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はじめに 
本書は、検証の用途で Hyper-V 環境を構築される方々を対象としています。 

本書では、主に以下の Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 を使用した手順について紹介していま

す。 

 

・ Hyper-V 環境の設定 

・ 仮想マシンの操作 

 起動と終了 

 スナップショット 

・ 仮想マシンの環境設定 

・ クラスター環境での Hyper-V 環境設定・操作 

 

本書を利用するにあたっての前提知識 

以下の技術情報についての知識が必要です。 

 Hyper-V に関する基本的な知識 

 「Windows Server 2008 R2 Hyper-V 構築ガイド」の内容の理解 

 

本書の目標 

本書を読むことによって以下の事項が達成できることを目標としています。 

 Hyper-V の環境設定の手順を理解する 

 仮想マシンの操作の手順を理解する 

 仮想マシンの環境設定の手順を理解する 

 

本書を活用するにあたっての前提条件 

 本書では、Hyper-V 環境として以下の構成を前提としています。 

 
※ 本構成図は説明用に単純化したものです。実際は接続するネットワークの種類等に対

する考慮が必要になります。 

 クラスター環境の構成については「6．クラスター環境での設定について」をご参照くださ

い。 

 

本書を活用するにあたっての留意事項 

 本書は、Hyper-V の機能が導入されていることを前提にしています。Hyper-V の機能追加につ

いては、「Windows Server 2008 R2 Hyper-V 構築ガイド」をご参照ください。 

 本書ではクラスター環境について、Hyper-V 以外の部分が構築済みであることを前提にしてい

ます。 

 

Hyper-V サーバー 

  

業務用LAN 

Hyper-V サーバー

用 NIC(業務用 LAN

接続用 仮想マシン 1 

仮想マシン用

NIC(業務用 LAN 接

続用) 

仮想マシン 2 

仮想マシン 3 
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～ 用語の省略 ～ 

本資料に記載している OS 名や役割などの名称は、本文を見易くするため、以下の略語を用いていま

す。 

 

略語 意味 

VHD 仮想ハードディスク 

物理マシン 実際のサーバーコンピューター 

仮想マシン Hyper-V 上の仮想マシン 

ホスト OS Hyper-V 役割が追加されているホストオペレーティングシステム 

ゲスト OS Hyper-V 上にある仮想マシンオペレーティングシステム 

ホスト ホスト OS が動作しているサーバー 

共有ディスク クラスター構成する環境で共有するディスク(クラスターノードからのアクセスは排

他的になるディスク)  
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1 Hyper-V 機能の操作・運用 
 

Hyper-Vの操作・運用には、通常Hyper-Vマネージャーを使用します。Hyper-Vマネージャーを使用す

ることにより、仮想マシンの作成や運用管理を簡単に行うことができます。 

 

ただし、Hyper-VマネージャーはMicrosoft管理コンソール(MMC)スナップインであるため、Server Core

上では動作しません。Server Core 上での運用管理については、「13.Server Core での運用管理」を参

照してください。 

 

1.1 仮想マシン新規作成の流れ 
Hyper-V 機能追加直後は、仮想マシンがありません。そのため、初めに仮想マシンを作成する必要が

あります。以下に、一般的な仮想マシンの新規作成手順を示します。詳細は 3 章以降をご参照くださ

い。 

 
 

仮想マシンの作成 

(3.1) 

仮想マシンの起動 

 (4.2.1) 

仮想マシンへ OS インストール 

統合サービスのインストール 

(5.1) 

ネットワークの構成 

(3.3) 

・ マシン名の設定 

・ メモリ、ディスク容量の設定 

・ CD/DVD ドライブの設定 

・ ネットワークの設定 

・ 仮想 CD/DVD ドライブへ OS メディア

を割り当て、 

CD/DVD ブートでインストール 

・ マウスキャプチャの有効化 

・ 時刻の同期 

・ 仮想ネットワーク構成の有効化 
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1.2 仮想マシンの運用管理 
 

Hyper-V の仮想マシンの運用管理は、次のようなものが挙げられます。詳細は各項目の章をご参照く

ださい。 

 

 

仮想マシンの操作 
・ 開始              (4.2.1) 

・ シャットダウン     (4.2.2) 

・ 停止           (4.2) 

・ 保存           (4.3.1) 

・ 一時停止        (4.3.2) 

・ スナップショット     (4.4) 

・ インポート/エクスポート (4.5) 

ハードウェア設定     (5.3) 
・ ハードディスク 

・ ネットワーク構成 

・ CD/DVD ドライブ 

・ FD ドライブ 

・ COM ポート 
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2 Hyper-V マネージャーの概観 
Hyper-V 環境を管理する画面を「Hyper-V マネージャー」と呼びます。  

［スタート］ → [管理ツール] → [Hyper-V マネージャー] から起動します。 

（Hyper-V マネージャー は、Hyper-V の役割を追加するか、Hyper-V マネージャーをインストールしな

いと呼び出すことはできません。） 

 

 
図 1.2.1Hyper-V マネージャーの概観 

① 管理対象の Hyper-V サーバー一覧 

② ①で選択している Hyper-V サーバー上の仮想マシン一覧 

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 より、仮想マシンに対する Dynamic Memory の使

用状況を表す項目として、「メモリの割り当て」、「メモリの需要」、「メモリの状況」の項目が

追加されました。 

・メモリの割り当て  =  仮想マシンへの物理メモリ割当量 [MB] 

・メモリの需要     =  仮想マシン上で使用しているメモリ量 [MB] 

・メモリの状況     =  メモリの需要に対するメモリの割り当て量の十分性 

メモリの需要と割り当て量に応じて以下のように変化します 

OK:   メモリの需要分+バッファ分が割り当てられている 

低:   メモリの需要分は確保できているがバッファ分が十分ではない 

警告: メモリの需要分も割り当てられていない 

③ ①で選択している Hyper-V サーバーの操作メニュー 

④ ②で選択している仮想マシンの操作メニュー 

 

① ② 
③ 

④ 
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2.1 Hyper-V マネージャーが提供する機能 
Hyper-V マネージャー では、以下の機能を提供しています。 

詳細は次章以降で説明します。 

 

・ 管理対象の Hyper-V サーバー一覧を表示 

・ Hyper-V サーバー上の仮想マシン一覧を表示 

・ Hyper-V サーバーの環境設定   …（3 章で説明） 

・ 仮想マシンの操作     …（4 章で説明） 

・ 仮想マシンの環境設定    …（5 章で説明） 
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3 Hyper-V サーバーの環境設定 
Hyper-V の環境設定は、Hyper-V マネージャー右上の「操作」ペイン内から、以下の操作項目によっ

て行えます。 

表 2.1.1Hyper-V の環境設定項目 

操作項目 説明 

新規 ここでは以下の操作を行います。 

・ 仮想マシンの新規作成 

・ 仮想ハードディスク(VHD ファイル)の作成 

・ 仮想フロッピーディスクの作成 

仮想マシンのインポート... 作成済の仮想マシンをインポートします。 

Hyper-V の設定... 仮想マシンの格納先、スナップショットデータの格納先を設定します。 

仮想ネットワークマネー

ジャー... 

