
で移動させると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

• [Allow most virtual machine memory to be swapped]　ホストOS が、
仮想マシンのメモリを必要なだけディスクにスワップできます。この
設定を選択すると、適度なスワップを許可した場合以上の仮想マシン
をより多くのメモリで実行することができます。ただし、仮想マシン
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のメモリを RAMとディスク間で移動させると、パフォーマンスもさら
に低下する可能性があります。

メモリが不足している時に仮想マシンをパワーオンしようとすると、警告
メッセージが表示されます。メッセージには、その仮想マシンが使用するよ
うに設定されているメモリ量と使用可能なメモリ容量の情報が含まれます。
利用可能なメモリを使ってその仮想マシンをパワーオンさせたい場合は、
[OK] をクリックしてください。仮想マシンをパワーオンしない場合は、
[Cancel] をクリックします。 

旧バージョンの Linux ホストでのメモリの使用
2.2.x シリーズの Linux カーネルはデフォルトで、1GB の物理メモリをサポー
トしています。 Linux で 1GB 以上のメモリを使用したい場合は、次のいずれ
かの方法を取ってください。

• より大容量の物理メモリに対応した 2.4.x シリーズのカーネルにアップ
グレード

• CONFIG_2GB オプションを使用して、カーネルを 2GB カーネルとしてリ
コンパイル

• CONFIG_BIGMEMオプションを有効にして、より多くの物理メモリを
マッピング（VMware 製品でこのアプローチを取る場合は、特別な作業
が必要です。詳細は次頁の「対処方法」を参照してください）。

CONFIG_2GB オプションでは、カーネルを 2GB カーネルとしてリコンパイ
ルします。 CONFIG_2GB オプションを有効にしてカーネルをリコンパイルす
ると、Linux が約 2GB の物理メモリをサポートできるようになります。これ
は、アドレススペースを 2GBのユーザーセクションと 2GB のカーネルセク
ションに分割して実現します（通常は 3GBのユーザーセクションと 1GB の
カーネルセクションに分割されます）。 

3 番目のアプローチは、Linux で CONFIG_BIGMEMオプションを使用するも
のです。CONFIG_BIGMEMオプションを有効にすると、カーネルは全物理メ
モリに直接アクセスする代わりに、一度に 1GB （または 2GB）の物理メモ
リをアドレススペースにマッピングすることができます。これによって、
カーネルが仮想アドレスを物理アドレスにマッピングするために使用するセ
マンティクスが変更されてしまいますが、すべての物理メモリを使用できる
ようになります。ただし、VMware 製品は物理メモリが直接カーネルのアド
レススペースにマッピングされると想定しているため、CONFIG_BIGMEMオ
プションを有効にすると正常に動作しなくなります。 
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対処方法
CONFIG_BIGMEMオプションを有効にして、960MB～ 1983MB のメモリを
持つ 1GB のカーネルを使用する場合、GSX Server は動作しません。この問
題に対処するには、次のいずれかを行ってください。

• CONFIG_2GB オプションを有効にし、カーネルを 2GB のカーネルとして
リコンパイルします。これで、物理メモリをすべて使用できるように
なります。

• LILOプロンプトでブート時に表示されるスイッチmem=959Mを受け入れ
るか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEMを無効にし、
GSX Server が実行できるようにします。これは次の手順で行います。

LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959Mと入力します。

または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次の行を
追加してください。 
append mem="959M" 

CONFIG_BIGMEMオプションが有効になっている 1GBのカーネルに 1983MB
以上のメモリが設定されている場合、次のいずれかを行ってください。

• CONFIG_2GB オプションを有効にし、カーネルを 2GB のカーネルとして
リコンパイルします。さらに、 LILO のプロンプトでブート時に表示さ
れるスイッチ mem=1983Mを受け入れるか、これを lilo.confに追加
します。 スイッチは以下の手順で使用できます。

LILO プロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983Mと入力します。 

 または lilo.confを編集します。 カーネルのセクションに次の行を追
加してください。 
append mem="1983M" 

• LILOプロンプトにブート時に表示されるスイッチmem=959Mを受け入れ
るか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEMを無効にしま
す。スイッチは次の手順で使用できます。

LILO プロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959Mと入力します。 

 または lilo.confを編集します。 カーネルのセクションに次の行を追
加してください。
append mem="959M" 

CONFIG_BIGMEMオプションを有効にして、1984MB 以上のメモリを持つ
2GB のカーネルを使用する場合、GSX Server は動作しません。この場合、
LILO プロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=1983Mを受け入れ
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るか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEMを無効にすれば、 
GSX Server を実行することができます。スイッチは次の手順で使用します。

LILO プロンプトでスイッチを受け入れるには、
linux-2.2.16xxx mem=1983Mと入力します。

lilo.confを編集するには、テキストエディタでファイルを開き、
カーネルのセクションに次の行を追加してください。
append mem="1983M" 
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7 章
VMware GSX Serverを使った高い
可用性の構成
この章では、次の内容を解説していきます。

• SCSI リザベーションを使って SCSI ディスクを仮想マシンで共有 (P.222)

• GSX Server を使ったクラスタリング (P.228)

• ボックス内のクラスタの作成 (P.230)

• GSX Server を使ったネットワーク負荷分散の使用 (P.239)

• Novell クラスタリングサービスを使った 2ノードのクラスタの作成 
(P.245)

• iSCSI プロトコルを使ったクラスタリング (P.249)
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SCSI リザベーションを使って SCSI
ディスクを仮想マシンで共有 
GSX Server では、SCSI の事前割当済み（preallocated）仮想ディスクを使用
している場合、 そのディスクを同一ホスト上で稼働する複数の仮想マシン間で
共有することが可能です。

ディスクを共有させると、そのディスクに接続されている全仮想マシンが
SCSI リザベーションのプロトコルを使って、そのディスクに並行して書き
込みを行うことができるようになります。

また、SCSI ディスクを共有する予定の各仮想マシンには、クラスタリング
ソフトウェアをインストールする必要があります。各マシンで SCSI リザ
ベーションを有効にしたからといって、動作中の仮想マシンが自動的に
SCSI リザベーションのプロトコルに参加する訳ではありません。

注意 : 拡張可能な仮想ディスクや物理ディスクも SCSI リザベーションを
使って利用することが可能ですが、そのような使用方法は試験的なものと考
えてください。実働環境での利用はお勧めしません。SCSI リザベーション
が完全にサポートされているのは、事前割当済み仮想ディスクの使用のみで
す。仮想マシンを新規作成すると、あるいは既存の仮想マシンに新しい仮想
ディスクを追加すると、デフォルトで事前割当済み仮想ディスクが作成され
ます。 

注意 : この機能は上級者向けです。一般的に SCSI に（特に SCSI リザベー
ション プロトコルに）精通しているユーザー以外の使用はお勧めいたしま
せん。

次のセクションでは、SCSI リザベーションを使って複数台の仮想マシン間
でディスクを共有する方法について説明します。

• SCSI リザベーションのサポート (P.222)

• SCSI リザベーションの有効化 (P.224)

• ディスク共有時に考慮すべき点 (P.226)

SCSI リザベーションのサポート
SCSI リザベーションのサポートには、以下の制約があります。

• SCSIリザベーションは、SCSI仮想ディスクとSCSI 物理ディスクに対して
有効にできます。それ以外のタイプの SCSI デバイスが仮想マシンで
SCSI リザベーションを利用することはできません。特にGeneric SCSI 
デバイスとして構成されている SCSI ディスクでは、SCSI リザベーショ
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ンを有効にすることはできません。Generic SCSI に関する詳しい情報
は、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「Generic SCSI デバイ
に接続」をご覧ください。

注意 : SCSI リザベーションは、事前割当済み仮想ディスクで使用する
場合にサポートされます。拡張可能ディスク及び物理ディスクでの
SCSI リザベーションに対するサポートは試験的なものです。高い可用
性の構成には、SCSI リザベーションを事前割当済み仮想ディスクで利
用してください。

• SCSI ディスクは、SCSI リザベーションを通じて同一ホストで稼動する
仮想マシン間で共有することができます。これには、仮想マシンの構
成ファイルをすべて同じGSX Server ホスト上に保存する必要がありま
す。ただし、仮想マシンが共有するディスクは別のロケーションの異
なるホスト上に格納されていても構いません。

• SCSI 仮想ディスクは、どのタイプのハードディスク（IDE、SCSI または
SATA 等）を持つホストにも格納することができます。共有物理ディス
クは常に SCSI ディスクでなければなりません。 