仮想ネットワークを設定します 

ディスクの編集... VHD に対して以下の操作を行います。 

・最適化： 

容量可変の VHD に対して、実際には使用していない領域を削除

し、VHD ファイルサイズを小さくします。 

・変換： 

容量可変の VHD から、容量固定の VHD を複製します。また、容量

固定の VHD から、容量可変の VHD を複製します。 

・拡張： 

VHD の最大サイズを 1GB 単位で拡張します。（縮小はできませ

ん）。 

差分 VHD を選択した場合、下記の操作を行えます。 

・結合： 

差分 VHD に格納されている変更と親 VHD の内容を結合します。

親 VHD と差分 VHD の内容を維持したまま新しい VHD にコピーす

るか、親 VHD に変更を適用します。 

・再接続 

親 VHD が見つからない場合、差分 VHD を親 VHD に再接続しま

す。再接続のページは自動的に表示されます。ディスクが複数の

差分 VHD のチェーンの一部である場合は、チェーン内で見つから

ないディスクがあると、再接続ページが表示されます。 

ディスクの検査... 指定した VHD について以下の情報を取得します。 

・ タイプ(可変 または 固定) 

・ 格納フォルダ 

・ ファイル名 

・ 使用しているサイズ 

・ 最大サイズ 

サービスの停止 Hyper-V の仮想マシン管理サービスを停止します。 

停止中は、Hyper-V の仮想環境を管理できません。 

(実行中の仮想マシンはそのまま稼動します。) 

サービスの開始 Hyper-V の仮想マシン管理サービスを開始します。 

サービス停止時に、表示されます。 

サーバーの削除 選択している Hyper-V サーバーを左ペインの一覧から削除し、管理

対象から除外します。 

最新の情報に更新 表示を最新に更新します。 
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3.1 仮想マシンの作成 
仮想マシンの作成を行います。 

仮想マシンの作成 

1 [Hyper-V マネージャー ]画面の左ペ

インで、仮想マシンを配置する Hyper-V

サーバーを選択します。 

 

右ペインの[操作]から[新規]をクリック

し、さらに[仮想マシン]をクリックしま

す。 

 

 
2 [仮想マシンの新規作成ウィザード]画

面が表示されます。 

 

 

[次へ] をクリックします。 

 
3 [名前と場所の指定]にて、仮想マシン

の名前と作成した仮想マシンの仮想マ

シン構成ファイルの格納先を指定しま

す。 

 

ここで入力した仮想マシンの名前は、

Hyper-V マネージャー の一覧で表示

されます。また、仮想マシンファイルを

格納するフォルダ名にもなります。 

 

仮想マシンの格納先を変更する場合、

"仮想マシンを別の場所に格納する"に

チェックを入れ、フォルダを指定しま

す。 

 

[次へ]をクリックします。 
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4 [メモリの割り当て]画面が表示されま

す。 

 

ここでは仮想マシンに割り当てるメモリ

量を設定します。 

 

メモリ量は仮想マシン作成後に変更で

きます。 

 

[次へ]をクリックします。 

 
5 [ネットワークの構成]画面が表示され

ます。 

 

ここでは、作成済みの仮想ネットワーク

を選択します。 

ここで何も選択せず（「接続しない」 を

選択する）、仮想マシン作成後に改め

て選択することもできます。 

 

[次へ]をクリックします。 

 
 

6 [仮想ハードディスクの接続]画面が表

示されます。 

 

仮想ハードディスクディスクは次の 3 種

類から選択できます。必要に応じて選

択します。 

 

・ [仮想ハードディスクを作成する] 

 仮想ハードディスクを新規作成 

 

※この項目で仮想ハードディスクを作

成した場合は、「容量可変」の VHD ファ

イルが作成されます。 

「容量固定」の VHD ファイルを作成した

い場合には、[後で仮想ハードディスク

を接続する]を選択して、後で作成して

ください。 

性能が要求される場合、容量固定ディ

スクの使用を推奨します。 

 

・ [既存の仮想ハードディスクを使用す

る] 

作成済の VHD ファイルを使う 

 

・ [後で仮想ハードディスクを接続する] 

VHD ファイルを後で作成する 

※仮想マシンの起動に使用できるのは
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IDE ディスクとして接続した仮想ハード

ディスクになります。SCSI ディスクとし

て接続した場合、仮想マシンの起動に

は使用できません。 

 

[次へ]をクリックします。 

7 [インストールオプション]画面が表示さ

れます。 

 

※前の画面で[後で仮想ハードディスク

を接続する]を選択した時には、この[イ

ンストールオプション]画面は表示され

ません。 

 

ここでは、OS のセットアップメディアの

選択を行います。選択肢は 4 種類用意

されています。 

・ [後でオペレーティングシステムをイン

ストールする] 

→ 何も行いません。 

 

・ [ブート CD/DVD-ROM からオペレー

ティングシステムをインストールする] 

→ CD/DVD ドライブを追加し、ブート

メディアを指定します。 

 

・  [ブートフロッピーディスクからオペ

レーティングシステムをインストール

する] 

→ フロッピーブートするための仮想

フロッピーディスクを指定します。 

  

・ [ネットワークベースのインストール

サーバーからオペレーティングシステ

ムをインストールする] 

→インストールサーバーから OS をイ

ンストールします。 

 

いずれかを選択し、 [次へ]をクリックし

ます。 
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8 [仮想マシンの新規作成ウィザードの完

了]画面が表示されます。 

 

各設定項目を確認し、問題がなければ

[完了]をクリックします。 

 
9 Hyper-V マネージャー に作成した仮

想マシンがリストされます。 

 

仮想マシン作成後は、仮想マシンを起

動し、ゲスト OS のインストールを行い

ます。 

 

※仮想ハードディスクの作成を行って

いない場合は、次の章の[仮想ハード

ディスクの作成]を参考にして作成を行

い、仮想マシンに接続してください。 
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3.2 仮想ハードディスクの作成 
Hyper-V サーバーでは、仮想ハードディスク(VHD ファイル)を仮想マシンのハードディスクとして使用し

ます。 

仮想ハードディスクには以下の 3 種類があります。 

 

(1) 容量可変 

保存されるデータ量が増えるたびに、仮想ハードディスクのサイズが大きくなるディスクです。ディ

スク使用量にしたがって必要なサイズのみ割り当てるため、ディスク容量を節約することができま

す。しかし、容量固定の仮想ハードディスクと比べて、ディスクの I/O 速度は低くなります。 

 

(2) 容量固定 

ディスクサイズが固定された仮想ハードディスクで、ディスクの中身によらずサイズは一定となり

ます。（推奨） 

 

(3) 差分 

関連づけた仮想ハードディスクの変更分を保存します。 

差分ディスクを使用すると、元の仮想ハードディスクは読み取り専用のディスクとして扱われます。

差分ディスクは容量可変のディスクとして作成されるため、ディスクの I/O 速度は低くなります。 

 

本章では、容量固定仮想ハードディスクの作成について説明します。 
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3.2.1 容量固定仮想ハードディスクの作成 

容量固定仮想ハードディスクの作成 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]の右上ペ

インから、 [新規 ]-[ハードディス

ク...]をクリックします。 

 
2 [新しい仮想ハードディスクウィ

ザード]が開始され、[開始する前

に]画面が表示されます。 

 

[次へ]をクリックします。 

 
3 [ディスクの種類の選択]画面が表

示されます。「容量固定]をチェック

し、[次へ]をクリックします。 

 
4 [名前と場所の指定]画面が表示さ

れます。 

 

仮想ハードディスクの名前と場所

を指定して、[次へ]をクリックしま

す。 
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5 [ディスクの構成]画面が表示され

ます。 

 

新規に作成する場合は、[新しい

空の仮想ハードディスクを作成す

る]をチェックし、最大サイズを指

定します。 

 

物理ディスクから仮想ハードディス

クを作成したい場合は、[指定した

物理ディスクの内容をコピーする]

にチェックします。 

 

[次へ]をクリックします。 

 

6 [仮想ハードディスクの新規作成

ウィザードの完了]画面が表示さ

れます。 

 

設定に間違いがないことを確認

し、[完了]をクリックします。 

 

仮想ハードディスクが作成されま

す。 
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3.3 仮想ネットワークの構成 
この章では、Hyper-V 環境の仮想ネットワーク構成について、説明します。 

仮想ネットワークは以下の 3 種類のネットワークを構成することができます。 

 

(1) 外部 

外部ネットワークと通信できます。構成時に、物理 NIC が最低 1 本必要です。 

指定により、ホストと共用することもできます。 

 

指定した外部ネットワークに接続可能な別の物理 NIC がホスト用に存在する場合や、ホストから指

定した外部ネットワークにアクセスする必要がない場合は、「管理オペレーティングシステムにこの

ネットワークアダプターの共有を許可する」のチェックを外してください。(推奨) 

 

(2) 内部 

ホストと仮想マシンとが通信できます。 

外部ネットワークとの通信はできません。物理 NIC の割り当ては不要です。 

 

(3) プライベート 

仮想マシン同士で通信できます。外部およびホストとの通信はできません。物理 NIC の割り当ては

不要です。 

 

Hyper-V では、物理 NIC を二つ以上用意し、管理 LAN 用（ホスト用）のネットワークとして一つ以上、仮

想マシン用のネットワークとして一つ以上割り当てることを推奨します。 

管理用 LAN は仮想マシン用と共有させず、管理用として占有させてください。 

 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-22- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

 

3.3.1 MAC アドレスの設定 

[仮想ネットワークマネージャー]画面で仮想ネットワークに割り当てる MAC アドレスの範囲を設定する

ことができます。 

 

通常は変更の必要がありませんが、何らかの原因で他のサーバーと使用範囲が重複する場合はここ

で変更することができます。 

 

 
図 3.3.1 仮想ネットワークマネージャーによる MAC アドレスの範囲設定 

 

※MAC アドレスについて補足 

・ 上位 3 オクテットは、Microsoft が保有している識別番号("00-15-5d") で固定となります。 

・ デフォルトでは、MAC アドレスの 4，5 オクテットは、Hyper-V ホストの物理 NIC に割り当てている

IP アドレスの下位 2 オクテットを 16 進数にした値となっています。 

例） ホストの物理 NIC IP アドレス 

    192.168.1.81 

01  →  01 (16 進数) 

    81  →  51 (16 進数) 
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3.3.2 外部仮想ネットワークの作成 

外部仮想ネットワークの作成 

1 

 

[Hyper-V マネージャー] 画面の右ペ

インの[操作]から[仮想ネットワークマ

ネージャー...] をクリックします。 

  
2 [仮想ネットワークマネージャー]画面

が表示されます。 

 

左ペインの[新しい仮想ネットワーク]

を選択し、右ペインから、[外部]を選

択します。 

 

[追加]ボタンをクリックします。 

 

 
3 新しい仮想ネットワークの設定画面が

表示されます。 

 

以下を行います。 

・仮想ネットワーク名を入力する 

・[接続の種類]で[外部:]が選択され

ていることを確認 

・仮想ネットワークに割り当てる物理

NIC を選択 

・管理オペレーティングシステムと共

有するかどうかを指定 

・必要に応じて VLAN ID を入力 

 

[OK]をクリックします。 
 

4 「ネットワークの変更を適用」時のア

ラートが表示される。 

 

 

[はい]をクリックします。 
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3.3.3 内部仮想ネットワークの作成 

内部仮想ネットワークの作成 

1 [Hyper-V マネージャー] 画面の右ペ

インの[操作]から[仮想ネットワークマ

ネージャー...] をクリックします。 

  
2 [仮想ネットワークマネージャー]画面

が表示されます。 

 

左ペインの[新しい仮想ネットワーク]

を選択し、右ペインから、[内部]を選

択します。 

 

[追加]ボタンをクリックします。 

 

 
3 新規の仮想ネットワークの設定画面が

表示されます。 

 

以下を行います。 

・仮想ネットワーク名を入力する 

・[接続の種類]で[内部のみ]が選択

されていることを確認 

・必要に応じて VLAN ID を入力 

 

[OK]をクリックします。 
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3.3.4 プライベート仮想ネットワークの作成 

プライベート仮想ネットワークの作成 

1 [Hyper-V マネージャー] 画面の右ペ

インの[操作]から[仮想ネットワークマ

ネージャー...] をクリックします。 

  
2 [仮想ネットワークマネージャー]画面

が表示されます。 

 

左ペインの[新しい仮想ネットワーク]を

選択し、右ペインから、[プライベート]

を選択します。 

 

[追加]ボタンをクリックします。 

 

 
3 新規の仮想ネットワークの設定画面が

表示されます。 

 

以下を行います。 

・仮想ネットワーク名を入力 

・[接続の種類]で[プライベート仮想

マシンネットワーク]が選択されて

いることを確認 

 

[OK]をクリックします。 
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3.3.5 仮想ネットワークの削除 

仮想ネットワークの削除（外部ネットワークの場合） 

1 [Hyper-V マネージャー] 画面の右ペ

インの[操作]から[仮想ネットワークマ

ネージャー...] をクリックします。 

  
2 [仮想ネットワークマネージャー]画面

が表示されます。 

 

削除したい仮想ネットワークを選択し

て、右ペインから、[削除]をクリックし

ます。 
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3.4 仮想マシンの格納先フォルダの設定 
仮想マシンは次の三つのフォルダと、その配下のファイルで構成されています。 

 

Virtual MachinesVirtual Machines

Virtual Hard DisksVirtual Hard Disks

SnapshotsSnapshots スナップショットデータファイル
拡張子： xml, bin, vsv,avhd

仮想マシンの設定ファイル
拡張子：xml, bin, vsv

仮想ハードディスクファイル
拡張子： vhd

仮想マシン仮想マシン

Virtual MachinesVirtual Machines

Virtual Hard DisksVirtual Hard Disks

SnapshotsSnapshots スナップショットデータファイル
拡張子： xml, bin, vsv,avhd

仮想マシンの設定ファイル
拡張子：xml, bin, vsv

仮想ハードディスクファイル
拡張子： vhd

仮想マシン仮想マシン

 
図 3.4.1 仮想マシンのフォルダ構成 
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3.4.1 VHD の格納先を指定する 