• GSX Server 仮想マシンは、現在 SCSI-2 ディスク プロトコルのみをサ
ポートしており、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、 一般的に使われているク
ラスタリング ソフトウェア（MSCS および VCS 等）はすべて、現在 
SCSI-2 リザベーションを使用しています。
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SCSI リザベーションの有効化
ディスクを共有する前に、SCSI リザベーションを仮想マシン内で有効にす
る必要があります。共有ディスクは、ゲストOSが使用するバスとは異なる
独自の SCSI バスに設定することをお勧めします。例えばゲストOSが
scsi0バス上に存在する場合、共有するディスクは次に利用可能なバス（通
常は scsi1バス）上に設定してください。

有効にするには、仮想マシンをパワーオフしておく必要があります。 構成
ファイル (.vmx) をテキストエディタで開き、ファイルのどこかに次の行を
追加します。
scsi<x>.sharedBus = "virtual" 

ここで <x>は、共有する SCSI バスを指します。 

例えば scsi1 バス上のデバイスに対して SCSI リザベーションを有効にする
には、仮想マシンの構成ファイルに次の行を追加します。

scsi1.sharedBus = "virtual"

これでバス全体を共有することができるようになります。この方法は、各
ディスクを個別に指定するよりも手早くできます。一方で、バス全体を共有
したくない場合は、共有するバス上の特定の SCSI ディスクを選択して SCSI
リザベーションを有効にすることも可能です。例えば、scsi1:1に存在す
る SCSI ディスクを共有したい場合は、次の行を構成ファイルに追加してく
ださい。

scsi1:1.shared = "true"

ディスクを共有する各仮想マシンの構成ファイルに同じ SCSI ターゲット
（つまり scsi<x>:1）を指定するようにしてください。

SCSI リザベーションをバス全体に対して有効にすると（つまり
scsi1.sharedBusを "virtual"に設定すると）、上記の設定は無視されま
す。

バス上で SCSI リザベーションを有効にしたら、仮想マシンが共有ディスク
に並行アクセスできるように許可を与える必要があります。仮想マシンの構
成ファイルに次の行を追加してください。

disk.locking = "false"

これによって該当ディスクがロックされなくなり、複数台の仮想マシンがそ
のディスクに並行アクセスすることが許可されます。ただし SCSI リザベー
ション向けに構成されていない仮想マシンがこのディスクに並行アクセスし
ようとすると、共有ディスクが破損したりデータの損失が生じる恐れがあり
ますので、注意してください。
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注意 : 上記の設定は、仮想マシンの全ディスクに適用されます。

SCSI リザベーションを有効にすると、特定ディスクに対するリザベーショ
ンの共有状態を記録するリザベーションロックファイルが作成されます。こ
のファイルの名前は、SCSI ディスクのファイル名に .RESLCKという拡張子
を付けたものになります。

例えば、 構成ファイルで scsi1:0.filenameというディスクを次のように
定義した場合、

scsi1:0.fileName = "/<path_to_config>/vmSCSI.vmdk"

このディスクのリザベーションロックファイル名はデフォルトで次のように
なります。

"/<path_to_config>/vmSCSI.vmdk.RESLCK"

ただしユーザーが自分でロックファイル名を付けることも可能です。構成
ファイルに scsi1:0.reslcknameの定義を追加してください。例えば、
次の行を構成ファイルに追加した場合、デフォルトのロックファイル名を上
書きします。

scsi1:0.reslckname = "/tmp/scsi1-0.reslock"

注意 : クラスタ内の各仮想マシンに対して、同じロックファイル名（例え
ば "/tmp/scsi1-0.reslock"）を使用してください。また、
scsi1:0.reslcknameを定義する際は、各仮想マシンに同じ SCSI ターゲッ
トを使用する必要があります。ただし、SCSI バス（この場合は scsi1）は
同じにする必要がありません。 

特定ディスクに対する SCSI リザベーションを有効にしたら、 つまりその
ディスクを共有する予定の各仮想マシンの構成ファイルに
scsi<x>.sharedBus = "virtual" および disk.locking = "false"
という設定を追加したら、 そのディスクにアクセスする予定の各仮想マシン
に対してこのディスクを指定する必要があります。

仮想マシンへの仮想ディスクの追加に関しては、「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「仮想マシンに 仮想ディスクを追加」をご覧ください。
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ディスク共有時に考慮すべき点
• 同一ホスト上に共存していない複数の仮想マシン間でディスクを共有
しないでください。ディスクファイルは別のロケーションに格納され
ていても構いませんが、仮想マシンは同一のGSX Server ホスト上で稼
動していなければなりません。異なるホストに存在する仮想マシン間
でディスクを共有しようとすると、データが破損したり、失われたり
する恐れがあります。

• SCSI バス 0 上のディスクは共有しないでください。通常、このバスは
ブートディスクに使用されています。ブートディスクを共有しても、
ブートプログラムはディスクが共有されていることを認識せず、共有
されているかどうかに関わらず、そのディスクに書き込みを行ってし
まいます。このためディスクを破損する恐れがあります。別のバスに
存在するデータディスク上で SCSI リザベーションを使用するほうが、
はるかに安全です。

• 特定ディスクを使用する仮想マシンが 1台しか稼動しておらず、その仮
想マシンが SCSI リザベーションを使用しないアプリケーションを実行
中の場合、ディスクのパフォーマンスが若干低下することがあります。

• この時点で、仮想ディスクに対して SCSI リザベーションが有効になって
いない仮想マシンが存在しても、 別の仮想マシンで同じ仮想ディスクに
対して SCSI リザベーションが有効になっていれば、 GSX Server はその
ディスクの共有を許可します。ただし、SCSI リザベーション向けに構
成されていない仮想マシンがこのディスクに並行アクセスしようとす
ると、共有ディスクの破損やデータの損失を引き起こす恐れがありま
す。このためディスクを共有する際には十分にご注意ください。

• 仮想ディスクを圧縮または最適化する必要がある場合は（拡張可能な
仮想ディスクを使用している場合に限り可能）、まず SCSI リザベーショ
ンを無効にし、他の仮想マシンがそれを使用していないことを確認し
てください。

仮想マシンの全 SCSI ディスクに対して SCSI リザベーションを無効にす
るには、構成ファイルを開いて、scsi<x>.sharedBus = 
"virtual" という行をコメントアウトするか、削除してください。ま
た、disk.lockingの行は "true"に設定しておいてください。

共有バスの特定 SCSI ディスクに対してのみ SCSI リザベーションを無効
にしたいのであれば、構成ファイルの scsi<x>:<y>.shared = 

"true"という行を scsi<x>:<y>.shared = "false"に変更してく
ださい。あるいはこの行をコメントアウトしてください。
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• Windows 仮想マシンでは、 通常のオペレーション中に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。このエラー
メッセージは、次のようなフォーマットをしています。
"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うために報告されます。パッシブノードは定
期的に共有ディスクを検出するため、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。
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GSX Server を使ったクラスタリング
GSX Server のクラスタリング機能は、アプリケーションの開発、テスト、ト
レーニングに最適です。

注意 : クラスタを実際の運用環境に展開する前に、必ず厳密なテスト、検
証を行ってください。

このセクションでは、次の内容を解説していきます。

• クラスタリングを利用できるアプリケーション (P.229)

• クラスタリングソフトウェア (P.229)

クラスタリングとは、高可用性やスケーラビリティ、あるいはその両方を実
現するために一群のサーバを使ってサービスを提供することです。

例えば、次のようなシナリオが考えられます。

• Webサイトが静的コンテントを提供するWebサーバのクラスタでは、
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。
またノードの 1つがクラッシュした場合は、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。

この構成では、マシンを単独で使用するアプローチに比べて高い可用
性と優れたパフォーマンスを実現できます。Windows 2000 や
Windows Server 2003 のネットワーク負荷分散が、このようなサービス
を提供しています。

• より複雑なクラスタとして、単独のノードがデータベースにサービス
を提供している場合が考えられます。このノードがクラッシュすると、
データベースは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。

一般的な仮想マシンのクラスタでは、

• 各仮想マシンがクラスタの 1ノードを構成します。

• ディスクはノード間で共有されます。

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。
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仮想ディスクを使用する際は、作成時にディスクスペースをあらかじ
め割当てておく必要があります。

• ハートビートのステータスを監視するためには、ノード間で追加の
ネットワーク接続が必要となります。

• 受信リクエストを転送する手段が必要です。

クラスタリングを利用できるアプリケーション
クラスタリングサービスを利用するには、アプリケーションがクラスタリン
グを認識する必要があります。このようなアプリケーションとして、Web
サーバや VPNサーバなどステートレスなものが挙げられます。クラスタリ
ング対応アプリケーションの多くには、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
れています。

クラスタリングソフトウェア
次のようなクラスタリングソフトウェアが現在利用可能です。

• Microsoft Clustering Service (MSCS)　Windows 2000 では、MSCS は
データベース、ファイルサーバ、メールサーバといったアプリケー
ション向けの 2～ 4ノードのクラスタに対してフェイルオーバーをサ
ポートしています。Windows Server 2003 では、MSCS は 8 ノードのク
ラスタに対するフェイルオーバーをサポートしています。