本操作は、仮想ハードディスク（VHD）を格納するフォルダを変更するときに行います。ここで指定した

フォルダは規定の親フォルダとなります。仮想マシンを新規に作成するとき、個別に指定しないかぎり、

親フォルダ配下に仮想マシン名と同じフォルダが作成され、そのフォルダ内に VHD が作成されます。 

 

初期設定は以下のフォルダが既定となっています。 

初期既定フォルダ：C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks 

 

仮想マシンの格納先の親フォルダを指定 

1 [Hyper-V マネージャー ]画面

の左ペインで、設定を変更する

Hyper-V サーバーを選択しま

す。 

 

右 ペ イ ン の [ 操 作 ] か ら

[Hyper-V の設定 ...]をクリック

します。 

  
2 [Hyper-V の設定]画面が表示

されます。[仮想マシンハード

ディスク ] をクリック し、仮想

ハードディスクの仮想ハード

ディスクのファイル(VHD ファイ

ル)を格納するフォルダを選択

します。 

選択後、[OK]をクリックします。 
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3.4.2 仮想マシンの設定ファイルとスナップショットデータの格納先を指定する 

仮想マシンの設定ファイルとスナップショットデータの格納先を指定します。ここで設定するフォルダは、

既定の親フォルダとして扱われます。仮想マシンの設定ファイルは、この親フォルダ配下の”Virtual 

Machines”フォルダに、スナップショットデータは”Snapshots”フォルダに格納されます。 

なお、スナップショットデータの格納先は、仮想マシンの環境設定にて、仮想マシンごとに変更すること

もできます。 

 

初期設定は以下のフォルダが既定となっています。 

初期既定フォルダ：C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V 

 

仮想マシンの設定ファイルとスナップショットデータの格納フォルダを指定 

1 

 

Hyper-V マネージャーの右ペイ

ンの[操作]から[Hyper-V の設

定...]をクリックします。 

  
2 [Hyper-V の設定]画面が表示さ

れます。 
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3 [Hyper-V の設定]画面の[仮想

マシン]をクリックし、仮想マシン

の設定ファイルやスナップショッ

トデータを格納するフォルダを

選択します。 

選択後、[OK]をクリックします。 
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3.5 NUMAノードにまたがるメモリ割り当て 
NUMA(Non-Uniform Memory Access)が有効な物理マシンでは、仮想マシンに複数の NUMA ノードに

またがるメモリを割り当てています。この設定では、仮想マシンのメモリ性能の劣化が懸念されます。

このため、メモリ性能がシビアな環境では、無効にすることを検討してください。 

NUMA の設定を無効にするには、Hyper-V マネージャーから設定することができます。 

 

NUMA を無効にする手順 

1 Hyper-V マネージャーの右ペ

イ ンの [ 操作 ] から [Hyper-V 

の設定...]をクリックします。 

 

 
2 [Hyper-V の設定]画面が表

示されます。 
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3 [Hyper-V の 設 定 ] 画 面 の

[NUMA ノードにまたがるメモ

リ割り当て]をクリックし、［仮

想マシンに NUMA ノードにま

たがるメモリを割り当てる］の

チェックを外します。 

チェックを外した後、[OK]をク

リックします。 
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4 仮想マシンの操作 
本章では Hyper-V 環境における仮想マシンへの操作および設定方法について紹介します。 

 

表 4.1.3.5.1 仮想マシンの操作項目一覧 

操作項目 説明 

接続... 
仮想マシンに接続し、仮想マシンごとに表示画面を起動します。 

 

設定 仮想マシンの仮想ハードウェア設定やホストの電源On/Offに連

動した電源設定などを行います。 

起動 
仮想マシンを起動します。 

適用 選択したスナップショットの状態を復元します。 

スナップショットの 

削除... 

選択したスナップショットデータを削除します。選択したスナップ

ショット以下にサブツリーがある場合は、「スナップショットのサブ

ツリーの削除...」にて削除します。 

スナップショットの 

サブツリーの削除... 

選択したスナップショットデータとその配下のサブツリーを削除し

ます。 

スナップショット 仮想マシンのスナップショットを取得します。 

戻す... 前回保存したスナップショットの状態へ戻します。 

停止 
仮想マシンの電源を Off にします。ハードウェアの電源を切る操

作に相当します。 

シャットダウン 

 

仮想マシンをシャットダウンします。システムは正常な状態で終

了します。 

保存... 
仮想マシンをサスペンド状態にします。保存中は仮想マシンの

エクスポートが可能です。 

一時停止 
仮想マシンを一時停止（サスペンド）状態にします。 

仮想マシンのエクスポートはできません。 

リセット 
仮想マシンの変更分を破棄し、再起動します。 

エクスポート... 
仮想マシンデータをエクスポートします。 

仮想マシンが電源 Off または保存（サスペンド）状態のときに取

得することができます。 

名前の変更... 仮想マシンの表示名を変更します。 

削除... 登録した 仮想マシンを削除します。このとき、VHD は削除され

ません。 

保存済の状態を 

削除... 

保存（サスペンド）状態を解除し、電源を Off にします。ハード

ウェアの電源を切る操作に相当します。 

 

※操作項目については、仮想マシンの状態（実行中など）によって表示される項目が異なります。 

 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-34- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

 

4.1 仮想マシンへのアクセス 
ここでは 仮想マシンへアクセスする方法について記述します。 

仮想マシンへアクセスする方法は以下の 2 通りがあります。 

 

・ Hyper-V マネージャーからアクセス 

・ リモートデスクトップ接続でアクセス 

 

それぞれについて手順を説明します。 

 

(1) Hyper-V マネージャーからアクセスする方法 

仮想マシンが電源 On／電源 Off のどちらの状態でもアクセス可能です。 

Hyper-V マネージャーから仮想マシンへアクセスする手順 

1 

 

[Hyper-V マネージャー  ]画面の左

ペインで、アクセスする仮想マシンが

搭載されている Hyper-V サーバーを

選択します。 

 

  
2 仮想マシンの一覧からアクセスする

仮想マシン名をクリックします。 

右ペインの[＜仮想マシン名＞]から

[接続]をクリックします。 

 

  
3 仮想マシンの操作画面が表示されま

す。 
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(2) リモートデスクトップ接続からアクセスする方法 

仮想マシンの電源がオンのときのみアクセス可能です。仮想マシンの電源がオフのときは、Hyper-V 

マネージャーからアクセスします。電源をオンにしたのち、リモートデスクトップ接続にてアクセスしてく

ださい。また、仮想マシンのネットワーク設定を事前に行っておく必要があります。 

リモートデスクトップ接続による仮想マシンへのアクセス 

1 仮想マシンの 

[システムプロパティ]→[リモート]か

ら、仮想マシンへのリモートデスク

トップ接続を有効にします。 

( 画 像 は ゲ ス ト OS が Windows 

Server 2008 の場合) 

 
2 

 

クライアント PC から、リモートデスク

トップ接続を起動します。 

アクセスする仮想マシンのマシン

名、または IP アドレスを指定し、接

続します。 

 

 
3 リモートデスクトップ接続で仮想マシ

ンに接続されます。 
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4.2 仮想マシンの起動と終了 
ここでは、仮想マシンの起動と終了の方法について説明します。以下の手順に従って起動／終了を行

うことができます。 

 

4.2.1 仮想マシンの起動 

仮想マシンの起動は、Hyper-V マネージャー から行うことができます。リモートデスクトップ接続から

ではできません。以下に、[仮想マシン接続]画面での起動手順を記します。 

仮想マシンの起動 

1 

 

[Hyper-V マネージャー ]画面の左

ペインで、アクセスする仮想マシン

が搭載されている Hyper-V サー

バーを選択します。 

 

  
2 仮想マシンの一覧から起動する仮

想マシン名をクリックします。 

右ペインの[＜仮想マシン名＞]から

[接続...]をクリックします。 

 

  
3 [仮想マシン接続]画面が表示され

ます。 

[仮想マシン接続]画面の[操作]メ

ニュー→ [開始]をクリックします。

(もしくは、 マークをクリックしま

す。) 
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4 仮想マシンが起動します。 

 
5 [仮想マシン接続]画面の[操作]メ

ニュー→ [Ctrl + Alt + Delete]をク

リックします。（もしくは、 をクリッ

クします。） 

 

ログイン画面が表示されますので、 

ログインを行います。 
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4.2.2 仮想マシンの終了 

仮想マシンのシャットダウンは 3 種類の方法があります。 

 

・ 仮想マシン上からシャットダウン 

・ [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

・ Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

 

また、仮想マシンを終了させる方法は 2 種類あります。 

 

・ [シャットダウン]  

OS の[スタート]→[シャットダウン]の操作と同等。 

データの整合性は保証されます。 

 

・  [停止] 

電源断の操作と同等。データの整合性は保証できない。 

 

通常は、[シャットダウン] による終了を選択します。 

以下、[シャットダウン] の手順について紹介します。 

 

(1) 仮想マシン上からシャットダウン 

仮想マシン上からシャットダウン 

1 

 

[仮想マシン接続] 画面内の仮想マ

シン上で、物理マシン上のシャットダ

ウンと同じ操作を行います。 

 

 
2 仮想マシンがシャットダウンします。 

 

[仮想マシン接続]画面を閉じます。 
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(2) [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

[仮想マシン接続]画面からシャットダウンを行う場合、仮想マシンには統合サービス がインストールさ

れている必要があります。統合サービスがインストールされていない仮想マシンを正しくシャットダウン

するには、仮想マシン上でシャットダウン処理を行ってください。 

[仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

1 

 

[仮想マシン接続]画面の[操作]メ

ニュー→ [シャットダウン]をクリッ

クします。(もしくは、 ボタンをク

リックします。) 

 

 

 

※ ボタンは停止ボタンです。仮

想マシンを正しく終了するには、

ボタンをクリックします。 

 
2 確認のダイアログが表示されま

す。 

[シャットダウンする]をクリックしま

す。 

 

 

 
3 仮想マシンがシャットダウンしま

す。 

シャットダウン終了後、[仮想マシ

ン接続]画面を閉じます。 
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(3) Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

Hyper-V マネージャーから仮想マシンのシャットダウンを行う場合、仮想マシンに統合サービスがイン

ストールされている必要があります。統合サービスがインストールされていない仮想マシンを正しく

シャットダウンするには、仮想マシン上でシャットダウン処理を行ってください。 

 

Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

1 

 
Hyper-V マネージャー上で、 ボタン

(シャットダウン)をクリックします。 

 

※ ボタン（停止）は電源断です。仮

想マシンを正しく終了するには、 ボタ

ンをクリックします。 

  
2 確認のダイアログが表示されます。 

[シャットダウンする]をクリックします。 

仮想マシンがシャットダウンします。 
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4.3 保存と一時停止 
Hyper-V には、サスペンドの方法に以下の 2 種類があります。 

 

・ 保存 

仮想マシンのデータを保存し、サスペンド状態にします。実行中のプロセスやメモリの情報は、ファイ

ルとしてホストに保存されます。 

また、保存中でも、仮想マシンのエクスポートやスナップショットが可能です。 

 

・ 一時停止 

仮想マシンを一時的にサスペンド状態にします。このとき、仮想マシンのデータは保存されません。 

保存作業がない分、「保存」よりも短時間で「一時停止」・「再開」を行うことができます。なお、一時停

止時はエクスポートやスナップショットを実行できません。 

 

 

本章では、保存と一時停止の手順について説明します。 
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4.3.1 保存 

仮想マシンの保存 

1 

 

[ 仮 想 マ シ ン 接 続 ] 画面の [ 操 作 ] メ

ニュー→ [保存]をクリックします。(もし

くは、 ボタンをクリックします。） 

 

※Hyper-V マネージャー上で保存を行

うこともできます。 

 
2 保存が開始されます。 

 
3 保存が完了します。 

 

保存状態を解除するには、 をク

リックし、開始してください。 
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4.3.2 一時停止 

仮想マシンの一時停止 

1 

 

[ 仮 想 マ シ ン 接 続 ] 画面の [ 操 作 ] メ

ニュー→ [保存]をクリックします。(もし

くは、 ボタンをクリックします。） 

 

※Hyper-V マネージャー上で一時停止

を行うこともできます。 

 
2 一時停止状態になります。 

 

一時停止状態を解除するには、 を

クリックし、再開してください。 
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4.4 スナップショット 
スナップショットはある時点の仮想マシンの状態をまるごと保存する機能です。保存した状態を利用し

て、簡単に元に戻すことができます。スナップショットは複数世代取得することができ、分岐取得も可能

です。また、スナップショットは仮想マシンのオン/オフ に関わらず実行することができます。(ただし、

一時停止時は実行できません) 

本章ではスナップショットの作成から復元までの手順、およびスナップショットデータの削除の方法につ

いても紹介します。 

 

4.4.1 スナップショットの作成 

Hyper-V マネージャー上でのスナップショット作成の手順を紹介します。以下の手順に従ってスナップ

ショットを作成してください。なお、[仮想マシンの接続]画面でもスナップショットの取得が可能です。 

スナップショットの作成 

1 

 

画面右下の[スナップショット]ボタンを

クリックします。 

  
2 スナップショットの作成が始まります。 

  
3 スナップショットの作成が完了すると、

Hyper-V マネージャー の中央下欄

にスナップショットデータの状態が表

示されます。 
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4.4.2 スナップショットからの復元 

スナップショットからの復元の手順を紹介します。以下の手順に従って復元を行ってください。 

スナップショットからの復元 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面から、ス

ナップショットの復元を行うバーチャ

ルマシンをクリックします。 

 

次に、復元したいスナップショットデー

タをクリックします。 

( は、現在動作している仮想

マシンの位置を示しています。) 

 

右ペインから、[適用]をクリックしま

す。 
 

2 

 

[スナップショットの適用]画面が表示

されます。 

 

[スナップショットを作成してから適用]

をクリックすると、今の状態のスナップ

ショットを作成してから、復元が行わ

れます。 

 

[適用]をクリックすると、現在のスナッ

プショットは作成されずに、復元が行

われます。 

 

いずれかをクリックします。 

 

3 

 

仮想マシンの復元が完了します。 

 