• Microsoft Network Load Balancing (NLB)　Webサーバやターミナル
サービスといったアプリケーション向けの最大 32ノードまでのクラス
タ内で受信 IP トラフィックの負荷を分散

• Veritas Clustering Service (VCS)

• Novell Clustering Services

注意 : 上記のクラスタリングサービスは、Windows ホストOS でのみ検証
済みで、正式にサポートされています。
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ボックス内のクラスタの作成
GSX Server を使えば、ソフトウェアのクラッシュや管理上の問題による影響
を緩和する単純なクラスタをボックス内に構築することが可能です。

このようなクラスタは、

• 1 台の物理マシンに共存する複数の仮想マシン（ノード）から構成され
ます。

• 共有 SCSI ハードウェアを使うことなく共有ディスクをサポートします。

• 物理ネットワークアダプタを追加することなくハートビートネット
ワークをサポートします。

1台の物理マシンに存在する 2ノードのクラスタ
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次のセクションでは、ボックス内のクラスタのセットアップ方法を説明します。

• ボックス内のクラスタで使用する仮想マシンを構成 (P.231)

• 1台のGSX ServerコンピュータにMicrosoft Clustering Servicesを使った2
ノードのクラスタを構築 (P.232)

ボックス内のクラスタで使用する仮想マシンを構成
仮想マシンのクラスタ（ボックス内のクラスタ）を作成するには、各仮想マ
シンに次のデバイスを構成する必要があります。

• SCSI仮想ディスクが1個設定されたプライマリ仮想SCSIホストアダプタ

• 仮想ネットワークアダプタ 2個

• GSX Server マシンの仮想マシン設定エディタで構成した VMnet0 か
VMnet2 ～ 8 を使用する物理アダプタにブリッジ接続されているパブ
リックネットワークアダプタ

• VMnet1 (Host-onlyの場合)か別の物理アダプタ(VMnet2 からVMnet8ま
で ) に接続されているプライベートネットワークアダプタ：これは、
クラスタリングサービスがノード間のハートビートをモニタするの
に使うネットワークアダプタです。1組のクラスタ内の全仮想マシン
で同じデバイスを選択する必要があります。

• 残りのデフォルトの仮想マシンデバイス（CD-ROM ドライブやフロッ
ピーディスクドライブなど）

上記のデバイスに加えて、共有記憶装置として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し、共有する 1個以上の事前割当
済み（preallocated）仮想ディスク

仮想マシン内の仮想 PCI スロットに関しては、次の点に注意してください。

• 仮想マシンごとに、デフォルトで 6つの PCI スロットが利用できます。

• 今回の構成（ネットワークアダプタ2つとSCSIホストバスアダプタ2つ）
では、このうち 4つのスロットを使用します。

• 必要があれば、残りのPCIスロットの内1つを3つ目のネットワークアダ
プタに使用することができます（6番目のスロットは仮想ディスプレイ
アダプタに使用されます）。

• 仮想マシンのブートパーティションが IDE 仮想ディスクに存在する場
合、これが PCI スロットの 1つを使用することになります。
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1 台の GSX Server コンピュータにMicrosoft Clustering 
Services を使った 2ノードのクラスタを構築
ここではMicrosoft Clustering Services を利用して 1台の GSX Server コン
ピュータ上で 2ノードのクラスタを構築します。この際、以下の条件を使
います。

• SQL1 = クラスタのノード 1のホスト名

• SQL2 = クラスタのノード 2のホスト名

• SQLCLUSTER = クラスタのパブリックホスト名

1 つ目のベース仮想マシンを作成
次の手順で、クラスタの 1つ目のノードとなる（また次のノードのテンプ
レートとして使用できる）ベース仮想マシンと、クラスタ内の仮想マシン間
で共有される 2個の事前割当済み仮想ディスクとを作成します。

注意 : クラスタ内の各仮想マシン（ノード）のオペレーティングシステム
やクラスタリングソフトウェアを保存する仮想ディスクは、事前割当済みの
仮想ディスクである必要はありません。

1. VMware GSX Server ホストに、仮想マシンを所有させる予定のユーザー
名でログインします。

2. VMware 仮想マシンコンソールを実行し、仮想マシンを新規作成します
( 仮想マシンの新規作成については、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「仮想マシンの新規作成」を参照してください )。ユーザーの
必要に応じて設定 ( 仮想ディスクのサイズやメモリ容量など )を行いま
す。ただし、以下の設定値は必ず選択してください。

• [Guest Operating System] に [Windows 2000 Advanced Server] あるい
は [Windows Server 2003 Enterprise Edition] を選択します。

• [Virtual machine name] には「SQL1」 を指定します。

• 仮想マシンディレクトリには、「d:￥cluster￥SQL1 」(Windows ホ
スト ) または「 /home/cluster/SQL1」 (Linux ホスト ) を指定しま
す。

• 仮想マシンにブリッジネットワークを指定します。

• ディスクファイル名 (Windows ホスト ) には 「SQL1」を指定します。

3. 仮想マシン設定エディタを開きます。[VM]-[Settings] を選択してくださ
い。
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4. 別の外部アダプタか VMnet1 Host-only アダプタを使用する新しいネッ
トワークアダプタを追加します。ホストから完全に隔離するためには、
未使用の仮想イーサネットスイッチ ( 通常 VMnet2 ～ VMnet7）のいず
れかを使用することもできます。 詳しくは、「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「仮想ネットワークアダプタの追加と変更」を参照
してください。

これはハートビートを監視するための仮想プライベートイーサネット
接続として使用します。

5. 共有する２個のディスクを追加します。

• 共有データディスク ( ここでは「data.vmdk」とします )。

• データディスクに適用する前のトランザクションを格納する、共有
クォーラムディスク ( ここでは「quorum.vmdk」とします )。

詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンに 
仮想ディスクを追加」をご覧ください。

6. [OK] をクリックして設定を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

7. テキストエディタを使って、構成ファイル /home/cluster/SQL1/

SQL1.vmxあるいはd:￥cluster￥SQL1￥SQL1.vmxを手作業で編集し
ます。

8. 次の行を構成ファイルに追加してください。
scsi1.sharedBus = virtual
disk.locking = "false"

これによって SCSI リザベーションが有効になります。詳しくは「SCSI
リザベーションを使って SCSI ディスクを仮想マシンで共有 (P.222)」の
項に記載されています。

これでクラスタの 1つ目のノード用仮想マシンの作成が終了しました。次
に、この仮想マシンにゲストOSをインストールします。

1 つ目の仮想マシン（ノード）にゲストOSをインストール
仮想マシンへのWindows 2000 Advanced Server や Windows Server 2003 
Enterprise Edition のインストールに関しては、「VMware ゲストOS インス
トールガイド」を参照してください。ガイドは [Help] メニューから、ある
いは弊社Web サイト（ www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html）で
ご覧いただけます。
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注意 : ゲストOS のインストール中は、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。

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。詳しくは「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools
のインストール」を参照してください。

ゲストOSと VMware Tools のインストールが完了したら、次にこの仮想マ
シンのクローンを作成します（後でこのクローンを利用して 2つ目のクラ
スタノードを作成します）。

1 つ目のクラスタノードのクローンを作成
次の手順で 1つ目の仮想マシンノードのクローンを作成します。

1. Windows CD 上の ￥support￥tools￥deploy.cabファイル内（あ
るいはMicrosoft 社の Web サイト）にある sysprep.exeを実行しま
す。

sysprep.exeユーティリティがゲストOSに割り当てられているセキュ
リティ ID を解除し、マシン情報や TCP/IP ネットワーク構成をリセット
します。

2. ゲストOSをシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

3. clusterディレクトリに SQL2という名前のディレクトリを作成しま
す。

4. 作成したディレクトリに SQL1*.vmdkファイルをコピーします。

5. VMware Virtual Disk Manager（仮想ディスクマネージャ）を使って仮想
ディスク名を SQL2*.vmdkに変更します。コマンドプロンプトで次の
ように入力してください。
vmware-vdiskmanager -n SQL1.vmdk SQL2.vmdk

仮想ディスクマネージャに関する詳しい情報は、「VMware GSX Server
仮想マシンガイド」の「VMware 仮想ディスクマネージャの使用」をご
覧ください。

1つ目のノードのクローン作成が完了しました。このクローンを利用して、
次にクラスタの 2つ目のノードを作成していきます。

1 つ目のノードのクローンを使ってクラスタの 2つめのノードを作成
1 つ目のノードのクローンを使って、次の手順でクラスタの 2つ目のノード
を作成します。
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1. GSX Server ホストに、仮想マシンを所有させる予定のユーザー名でロ
グインします。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、仮想マシンを新規作成します
（仮想マシンの新規作成については、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「仮想マシンの新規作成」を参照してください）。ユーザーの
必要に応じて設定 ( 仮想ディスクのサイズやメモリ容量など )を行いま
す。ただし、以下の設定値は必ず選択してください。