が適用したスナップショット

データの下に移動していることを確認

します。 
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4.4.3 スナップショットの削除 

取得したスナップショットを削除する方法を紹介します。 

スナップショットの削除は、各ツリーの最新のスナップショットを削除する方法、サブツリーを含むスナッ

プショットデータ群を削除する方法の 2 通りがあります。 

スナップショットデータは一度削除すると復元はできません。 

 

スナップショットの削除 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面で、ス

ナップショットの削除を行うバーチャ

ルマシンをクリックします。 

 

次に、削除するスナップショットデータ

（またはサブツリーをもつスナップ

ショットデータ）を選択します。 

 

[スナップショットの削除...]（または[ス

ナップショットのサブツリーを削除...]）

をクリックします。 

  

2 

 

確認のダイアログが表示されます。 

 

[削除する]をクリックします。 

 

 
3 

 

スナップショットデータの削除が完了

します。 
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4.5 インポート/エクスポート 
Hyper-V には、仮想マシンをエクスポートし、他の Hyper-V サーバーなどにインポートする機能があり

ます。エクスポートの際、仮想マシンの構成に必要な設定ファイルや仮想ハードディスク、スナップ

ショットファイルなどが保存されるため、仮想マシンをそのままの状態で移動させることができます。ま

た、仮想マシンの移動以外に、仮想マシンの簡易バックアップとしても活用できます。 

 

[注意]  

インポート先の Hyper-V 環境に、エクスポートしたバーチャルマシンに接続されていた仮想ネットワー

クと同名の仮想ネットワークがない場合、仮想ネットワークは正常にインポートされません。ネットワー

クアダプターの接続先は空白となります。また、イベントログには警告が表示されます。 

 

本章では仮想マシンのエクスポートからインポートまでの手順についてご紹介します。 

 

4.5.1 エクスポート 

仮想マシンのエクスポート 

1 

 

仮想マシンを、「シャットダウン状態」

もしくは「保存状態」にします。 

 

エクスポートしたいバーチャルマシン

をクリックし、Hyper-V マネージャー右

下ペインの[エクスポート]をクリックし

ます。 

 
2 [仮想マシンのエクスポート]画面が表

示されます。 

 

仮想マシンをエクスポートするフォル

ダを指定し、[エクスポート]をクリック

します。 

 
3 エクスポートが開始されます。 

 

エクスポート完了後、指定したフォル

ダに、バーチャルマシン名のフォルダ

が作成され、その中に仮想マシンの

データがエクスポートされます。 
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4.5.2 インポート 

仮想マシンのインポート 

1 

 

エクスポートしたデータを、マシン名の

フォルダごと、インポート先のフォルダへ

コピーします。 

 

[仮想マシンのインポート]をクリックしま

す。 

 
2 [仮想マシンのインポート]画面が表示さ

れます。 

 

①エクスポートされたデータが保存され

ているフォルダを、「場所」に指定します。 

 

②仮想マシンの ID 設定を選択します。 

 

［仮想マシンを移動または復元する］を選

択した場合はエクスポート時の仮想マシ

ン ID がそのまま適用されます。 

［仮想マシンをコピーする］を選択した場

合は新たな ID が適用されます。 

 

③［すべてのファイルを複製し、同じ仮想

マシンを再度インポートできるようにす

る］を必要に応じてチェックします。チェッ

クの有無により以下の動きとなります。 

チェック有： 

指定したフォルダのデータファイルは、

Hyper-V の設定で指定した既定のフォル

ダに複写されます。 

 

チェック無： 

指定したフォルダのデータファイルは、イ

ンポートした仮想マシンで使用されます。

そのため、このフォルダのデータを再度

インポートすることはできません。 

 

 [インポート]をクリックします。 

 

 ① 
② 
③ 
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3 仮想マシンがインポートされます。 
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5 仮想マシンの環境設定 
本章では Hyper-V 上の仮想マシンの環境設定を行う手順について紹介しています。 

 

5.1 統合サービスのインストール 
仮想マシンに統合サービスを追加することで、マウスの連動や時刻の同期、SCSI コントローラーなど

が利用可能になります。(詳細は 5.4 仮想マシンの運用管理設定をご参照ください。) 

統合サービスは Hyper-V でサポートされる全てのゲスト OS で動作可能です。 

 

 [注意] 

ゲスト OS が Windows 2000 Server、Windows XP の場合は、統合サービスをインストールしても、仮想

SCSI コントローラーは利用できません。 

 

以下では、Windows Vista のゲスト上で、統合サービスをインストールする手順を説明します。他のゲ

スト OS でも同じ手順で、インストールを行うことが可能です。 

 

統合サービスのインストール 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面で、

バーチャルマシンをリストから選

択します。 

右ペイン下部の[接続]から、[仮

想マシン接続]画面を呼び出し、

バーチャルマシンを起動します。 

  
2 [仮想マシン接続]画面の[操作]メ

ニューから、[統合サービス セッ

トアップ ディスクの挿入]をクリッ

クします。 
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3 自 動 再 生 さ れ た DVD か ら 、

[Hyper-V 統合サービスのインス

トール]を実行します。 

 
4 Hyper-V 統合サービスのインス

トールが始まります。 

 

［参考］ 

Windows Server 2008 および、

Windows Server 2008 R2 、

Windows 7 では、統合サービスが

インストールされています。ホスト

OS の バ ー ジ ョ ン に よ っ て 、

[Hyper-V 統合サービスのアップ

グレード]が表示されますので、

[OK]をクリックします。 

  
5 インストール完了後、再起動を要

求するメッセージが表示されます

ので、それに従い、再起動をしま

す。 
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5.2 仮想ハードディスクの編集 
Hyper-V サーバーでは、仮想ハードディスク(VHD)に対して次の 4 種類の操作を行うことができます。 

 

・ 最適化 

容量可変のVHD に対して、実際には使用していない領域を削除し、VHDファイルサイズを小さくしま

す。 

 

・ 変換 

容量可変の VHD から、容量固定の VHD を複製します。 

また、容量固定の VHD から、容量可変の VHD を複製します。 

 

・ 拡張 

VHD の最大サイズを 1GB 単位で拡張します。 

 

・ 結合 

差分 VHD に格納されている変更と親 VHD の内容を結合します。 

親 VHD と差分 VHD の内容を維持したまま新しい VHD にコピーするか、親 VHD に変更を適用しま

す。 

親 VHD が見つからない場合、差分 VHD を親 VHD に再接続します。 

再接続のページが自動的に表示されます。 

ディスクが複数の差分 VHD のチェーンの一部である場合は、チェーン内で見つからないディスクが

あると、再接続ページが表示されます。 

 

本章では、仮想ハードディスクの拡張と仮想マシンへの仮想 SCSI ハードディスクの追加と削除につい

て説明します。 
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5.2.1 仮想ハードディスクの拡張 

仮想ハードディスクの拡張 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]の右上ペイン

から、[ディスクの編集...]をクリックしま

す。 

  
2 [仮想ハードディスクの編集ウィザー

ド]が開始され、[開始する前に]画面

が表示されます。 

 

[次へ]をクリックします。 

 
3 [仮想ハードディスクの場所]画面が表

示されます。拡張する仮想ハードディ

スクを選択し、[次へ]をクリックしま

す。 

 
4 [操作の選択]画面が表示されます。 

 

[拡張]をチェックして、[次へ]をクリック

します。 
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5 [仮想ハードディスクの拡張]画面が表

示されます。 

ここで、拡張後の仮想ハードディスク

の最大サイズを指定し、[次へ]をク

リックします。 

 
6 [仮想ハードディスクの編集ウィザード

の完了]画面が表示されます。 

 

設定に間違いがないことを確認し、

[完了]をクリックします。 

 

仮想ハードディスクの最大サイズが拡

張されます。 
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5.2.2 仮想 SCSI ハードディスクを動作中の仮想マシンに追加 

ゲスト OS が SCSI ハードディスクの動的追加をサポートしている必要があります。また、仮想 SCSI が

未サポートのゲスト OS(例：Windows Server 2000,Windows XP)は対象外となります。 

なお、仮想 SCSI コントローラーに関してはゲスト OS 起動前に設定（追加）されている必要があります。 

仮想 SCSI ハードディスクを動作中の仮想マシンに追加 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]に一覧表示さ

れている”実行中”の仮想マシンを選

択します。 

 

[Hyper-V マネージャー]の右下ペイン

から、[設定]をクリックします。 

 

  
2 [仮想マシンの設定] 画面が表示され

ます。 

[SCSI コントローラー]を選択し、 

[ハードドライブ]を選択します。 

 

[追加]をクリックします。 

 
3 [SCSI コントローラー] [ハードドライブ]

の画面が表示されます。既に追加す

る VHD ファイルを用意している場合 

[参照]をクリックします。VHD ファイル

が置かれているフォルダを指定しま

す。 

 

※新規に SCSI の仮想ハードドライブ

を作成する場合、6.2.1仮想ハードディ

スクの拡張 の表 2 からの操作と同じ

になります。 
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4 [SCSI コントローラー] [ハードドライブ]

の画面で追加する VHD ファイルを指

定した後、[OK]をクリックします。 

 

 

 
5 追加された仮想ハードディスク(SCSI)

が、仮想 OS 上で認識された状態とな

ります。 

 

※オフラインとなっている場合、手動

でオンラインにしてください。 
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5.2.3 動作中の仮想マシンの仮想 SCSI ハードディスクを削除 

ゲスト OS が SCSI ハードディスクの動的削除をサポートしている必要があります。また、仮想 SCSI が

未サポートのゲスト OS(例：Windows Server 2000,Windows XP)は対象外となります。 

 

動作中の仮想マシンの仮想 SCSI ハードディスクを削除 

1 [Hyper-V マネージャー]から接続

(VMconnect)し動作中の仮想マシン

にアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

※画面は Vista x86(OS)を例として

います。仮想 SCSI ハードディスクは 

E ドライブとして見えている状態で

す。 
 

2 仮想マシン上で対象のディスクがマ

ウントされていない状態にします 

 

 

※Vista x86(OS)では以下のコマンド

でオフラインにします。 

mountvol ドライブ名:\ /P 

 

例) E ドライブのマウントを解除 

mountvol  e:\ /P  

 
 

3 

 

[Hyper-V マネージャー]に一覧表示

されている”実行中”の仮想マシン

を選択します。 

 

[Hyper-V マネージャー]の右下ペイ

ンから、[設定]をクリックします。 
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4 [仮想マシンの設定] 画面が表示さ

れます。 

[SCSI コントローラー]で仮想マシン

に SCSI 接続しているハードディスク

を選択し、[削除]をクリックします。 

 

 

 
5 [SCSI コントローラー] の下に表示

されていた[ハードディスク]の表示

が消えたことを確認します。確認

後、[OK]をクリックします。 
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5.3 仮想マシンのハードウェア設定 
仮想マシンに対して、デバイスの追加や、デバイスの変更、追加したデバイスの削除を行うことができ

ます。ハードウェアの設定ダイアログは、Hyper-V マネージャー上で、「対象のバーチャルマシンを選

択」→「右ペイン下部の[設定]をクリック」とすることで表示されます。 

 

 
図 5.3.1 仮想マシンのハードウェア設定画面 

① 対象仮想マシンのハードウェア設定一覧を表示 

② ①で選択しているハードウェア設定項目の詳細を表示 

① 

② 
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表 5.3.1 仮想マシンのハードウェア設定項目一覧 

設定項目 説明 

ハードウェアの追加 SCSI コントローラー、ネットワークアダプター、レガシーネットワークア

ダプターを追加することができます。 

SCSI コントローラー 

仮想ハードディスクを SCSI コントローラーにアタッチして、仮想マシ

ンに記憶できる記録域を増やすことができます。 

ネットワークアダプター 

統合サービスインストール時に使用可能なネットワークアダプターで

す。 

レガシーネットワークアダプター 

統合サービスがインストールされていない場合に使用するネット

ワークアダプターです。通常のネットワークアダプターよりも、速度は

遅くなります。 

RemoteFX 3D ビデオアダプター 

リモートデスクトップ接続時のグラフィック処理を支援する RemoteFX

機能を利用するビデオアダプターを追加します。 

※ PRIMERGY/PRIMEQUEST では 、ハー ド要件 を満 たす GPU 

(Graphic Processing Unit)は未サポートです。（2011 年 5 月時点） 

BIOS BIOS の設定のうち、以下を変更します。 

・ NumLock の ON/OFF 

・ ブートデバイスの順序の指定 

メモリ 仮想マシンに割り当てられているメモリ容量と管理方法を変更すること

ができます。 

・ 割り当てるメモリ容量 

・ メモリ割り当ての管理方法を「静的」または「動的」に変更 

・ 仮想マシンへのメモリ割り当ての優先度を変更 

プロセッサ プロセッサの設定を変更します。 

・ 仮想プロセッサの数を物理プロセッサの数に応じて変更 

・ 仮想マシン間のリソース配分 

・ 異なるプロセッサバージョン間で移行するための機能制限 

・ 古い OS を動作させるための機能制限 

IDE コントローラー IDE コントローラーの設定を変更します。 

・ ハードドライブ(仮想ハードディスク、または物理ハードディスク)の追

加、削除 

・ CD/DVD ドライブの追加、削除 

SCSI コントローラー SCSI コントローラーの設定を変更します。 

・ ハードドライブ(仮想ハードディスク、または物理ハードディスク)の追加 

ハードドライブ ハードドライブの設定を変更します。 

・ コントローラーの変更 

・ 仮想ハードディスク、または物理ハードディスクの設定の変更 

DVD ドライブ DVD ドライブの設定を変更します。 

・ コントローラーの変更 

・ CD/DVD ドライブの設定の変更 

レガシーネットワー

クアダプター 

レガシーネットワークアダプターの設定を変更します。 

・ ネットワークアダプター構成の変更 

・ MAC アドレスの変更 

・ VLAN の有効化/無効化 
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ネットワークアダプ

ター 

ネットワークアダプターの設定を変更します。(この設定を有効にするに

は、統合サービスを有効にする必要があります。) 

・ ネットワークアダプター構成の変更 

・ MAC アドレスの変更 

・ VLAN の有効化/無効化 

COM 名前付きパイプを介した仮想 COM ポートを構成します。 

ディスクドライブ 仮想フロッピーディスクを指定します。 

 