• [Guest Operating System] に [Windows 2000 Advanced Server] または
「Windows Server 2003 Enterprise Edition」を選択します。

• [Virtual machine name] には「SQL2」 を指定します。

• 仮想マシンディレクトリに 「d:￥cluster￥SQL2 」 (Windowsホスト ) 
または「/home/cluster/SQL2」 (Linux ホスト )を指定します。

• 仮想マシンにブリッジネットワークを指定します。

• 既存の仮想ディスクを使用してください。[Browse] をクリックして
[SQL2.vmdk] を選択します。

3. 仮想マシン設定エディタを開きます。[VM] - [Settings] を選択します。

4. 別の外部アダプタか VMnet1 Host-only アダプタを使用する新しいネッ
トワークアダプタを追加します。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想
マシンガイド」の「仮想ネットワークアダプタの追加と変更」を参照
してください。

5. 先の手順で作成した 2個の仮想ディスク（quorum.vmdkと
data.vmdk）を追加します。詳しくは、「VMware GSX Server 仮想マシ
ンガイド」の「仮想マシンに 仮想ディスクを追加」をご覧ください。 
ここでは、[Use an existing virtual disk] を選択し、 quorum.vmdkと
data.vmdkを指定します。

6. [OK] をクリックし設定を保存した後、仮想マシン設定エディタを閉じ
ます。

7. テキストエディタを使って、構成ファイル d:￥cluster￥SQL2￥
SQL2.vmx （Windowsホストの場合） または /home/cluster/SQL2/

SQL2.vmx（Linuxホストの場合） を手作業で編集します。

8. 次の行を構成ファイルの最後に追加してください。
scsi1.sharedBus = virtual
disk.locking = "false"
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これによって SCSI リザベーションが有効になります。詳しくは「SCSI
リザベーションを使って SCSI ディスクを仮想マシンで共有 (P.222)」の
項に記載されています。

9. コンソールで、仮想マシンが 2台ともパワーオフされているか確認し
てください。

これで、2つ目のノードの作成が終わりました。

2ノードクラスタの２つのノード用に仮想マシンを作成したら、次にクラス
タリングサービスソフトウェアをインストールすることができます。

クラスタのノードにMicrosoft Clustering Services をインストール
次の手順で、クラスタの 1つ目のノードにMicrosoft Clustering Services を
インストールします。

1. ノード１の仮想マシンを起動します。

2. Windows のセットアップ画面に従って次の情報を入力してください。

• Windows のシリアル番号

• ホスト名 (SQL1)

• パブリックネットワークアダプタとプライベートネットワークアダ
プタの IP アドレス

注意 : パブリックネットワークアダプタには、物理ネットワークの IP
アドレスを入力してください。プライベート IP アドレスには、クラス
Cのサブネットマスク (255.255.255.0) を持つ 192.168.x.x といったアド
レスを使用することができます。

3. プロセスの終了後、Windows が自動的に再起動します。

4. [ ディスクの管理 ]を開き、共有ディスクをともに [ ベーシック ] ディ
スクに変更します。

5. 共有仮想ディスクがまだフォーマットされていない場合は、仮想ディ
スクを両方ともNTFS でフォーマットしてください。

6. 1 つ目の共有ディスクを Q: (quorum) に、2つ目のディスクを R:に割
り当てます。

この仮想マシンを既存の Active Directory ドメインに加えた場合は、次
にステップ 11 の作業を行ってください。

7. コマンドプロンプトで dcpromo.exeを実行すると、Active Directory
のウィザードがスタートします。
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8. 使用中のマシンをドメインコントローラとして設定します。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。<domain.com>にはDNS ドメインを、<vmcluster>には
Active Directory のドメインを入力します。

このノードは新しいドメインツリーや新しいフォレストとして設定す
ることも、あるいは既存のドメインツリーやフォレストに加えること
も可能です。

9. DNS サーバがインストールされていることを確認します。

10. 他のモードにする予定がある場合を除き、ドメイン許可を混合モード
に設定します。

11. クラスタサービスのアカウントは、[ プログラム ]-[ 管理ツール ]-[Active 
Directory ユーザーとコンピュータ ] を使ってドメインに追加します。

12. clusterという名前のクラスタサービスアカウントを追加します。

• ユーザーパスワードを入力します。

• [ユーザーはパスワードを変更できない]チェックボックスを選択しま
す。

• [ パスワードを無期限にする ] チェックボックスを選択します。

13. CD-ROMドライブにWindows CD を挿入します。

14. [ 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。

15. [Windows コンポーネントの追加と削除 ] を選択します。

16. [ クラスタサービス ] のコンポーネントにチェックマークを付けます。

17. [ 次へ ] をクリックし、画面の指示に従ってサービスをインストールし
ます。

18. クラスタサービスを構成する際、[新しくクラスタを形成 ]を選択します。

19. クラスタ名を SQLCLUSTER と指定します。

20. ステップ 12 で作成したクラスタサービスアカウントを指定します。

21. 共有ディスクがとも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。

22. 共有ディスク (Q:) を quorumディスクに指定します。

23. どちらのネットワークアダプタがパブリックか、あるいはプライベー
トかを指定します。
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24. クラスタの IP アドレスを指定します。これがクラスタを表すアドレス
になります。これは物理イーサネットデバイスと同じネットワーク上
に存在しなければなりません。

25. 2 つ目の仮想マシン（ノード 2）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（ノード 1）で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。

• [ クラスタサービスの停止 ] を選択します。

これで 1つ目のノードへのMicrosoft Clustering Services のインストールが
完了しました。同様の手順で 2つ目のノードへもソフトウェアをインス
トールします。

1. ノード 2の仮想マシンを起動します。

2. 1 つ目のノードの手順のステップ 2、ステップ 3 を実行します。

3. [ 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
つ目のディスクを R:に割り当てます。

4. dcpromo.exeを実行し、この仮想マシンをステップ 8 で作成したドメ
インか既存のドメインに、ドメインコントローラとして追加します。

注意 : ノード 2の設定は、ステップ 8 で行ったノード 1の設定と一致
するようにしてください。 

5. 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。

• 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。

• [ クラスタサービスの開始 ] を選択します。

6. ノード 2の仮想マシンで「クラスタのノードにMicrosoft Clustering 
Services をインストール (P.236)」の項のステップ 14 ～ステップ 24 を実
行します。ただし、ステップ 18 では代わりに [ クラスタへ接続 ] を選
択してください。

これでクラスタの構成が完了しました。
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GSX Server を使ったネットワーク負荷
分散の使用
ここでは、仮想マシン内で稼動するノードを使ってマルチノードのネット
ワーク負荷分散クラスタを構築する手順を紹介します。ここで使用する仮想
マシンンは、複数のGSX Server コンピュータに分散していても構いません。

次のセクションでは、ネットワーク負荷分散クラスタの一例を挙げて、その
構築方法を解説していきます。

• ネットワーク負荷分散クラスタの概要 (P.239)

• マルチモードのネットワーク負荷分散クラスタを形成 (P.240)

ネットワーク負荷分散クラスタの概要
ネットワーク負荷分散はWindows 2000 Advanced Server 及びWindows 
Server 2003 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、次のことが可能です。

• 次のような種類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。

• 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)

• ストリーミングメディアサーバ

• ターミナルサービス

• サーバのパフォーマンスのスケールを調整できます。 

• 同一の物理サーバ上に存在する仮想マシンを使用しても、（GSX Server
を実行する）複数の物理サーバに存在する仮想マシンを使用しても、
クラスタを形成できます。

• クラスタには最大 32 ノードまで構成することが可能です。
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マルチモードのネットワーク負荷分散クラスタを形成
次のセクションでは、マルチノードのネットワーク負荷分散クラスタの作成
方法を紹介します。

1 つ目のノードとなるベース仮想マシンの作成
次の手順でネットワーク負荷分散クラスタの 1つ目のノードとなるベース
仮想マシンを作成します。

1. GSX Server ホストに、仮想マシンを所有させる予定のユーザー名でロ
グインします。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、仮想マシンを新規作成します
（仮想マシンの新規作成については、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「仮想マシンの新規作成」を参照してください）。ユーザーの
必要に応じて設定 ( 仮想ディスクのサイズやメモリ容量など )を行いま
す。ただし、以下の設定値は必ず選択してください。

• [Guest Operating System] に [Windows 2000 Advanced Server] または
[Windows Server 2003 Enterprise Edition] を選択します。

• [Virtual machine name] には「NLB1」 を指定します。

• 仮想マシンディレクトリには 「d:￥cluster￥nlb1」 (Windows ホス
ト ) または「/home/cluster/nlb1」 (Linux ホスト ) を指定します。

• 仮想マシンにブリッジネットワークを指定します。

• ディスクファイル名には 「nlb1 」を指定します。

3. VMware 仮想マシンコンソールを使ってこの仮想マシンに接続し、[VM] 
- [Settings] を選択します。

4. 2 つ目のネットワークデバイスを追加し、別の物理NIC か Host-only
ネットワークにバインドします。

これで 1つ目の仮想マシン（ノード）の作成が完了しました。次に、この
仮想マシンにゲストOSをインストールします。 

1 つ目の仮想マシン（ノード）にゲストOSをインストール
仮想マシンへのWindows 2000 Advanced Server や Windows Server 2003 
Enterprise Edition のインストールに関しては、「VMware ゲストOS インス
トールガイド」を参照してください。ガイドは [Help] メニューから、ある
いは弊社Webサイト（ www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html）で
ご覧いただけます。
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注意 : ゲストOS のインストール中は、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。

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。詳しくは「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools
のインストール」を参照してください。

ゲストOSと VMware Tools のインストールが完了したら、次にこの仮想マ
シンのクローンを作成します（後でこのクローンを利用して 2つ目のクラ
スタノードを作成します）。

これで最初のクラスタノードの作成が終了しました。次にこのノードのク
ローンを作成し、それを使って別のノードを作成していきます。

1 つ目のクラスタノードのクローンを作成
次の手順で 1つ目のクラスタノードのクローンを作成すれば、クラスタの
別のノードを同じ物理サーバ上あるいはGSX Server を実行する別のマシン
上に作成する際に使用することができます。 

1. Windows CD 上の￥support￥tools￥deploy.cabファイル内（ある
いはMicrosoft 社の Web サイト）にある sysprep.exeを実行します。

sysprep.exe ユーティリティがゲストOSに割り当てられているセ
キュリティ ID を解除し、マシン情報や TCP/IP ネットワーク構成をリ
セットします。

2. ゲストOS をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

3. ローカルサーバあるいはGSX Server を実行する別のマシン上のクラス
タのディレクトリに NLB2という名前のディレクトリを作成します。

4. 作成したディレクトリに、nlb1*.vmdkファイルをコピーします。

5. VMware Virtual Disk Manager（仮想ディスクマネージャ）を使って、仮
想ディスク名を nlb<n>.vmdkに変更します（nには、ネットワーク
負荷分散のノード番号が入ります）。コマンドプロンプトで次のように
入力してください。
vmware-vdiskmanager -n nlb1.vmdk nlb<n>.vmdk

仮想ディスクマネージャに関する詳しい情報は、「VMware GSX Server
仮想マシンガイド」の「VMware 仮想ディスクマネージャの使用」をご
覧ください。

同じ物理サーバあるいはGSX Server を実行する別のマシン上で、作成する
各ノードに対して上記のステップ 3 ～ステップ 5 を実行してください。ネッ
トワーク負荷分散では最大 32ノードまで構成することができます。
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1 つ目のノードのクローンを作成し終えたら、このクローンをベースとし
て、追加のノードを作成していくことができます。

ネットワーク負荷分散クラスタに追加ノードを作成
ネットワーク負荷分散クラスタに参加させる追加ノード（最大 32ノード）
ごとに、次の手順を実行してください。

1. GSX Server ホストに、仮想マシンを所有させる予定のユーザー名でロ
グインします。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、仮想マシンを新規作成します 
（仮想マシンの新規作成については、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「仮想マシンの新規作成」を参照してください）。ユーザーの
必要に応じて設定 ( 仮想ディスクのサイズやメモリ容量など )を行いま
す。ただし、以下の設定値は必ず選択してください。

• [Guest Operating System] に [Windows 2000 Advanced Server] または
[Windows Server 2003 Enterprise Edition] を選択します。

• [Virtual machine name] には「nlb2」 を指定します。

注意 : さらにノードを追加する場合は、nlb2の代わりに該当する
ノード名を使用してください。

• 仮想マシンディレクトリには 「d:￥VMware￥cluster￥nlb2」 
(Windows ホスト ) または「/home/cluster/nlb2」 (Linux ホスト )
を指定します。

• 既存の仮想ディスクを使用してください。[Browse] をクリックして
[nlb2.vmdk] を選択します。

• 仮想マシンにブリッジネットワークを指定します。

3. VMware 仮想マシンコンソールを使ってこの仮想マシンに接続し、
[VM]-[Settings] を選択します。

4. 2 つ目のネットワーキングデバイスを追加し、別の物理NIC か Host-
only ネットワークにバインドします。 詳しくは、「VMware GSX Server
仮想マシンガイド」の「仮想ネットワークアダプタの追加と変更」を
参照してください。

5. コンソールで、仮想マシンが 2台ともパワーオフされているか確認し
てください。

追加ノードの作成が終了したら、クラスタの構成を開始できます。
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ネットワーク負荷分散クラスタの構成
ネットワーク負荷分散を使えば最大 32ノードのクラスタを構成できます。

クラスタに参加するノードごとに以下の手順を実行してクラスタを構成します。

1. VMware 仮想マシンコンソールを使って、１つ目のノードの仮想マシン
に接続します。

2. 仮想マシンをパワーオンします。

3. Windows のミニセットアップ画面に従って、次の情報を入力します。 

• Windows のシリアル番号

• ホスト名

• ホストの IP アドレス

4. プロセス終了後、Windows が自動的に再起動します。

5. 仮想マシンに Administrator としてログインします。

6. [ ネットワークとダイアルアップ接続 ]を開きます。

7. ネットワーク負荷分散をインストールする予定の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
レーションを設定します。

• [ プライマリ IP アドレス ]：これはクラスタ全体のアドレスです。クラ
イアントはこのアドレスを使用してクラスタにアクセスします。

• [ サブネットマスク ]：これは上記のアドレスが所属するネットワーク
のサブネットマスクです。

• [ マルチキャスト ]：仮想マシンに単一のネットワークアダプタが構成
されている場合でも、このオプションを選択してください。

注意 : クラスタの全メンバーに [ マルチキャスト ] を設定する必要が
あります。

残りのオプションに関しては、ネットワーク負荷分散のオンラインヘ
ルプを参照してください。
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11. クラスタパラメータの設定が終了したら、[OK] をクリックして [ロー
カルエリア接続のプロパティ ]画面に戻ります。

12. [OK] をクリックして [ローカルエリア接続の状況 ]画面に戻ります。

13. ネットワークワーク負荷分散をインストールする予定のローカルエリ
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に TCP/IP を設定します。

単独あるいは複数のネットワークアダプタ上でネットワーク負荷分散
向けに TCP/IP を設定する手順に関する詳しい情報やリンクは、ネット
ワーク負荷分散オンラインヘルプの関連トピックを参照してください。

注意 : クラスタのプライマリ IP アドレスは、該当するアダプタにバイ
ンドされた IP アドレスの一覧に追加する必要があります。

ネットワーク負荷分散クラスタで使用する各ホストに対して、上記の作業を
繰り返し実行してください。
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Novell クラスタリングサービスを使っ
た 2ノードのクラスタの作成
ここでは、Novell クラスタリングサービスを利用して 1台の VMware GSX 
Server システム上で 2ノードのクラスタを構築する手順を紹介します。

• 1 つ目のノードのベース仮想マシンを作成 (P.245)

• クラスタの 2つ目のノードを作成 (P.246)

• ゲストOSと VMware Tools のインストール (P.246)

• 両仮想マシンに共有ディスクを追加 (P.246)

• クラスタノードにNovellクラスタリングサービスをインストール (P.248)

1 つ目のノードのベース仮想マシンを作成
次の手順で、クラスタの 1つ目のノードとなるベース仮想マシンと、クラ
スタ内の仮想マシン間で共有される 2個の事前割当済み仮想ディスクを作
成します。 Novell NetWare 6.0/6.5 は、標準のNetWare 6.0/6.5 CD-ROMを
使って仮想マシンにインストールすることができます。NetWare 6.0 は、最
低でも 384MB のメモリが構成されているホストにインストールすることを
お勧めいたします。NetWare 6.5 をインストールするには、 ホストに 512MB
のメモリが必要です。

NetWare 仮想マシンの作成と構成
注意 : クラスタ内の各仮想マシン（ノード）のオペレーティングシステム
やクラスタリングソフトウェアを保存する仮想ディスクは、事前割当済み仮
想ディスクである必要はありません。

1. GSX Server ホストに、仮想マシンを所有させる予定のユーザー名でロ
グインします。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、仮想マシンを新規作成します
(仮想マシンの新規作成については、「VMware GSX Server 仮想マシンガ
イド」の「仮想マシンの新規作成」を参照してください )。ユーザーの
必要に応じて設定 ( 仮想ディスクのサイズやメモリ容量など )を行いま
す。ただし、以下の設定値は必ず選択してください。

• [Guest Operating System] には [Netware 6] を選択します。

• [Virtual machine name] には「Cluster1」 を指定します。
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• 仮想マシンディレクトリには 「D:￥Netware6￥Cluster1」 
(Windows ホスト ) または「/home/Netware/Cluster1」 (Linux ホ
スト ) を指定します。

• 仮想マシンにブリッジネットワークを指定します。

これでクラスタの 1つ目のノード用仮想マシンの作成が終了しました。
次に、クラスタの 2つ目のノードを作成し、各ノードににゲストOSと
VMware Tools をインストールします。

クラスタの 2つ目のノードを作成
次に、クラスタの 2つ目のノードを作成します。上記の 1つ目のノードの
作成手順とほぼ同じ作業を行いますが、以下の点は変更します。

• [Virtual machine name] には「Cluster2」 を指定します。

• 仮想マシンディレクトリには 「D:￥Netware6￥Cluster2」 (Windows
ホスト ) または「/home/Netware/Cluster2」 (Linux ホスト ) を指定
します。

ゲストOSと VMware Tools のインストール
仮想マシンへのNetWare 6.0 または 6.5 のインストールに関しては、
「VMware ゲストOS インストールガイド」を参照してください。ガイドは
[Help] メニューから、あるいは弊社Webサイト（ www.vmware.com/support/

guestnotes/doc/index.html）でご覧いただけます。特に、Bridged ネットワーク
の箇所の指示には従ってください。

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。詳しくは「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools
のインストール」を参照してください。

ゲストOSと VMware Tools のインストールが完了したら、次にこの仮想マ
シンのクローンを作成します（後でこのクローンを利用して 2つ目のクラ
スタノードを作成します）。

これで最初のクラスタノードの作成が完了しました。次にこのノードのク
ローンを作成し、それを使って他のノードを作成していきます。

インストールガイドのNetWare 6.0/6.5 のセクションにある「既知の問題」
には必ず目を通しておいてください。

両仮想マシンに共有ディスクを追加
「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンに 仮想ディスクを
追加」に記載されている手順に従って、2個の事前割当済み共有仮想ディス
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クを作成し、1つ目のノード（Cluster 1）に追加してください。以下の仮想
ディスクを作成し、両方のノード間で共有させます。

• 共有データディスク（ここでは data.vmdkとします）。

• 共有クォーラムディスク（ここでは quorum.vmdkとします）。

注意 : 仮想マシン設定エディタから事前割当済み仮想ディスクを追加する
際、ディスク向けに SCSI 仮想デバイスノードを選択するには、[Advanced]
オプションを使用してください。

仮想ディスクを作成したら、以下の手順で 2つ目のノードに追加してくだ
さい。

1. 2 つ目のノードの仮想マシン（Cluster 2）に対して仮想マシン設定エ
ディタを起動します。[VM] - [Settings] を選択してください。

2. 共有する予定の仮想ディスクを追加します。仮想ディスクを新規作成
する代わりに、ノード 1で作成した仮想ディスクを使用してください。

3. [OK] をクリックし設定を保存した後、仮想マシン設定エディタを閉じ
ます。

4. Cluster 1 仮想マシンでは、構成ファイル
D:￥Netware6￥Cluster1￥Cluster1.vmx（Windowsホスト） または 

/home/Netware/Cluster1/Cluster1.vmx（Linuxホスト） を、テキ
ストエディタを使って手作業で編集します。

5. Cluster 2 仮想マシンでは、構成ファイル
D:￥Netware6￥Cluster2￥Cluster2.vmx（Windowsホスト） または
/home/Netware/Cluster2/Cluster2.vmx（Linuxホスト） を、テキ
ストエディタを使って手作業で編集します。

6. 次の行を上記の各構成ファイルに追加してください。
scsi0.sharedBus = “virtual”
disk.locking = “false”

注意 : 「1つ目のノードのベース仮想マシンを作成 (P.245)」の項で作成
した仮想マシンのデフォルト仮想ディスクは、IDE ディスクです。ベー
ス仮想マシンで代わりに SCSI 仮想ディスクを使用する場合、構成ファ
イルの共有バス オプションとして以下のように追加してください。 
scsi1.present = “true” （既にこの行が存在する場合は、繰り返
しになりますので、この行を追加しないでください）。
scsi1.sharedBus = “virtual”
disk.locking = “false”
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これは、ベース仮想マシンの仮想ディスクが既に scsi0に接続されて
おり、共有ディスクを接続する際に別の仮想 SCSI カードを使用しなけ
ればならないためです。これによって SCSI リザベーションが有効にな
ります。詳しくは「SCSI リザベーションを使って SCSI ディスクを仮想
マシンで共有 (P.222)」の項に記載されています。

クラスタノードにNovell クラスタリングサービスをインス
トール
Novell クラスタリングサービスは、次の手順で各仮想マシンにインストー
ルします。

1. 1 つ目のノードの仮想マシン (Cluster 1) をパワーオンします。

2. <F5>キーを押してスタートアップファイルの実行を迂回し、DOS で
起動してください。 

3. ホストの FDドライブにドライバのフロッピーディスクを挿入します。

4. ドライバを c:￥nwserverディレクトリにコピーしてください。

5. ホストの FDドライブからフロッピーディスクを取り出してください。

6. 仮想マシンを再起動します。

7. これで、サーバが共有ディスクを認識するようになります。List 

Devicesを実行すれば、これを確認することができます。

上記の手順をノード 2の仮想マシン (Cluster 2) でも繰り返してください。

これで、2台の物理マシンにインストールする場合と同様に、Novell 
Clustering Services (NCS) を通常の手順でインストールすることができます。 
詳細は、NetWare 6.0/6.5 製品ドキュメントを参照してください。 
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iSCSIプロトコルを使ったクラスタリング
クラスタリング環境で仮想マシンと物理マシンに iSCSI プロトコルを使え
ば、 可用性の高いネットワークストレージ及びフェイルオーバーを実現する
ことができます。

GSX Server を使って複数のホスト間でクラスタリングを構成したい場合、
iSCSI を使ったクラスタリングが唯一の方法です。このクラスタリングは、
前述の方法と比べると、仮想マシンの構成ファイルを手動で編集して仮想マ
シン内で SCSI リザベーションを有効にする必要がないため、構成が簡単で
す。ただし、仮想ネットワークのスピードがやや劣るため、パフォーマンス
は制限されます。

仮想マシンは、それぞれ 1個のクラスタノードです。クラスタの各ノード
は、iSCSI イニシエータとして動作するように構成する必要があります。イ
ニシエータは iSCSI ターゲットと通信します。iSCSI ターゲットには次のよう
なものがあります。

• 該当ホスト、あるいは別のホスト上の仮想マシン

• GSX Server ホスト自体あるいはネットワーク上の別のホスト

iSCSI イニシエータは、Microsoft iSCSI Software Initiator パッケージを実行し
ていなければなりません。 これは、Microsoft 社のWebサイト
（www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx）か
らダウンロードすることができます。このソフトウェアは、Windows 
Server 2003、Windows 2000、Windows XP のゲストOS の仮想マシンで実行
できます。

iSCSI ターゲットソフトウェアは、仮想マシン内でも、Windows または
Linux オペレーティングシステムのホスト上でも実行可能です。iSCSI ター
ゲットソフトウェアの一例として、WinTarget（Windows 向け ) や NetApp 
Filer（Linux 向け）が挙げられます。

注意 : 他のGSX Server クラスタリング戦略でサポートされているクラスタリ
ングソフトウェアは、このようなクラスタリング ノードで使用することが可
能です。詳しくは、「クラスタリングソフトウェア (P.229)」をご覧ください。

iSCSI を使ったクラスタリングのシナリオ
iSCSI プロトコルを使って仮想マシンをクラスタ化する際は、以下のシナリ
オを用いることができます。

• iSCSI ターゲットとして仮想マシンを使用 (P.250)

• iSCSI ターゲットとしてホストを使用 (P.250)
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iSCSI ターゲットとして仮想マシンを使用
iSCSI ターゲットとして、仮想マシンを使用することができます。このセッ
トアップには、少なくとも 3台の仮想マシンが必要です。この内 2台の仮
想マシンは、iSCSI イニシエータとして動作するクラスタノードに使用しま
す。これらの仮想マシンには iSCSI イニシエータをインストールしてくださ
い。 3 台目の仮想マシンは iSCSI ターゲットとして動作します。正常に動作
するには、iSCSI ターゲット仮想マシンがクラスタリング用に動作していな
ければなりません。

iSCSI ターゲットとしてホストを使用
iSCSI ターゲットとして、ネットワーク上のホストを使用することができま
す。各クラスタノード（仮想マシン）は iSCSI イニシエータとして動作しま
すので、各仮想マシンには iSCSI イニシエータソフトウェアをインストール
してください。次に、iSCSI ターゲットソフトウェアをターゲットホストに
インストールします。 

iSCSI イニシエータ仮想マシンの作成と構成
iSCSI イニシエータ仮想マシンは、一般の仮想マシンと同じ方法で作成しま
す。他のクラスタリング方法とは異なり、クラスタリングを有効にするため
に仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を手動で修正する必要がありません。

クラスタ内の各仮想マシン（ノード）向けのゲストOSやクラスタリング ソ
フトウェアを格納する仮想ディスクは、事前割当済み仮想ディスクや SCSI
仮想ディスクである必要はありません。

仮想マシンには少なくとも 2個のネットワークアダプタを構成してくださ
い。1個は他の iSCSI イニシエータノードと通信するために、もう 1個は 
iSCSI ターゲットやインターネットに接続するために使います。 オプション
として、3個の仮想ネットワークアダプタ（他の iSCSI イニシエータノード
との通信に 1個、iSCSI ターゲットへの接続に 1個、インターネットへの接
続に 1個）を構成することも可能です。

クラスタノードが別のGSX Server ホストに存在する場合、他のクラスタ
ノードとの通信用仮想ネットワークアダプタが Bridged ネットワークを使用
するようにしてください。ノードが同一ホストに存在するのであれば、
Host-only ネットワークを使用できます。

iSCSI イニシエータ仮想マシンは、次の手順で作成します。

1. 使用するGSX Server ホストに、仮想マシンを所有させる予定のユー
ザー名でログインします。
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2. VMware Virtual Machine Console( 仮想マシンコンソール）を起動して新
しい仮想マシンを作成します（仮想マシンの新規作成は、「VMware 
GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想マシンの新規作成」をご覧く
ださい）。ユーザーの必要に応じて設定（仮想ディスク、メモリ量等）
を選択して構いませんが、この仮想マシンには必ず Bridged ネット
ワークを使用してください。

3. 仮想マシン設定エディタを開きます。[VM] - [Settings] を選択してくだ
さい。

4. 2 つ目の仮想ネットワークアダプタを追加します。詳しくは、「VMware 
GSX Server 仮想マシンガイド」の「仮想ネットワークアダプタの追加
と変更」をご覧ください。このアダプタにも、Bridged ネットワークを
指定します。

必要があれば、この仮想マシンに三つ目の仮想ネットワークアダプタ
を追加することもできます。

5. iSCSI ターゲットとの通信に使用する仮想ネットワークアダプタを選択
します。[Adapter type] の箇所から [vmxnet] を選択してください。

6. [OK] をクリックして設定を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

7. 仮想マシンをパワーオンしてゲストOSと VMware Tools をインストー
ルします。「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」の「VMware Tools
のインストール」をご覧ください。

8. iSCSI イニシエータ ソフトウェアをインストールします。

これで iSCSI イニシエータ仮想マシンの作成が完了しました。各 iSCSI
イニシエータに対して、上記の手順を繰り返すか、sysprep.exeを
使って最初のノードのクローンを作成してください。 次に、iSCSI ター
ゲット仮想マシンを作成します。

クラスタ内に iSCSI ターゲットを作成
クラスタの iSCSI ターゲットノードの構成は、ターゲットに仮想マシンを使
用するか、ホストを使用するかによって異なります。

ホストを使用する場合、単に iSCSI ターゲットソフトウェアをホストにイン
ストールしてください。iSCSI イニシエータ仮想マシンを構成し、iSCSI イニ
シエータ ソフトウェアをインストールすると、仮想マシンがターゲットに
アクセスできるようになります。

iSCSI ターゲットに仮想マシンを使用する場合、イニシエータと同じ要領で
仮想マシンを構成してください。ただし、下記の点は異なります。
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• 仮想マシンに最低 1個の SCSI 仮想ディスクを構成してください。

• 仮想マシンに構成する仮想ネットワークアダプタは、1個で構いませ
ん。該当する仮想マシンが iSCSI イニシエータと同じホストに存在する
場合、Host-only ネットワークを使うように構成してください。仮想マ
シンが別のGSX Server ホストに存在する場合は、Bridged ネットワーク
を使うように構成してください。

• SCSI 仮想ディスクには、iSCSI イニシエータ ソフトウェアではなく iSCSI
ターゲット ソフトウェアをインストールしてください。
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Add Hardware Wizard　 仮想マシンに仮想ハードウェアを追加するため
のポイント＆クリックのインターフェイス。ウィザードを起動するには、仮
想マシンをパワーオフしてから仮想マシン設定エディタを開き、[Add] をク
リックします。ハードウェアの構成情報を入力する画面が現れます（ほとん
どの場合、デフォルト値が画面に表示されます。）。
「仮想マシン設定エディタ」も参照

Bridged ネットワーク　 「ブリッジネットワーク」を参照

Custom ネットワーク　 「カスタムネットワーク」を参照

EULA　 エンドユーザー使用許諾契約書

Headless　 「ヘッドレス」を参照 

Host-Only ネットワーク　 「ホストオンリーネットワーク」を参照

Independent ディスク　 「独立ディスク」を参照

Inventory　 「インベントリ」を参照
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NAT( ネットワークアドレス変換 )　 仮想マシンを外部ネットワークにつ
なぐネットワーク接続の一種です。 1 つしかない IP アドレスをホストコン
ピュータが既に使用している場合に利用します。NAT に設定された仮想マ
シンは、外部ネットワークに独自の IP アドレスを持ちません。代わりに、
ホストコンピュータに設定される独立したプライベートネットワーク上のア
ドレスを、VMware 仮想 DHCP サーバから与えられます。仮想マシンと外部
ネットワーク間のネットワークデータのやり取りは、VMware NAT デバイス
を通じて行われます。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送信される
データパケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに転送します。
「ブリッジネットワーク」、「カスタムネットワーク」、「ホストオンリーネッ
トワーク」も参照

Nonpersistent モード　 「読み取り専用モード」を参照 

Persistent モード　 「通常モード」を参照

RAW ディスク　 「物理ディスク」を参照

Redo ログ　 独立読み取り専用モードのディスクに行われた変更を保存す
るファイルです。仮想マシンをパワーオフまたはリセットすると、ディスク
に変更の書き込みをすることなく、Redo ログファイルは削除されます。

VMware Tools　 ゲストOSの性能と機能を向上させるユーティリティ及び
ドライバのパッケージソフトです。VMware Tools の主な機能は、SVGAドラ
イバ、マウスドライバ、 VMware ゲストOSサービス、VMware Tools コント
ロールパネル、そして仮想ディスクの圧縮、ホストとの時刻同期、VMware 
Tools スクリプト、仮想マシン実行中のデバイスの接続と切断などのサポート
です（使用するゲストOSによって一部含まれない機能もあります）。

VMware Tools サービス  VMware Tools のインストール時にインストールさ
れるコンポーネントの1つで、ゲストOSで多様なタスクを実行します。こ
れには、仮想マシン内でのコマンドの実行、仮想マシンの正常終了及び再設
定、VMware GSX Server へのハートビートの送信、ゲストOSのホストOSと
の時刻同期、ホストOSからゲストOSへの文字列の引渡し等が含まれます。

VMware 仮想マシンコンソール　 GSX Server を実行しているローカル /
リモートホストに存在する１つまたはそれ以上の仮想マシンへのアクセスを
提供するインターフェイスです。仮想マシンの画面を表示して、仮想マシン
内のプログラムを実行したり、ゲストOSの設定を変更したりすることがで
きます。さらに、仮想マシン構成の変更、ゲストOSのインストール、また
は仮想マシンのフルスクリーンモードでの実行といった作業を行うことがで
きます。
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VMware 管理インターフェイス　 仮想マシンと仮想マシンが実行する
サーバをコントロール ( スタート、サスペンド、レジューム、リセット、ス
トップ )、構成、モニタするためのブラウザベースのツール。

VMware 登録サービス　 VMware GSX Server が、仮想マシンと管理イン
ターフェイスへの接続を管理するのに使用するサービス。Linux ホストでは
このプロセスは vmware-serverdです。

VMware 認証サービス　 VMware GSX Server がユーザーを認証するために
使用するサービスです。Linux ホストでのプロセスは vmware-authdです。

圧縮　 仮想ディスクの未使用スペースを再利用するために、仮想ディスク
が使用するファイルシステムのスペースを削減するプロセスです。ディスク
に未使用のスペースがある場合、圧縮することによって、ホストドライブで
仮想ディスクが占めるスペースが縮小されます。仮想ディスクの圧縮は、旧
仮想ファイル ( 例えば、GSX Server1 で作成されたファイル ) を GSX Server 3
でサポートされた .vmdkフォーマットに変換する時に便利です。事前割当
済み仮想ディスクまたは物理ディスクを圧縮することはできません。 

インベントリ　 ユーザーがリストに加えた仮想マシンの名前を表示する、
コンソールウィンドウの左側にあるリストパネル。インベントリによって、
仮想マシンの起動、または仮想マシン設定の変更時に行う仮想マシン構成
ファイルへの接続が容易に行えます。

カスタムネットワーク　 デフォルトのブリッジネットワークやホストオン
リーネットワーク、NAT ネットワークを使用しない、仮想マシンとホスト
をつなぐネットワーク接続全般を指します。例えば、異なる仮想マシンを個
別のネットワークを使ってホストと接続したり、ホストなしで相互に接続し
たりすることが可能です。 どのようなネットワークトポロジも可能です。

仮想ハードウェア　 仮想マシンを構成するデバイスです。 仮想ハードウェ
アには、仮想ディスク、取外し可能デバイス（DVD-ROM/CD-ROM、プロッ
ピードライブ、仮想イーサネットアダプタ等）が含まれます。これらのデバ
イスは、仮想マシン設定エディタで構成します。

仮想ディスク　 仮想ディスクは通常ホストファイルシステム上に存在する
1組のファイルですが、ゲストOS には実際の物理ディスクドライブとして
認識されます。これらのファイルは、ホストマシンだけでなく、リモート
ファイルシステム上にも作成できます。仮想マシンの構成時に仮想ディスク
も作成すれば、実際のディスクの再パーティションやホストのリブートを行
わなくても、新しいOSをディスクファイルにインストールすることができ
ます。 
「物理ディスク」も参照 
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仮想マシン　 ゲストOS と関連アプリケーションソフトウェアを実行する
ことができる仮想化された x86 PC 環境です。 複数の仮想マシンを同じホス
トマシン上で並行稼働できます。 

仮想マシン構成　 仮想マシン内にどのような仮想デバイス（ディスク、メ
モリサイズなど）が存在し、ホストのファイルやデバイスにどのように割り
当てられているかという指定です。 

仮想マシン構成ファイル　 仮想マシン構成を記録したファイルです。仮想
マシンが作成された時に作成されます。GSX Server は、仮想マシン構成ファ
イルを使って特定の仮想マシンを認識し、実行します。

仮想マシン設定エディタ　 ポイント＆クリックで仮想マシンの設定を表示
し、変更できるコントロールパネルです。
「新規仮想マシンウィザード」も参照 

仮想ネットワークエディタ　 GSX Server で作成された仮想ネットワークの
ネットワーク設定をポイント＆クリックで表示、変更できるエディタです。
[Host]-[Virtual Network Setting] から起動できます。 

既存のパーティション　 ホストマシンの物理ディスク上のパーティション
です。 
「物理ディスク」も参照 

クイックスイッチモード　 仮想マシンがほぼ全画面に表示されるディスプ
レイモードです。このモードを選択すると画面上部にタブが表示され、実行
中の仮想マシンをすばやく切替えることが可能です。
「フルスクリーンモード」も参照

ゲスト OS　 仮想マシン内で実行されるオペレーティングシステムです。
「ホストOS」も参照

構成　 「仮想マシン構成ファイル」を参照
コンソール　 「VMware 仮想マシンコンソール」を参照

最新の（current）仮想マシン　 現バージョンのGSX Server、ESX Server
またはWorkstation で作成された仮想マシン。
「レガシー仮想マシン」も参照

サスペンド　 実行中の仮想マシンの現在の状態を保存する手続きです。サ
スペンドした仮想マシンを復元するには、レジューム機能を使用します。
「レジューム」も参照
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サポートされたパーティション　 仮想ハードディスクを構成するドライ
ブのように、WMware Tools によって圧縮の準備が行われる仮想ディスク
パーティション。特定のパーティションに圧縮の準備が行われないように選
択することもできませす。
「圧縮」も参照

サポートされないパーティション　 WMware Tools によって圧縮の準備が
行われない仮想ディスクパーティション。サポートされないパーティション
には、読み取り専用ドライブパーティション、リモートドライブのパーティ
ション、フロッピードライブまたは CD-ROMドライブなどの取り外し可能
デバイスのパーティションがあります。 
「圧縮」も参照 

事前割当済みディスク　 ディスク作成時に仮想マシンの全てのディスクス
ペースが割り当てられる仮想ディスクのタイプ。これはGSX Server によっ
て作成された仮想ディスクのデフォルトタイプです。

新規仮想マシンウィザード　 仮想マシンをポイント＆クリックで簡単に作
成できる便利なインターフェイスです。[File] - [New] - [New Virtual Machine]
から起動します。このウィザードは、多くの場合、デフォルト値を提示して
ユーザーに情報の入力を求めます。終了時には、仮想マシン構成ファイルな
ど、仮想マシンを定義するファイルを作成します。オプションで仮想ディス
クか RAWディスクファイル を作成する場合もあります。 
「仮想マシン設定エディタ」も参照 

スナップショット　 仮想マシンの状態を記録する方法です。 その仮想マシ
ンの全ディスク上のデータの状態をそのまま保存し、仮想マシンの電源状態
（オン、オフ、サスペンド中）も記憶します。必要に応じて仮想マシンにス
ナップショットを設定し、いつでもそのスナップショットまで戻ることが可
能です。 仮想マシンがオン、オフ、サスペンドのいずれの状態でも可能です。

通常モード　 仮想マシン内で実行しているソフトウエアが発行した全ての
ディスクの書き込みが、その場で恒久的に通常モードの仮想ディスクに書き
込まれるディスクモード。仮想ディスクまたは物理ディスクを通常モードで
独立ディスクとして構成した場合、ディスクは物理コンピュータの従来型
ディスクドライブのように作動します。 
「独立ディスク」、「読み取り専用モード｣も参照

独立ディスク　 独立ディスクはスナップショットによって影響を受けない
仮想ディスクです。独立ディスクは、通常（Persistent）モードにも読み取
り専用（Nonpersistent）モードにも構成できます。
「読み取り専用モード」、「通常モード」も参照
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物理ディスク　 ホストマシンの物理ディスクドライブまたはパーティショ
ンに割り当てられる、仮想マシンのハードディスクです。仮想マシンのディ
スクは、ホストファイルシステム上のファイルとして 、あるいはローカル
ハードディスク上にファイルとして格納されます。 物理ディスクを使用する
ように仮想マシンを構成すると、GSX Server は、（ファイルシステム上の
ファイルとしてではなく）RAWデバイスとしてローカルディスク /パー
ティションに直接アクセスします。 
「仮想ディスク」も参照

ブリッジネットワーク　 仮想マシンとその他のマシンをつなぐネットワー
ク接続の一種です。ブリッジ (Bridged) ネットワークでは、仮想マシンはホ
ストと同様に物理イーサネットネットワーク上に存在するコンピュータとし
て認識されます。 
「ホストオンリーネットワーク」も参照

フルスクリーンモード　 仮想マシンが全画面になるディスプレイモードです。
「クイックスイッチモード」も参照

ヘッドレス　 インターフェイスへの接続なしで、バックグラウンドで実行
するプログラムまたはアプリケーション。コンソールが接続されていない状
態で実行中の仮想マシンはヘッドレスです。 

ホスト OS　 ホストマシン上で実行されるオペレーティングシステムです。
「ゲストOS」も参照

ホストオンリーネットワーク　 仮想マシンとホストをつなぐネットワー
ク接続の一種です。仮想マシンは、ホスト外部には公開されないプライベー
トネットワーク上でホストに接続されます。同じホスト上でホストオンリー
（Host-only）ネットワークに設定された複数の仮想マシンは、同じネット
ワーク上に存在することになります。 
「ブリッジネットワーク」、「カスタムネットワーク」及び「NAT（ネット
ワークアドレス変換）」も参照

ホストコンピュータ　 GSX Server をインストールする物理コンピュータで
す。GSX Server の仮想マシンは、ホスト上で実行されます。 

読み取り専用モード　 仮想マシン内で実行しているソフトウエアが発行し
た全てのディスクの書き込みがディスクに書き込まれたように見えますが、
実際には仮想マシンをパワーオフした後に破棄されるディスクモード。仮想
ディスクまたは物理ディスクを読み取り専用モードの独立ディスクに構成し
た場合、ディスクはGSX Server によって変更されることはありません。
「独立ディスク」、「通常モード｣も参照
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レガシー仮想マシン　 旧バージョンのGSX Server、ESX Server または
Workstation で作成された仮想マシン。
「最新の仮想マシン」も参照

レジューム　 サスペンド状態の仮想マシンを復元する手続きです。仮想マ
シンをレジュームすると、 アプリケーションはすべてサスペンドされた時と
同じ状態に戻ります。
「サスペンド」も参照
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