5.3.1 レガシーネットワークアダプターの追加 

ハードウェア追加の例として、レガシーネットワークアダプターを追加について、以下に示します。 

レガシーネットワークアダプターの追加 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面でレ

ガシーネットワークアダプターを追

加するバーチャルマシンをリストか

ら選択します。 

右ペイン下部の[設定]をクリックし

ます。 

  
2 

 

[ハードウェアの追加]画面が表示

されます。追加可能なデバイスとし

て次の 4 種類が表示されます。 

 

・ SCSI コントローラー 

・ ネットワークアダプター 

・ レガシーネットワークアダプター 

・ RemoteFX 3D ビデオアダプター 

 

レガシーネットワークアダプターを

選択し、[追加]をクリックします。 

 
3 

 

[レガシーネットワークアダプター]

の設定画面が表示されます。 

ネットワークを選択し、必要に応じ

て、VLAN ID の設定を行います。 

その後、[OK]もしくは[適用]をク

リックします。 
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4 

 

レガシーネットワークアダプターが

追加されます。 
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5.3.2 メモリ割り当ての変更 

メモリ割り当ての変更について、以下に示します。 

 

「メモリ管理」を「動的」に指定すると Dynamic Memory 機能が有効になるため、指定された範囲内で仮

想マシンに割り当てられるメモリ容量が変化します。 

 

 
図 5.3.2 仮想マシンのメモリ設定画面 

① スタートアップ RAM 

仮想マシンの起動時に割り当てるメモリ量を指定します。仮想マシンのメモリ要求量を十分に満

たす場合や他の仮想マシンの要求が高まった場合であっても、仮想マシンのメモリ割り当て量が

この設定値よりも尐なくなることはありません。 

 

② 最大 RAM 

仮想マシンに割り当てることができるメモリ容量の最大値を指定します。物理メモリの搭載量にか

かわらず、スタートアップ RAM 値から 64GB の範囲を指定することができます。 

 

③ メモリバッファー 

Dynamic Memory では、ゲストが必要としているメモリ量をベースに、各仮想マシンにメモリを割り

当てます。それに加えて、メモリバッファーで指定した値が余分に割り当てられます。 

メモリバッファーの設定値はゲストの現在のメモリ使用量に対する比率（％）となり、次のような関

係になります。 

［仮想マシンに割り当てられるメモリ量］ ＝ ［メモリ使用量］ 

                         ＋（［メモリ使用量］×［メモリバッファー（％）］） 

例えば既定値の 20%で使用済みメモリが 500MB の場合は 500MB＋（500MB×20%） となるため、

実際の割り当てメモリは 600MB に調整されます。 

① 
② 

③ 

④ 
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④ メモリの優先度 

サーバー搭載の物理メモリが不足したとき、どの仮想マシンへメモリ割り当てを優先するかを指

定します。 

複数の仮想マシンからのメモリ要求に対して物理メモリが不足している場合、この優先度とメモリ

の要求量に応じて仮想マシンに割り当てるメモリ量を決定します。 
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5.3.3 リソースコントロール 

 [ハードウェアの設定]→[プロセッサ]から、仮想マシンのシステムリソース配分を指定することができ

ます。次の値を指定することができます。 

 

・ 仮想マシンの予約 

対象の仮想マシンのために確保するシステムリソースの割合を指定します。 

初期値は 0%です。 

 

・ 仮想マシンの限度 

対象の仮想マシンに割り当てるシステムリソースの最大値を指定します。 

初期値は 100%です。 

 

・ 相対的な重み 

動作中の他の仮想マシンと比較し、どの程度システムリソースを割り当てるかを指定します。 

 

リソースコントロールの設定方法は次のようになります。 

 

リソースコントロール 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面で、

バーチャルマシンをリストから選択

します。 

右ペイン下部の[設定]をクリックし

ます。 

  
2 

 

[ハードウェアの設定]画面が表示

されます。左ペインの[プロセッサ]

をクリックします。 

 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-66- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

3 

 

[プロセッサ]の設定画面が表示さ

れます。 

右ペインの[リソースコントロール]

のフレーム内で、仮想マシンのリ

ソース配分を調整することができ

ます。 

 

・ 仮想マシンの予約 

対象の仮想マシンのために確

保するシステムリソースの割合

を指定します。 

 

・ 仮想マシンの限度 

対象の仮想マシンに割り当てる

システムリソースの最大値を指

定します。 

 

・ 相対的な重み 

動作中の他の仮想マシンと比較

し、どの程度システムリソースを

割り当てるかを指定します。 
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5.4 仮想マシンの運用管理設定 
仮想マシンに対して、名前の変更や、統合サービスの設定、自動アクションの設定を行うことができま

す。仮想マシンの管理ダイアログは、ハードウェアの設定ダイアログと同様、Hyper-V マネージャー上

で、「対象のバーチャルマシンを選択」→「右ペイン下部の[設定]をクリック」とすることで表示されま

す。 

 

 
図 5.4.1 仮想マシンの管理設定画面 

① 対象仮想マシンの運用管理設定一覧を表示 

② ①で選択している運用管理設定項目の詳細を表示 

 

② 

① 
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仮想マシンの運用管理を個別に設定することができます。管理できる項目は以下があります。 

 

表 5.4.1 仮想マシンの運用管理項目一覧 

設定項目 説明 

名前 Hyper-V マネージャーに表示される仮想マシンの仮想マシン名を変

更することができます。表示が変更されるだけで、VHD ファイルの

ファイル名などは変更されません。また、仮想マシンに関するメモを

記録することができます。 

統合サービス 統合サービス は以下の五つの機能を提供します。それぞれの機

能の有効／無効を設定できます。 

 

・ オペレーティングシステムのシャットダウン 

 [仮想マシンの接続]画面や Hyper-V マネージャーから仮想マ

シンの OS を正しくシャットダウンします。 

・ 時刻の同期 

 ホストと時刻同期を行います。  

※仮想マシン上でActive Directory Domain Services を動作させる

場合は、時刻の同期を無効にしてください。有効にしていると時刻

がずれる場合があります。 

・ データ交換 

 レジストリ経由により、ホストと仮想マシンでデータを交換しま

す。 

・ ハートビート 

 ハートビート機能を有効にします。 

・ バックアップ (ボリュームスナップショット) 

Hyper-V には独自の VSS (Volume Shadow Copy Service)ライタ

が用意されており、ホスト OS 上から VSS を実行してゲスト OS

のバックアップを取得することができます。VSS 実行時に、ゲスト

OS に対しても、VSS ライタが実行され、ゲスト OS のシステム

データの整合性を保つことができます。  

但し、VSS に対応していないゲスト OS の場合は、バックアップ処

理中に仮想マシンが一時的に保存状態になり、バックアップが

取得されます。 

スナップショット

ファイルの場所 

仮想マシンのスナップショットデータの格納先を指定します。初期設定

は、[Hyper-V の設定...] で指定したフォルダですが、特定の仮想マシ

ンに対して個別に指定する場合にここで設定を行います。 

自動開始アクション ホストが起動するときの仮想マシンの動作を指定します。次の 3 パ

ターンの設定を行うことができます。 

・ 何もしない 

・ サービスが停止したとき、実行されていた場合は自動的に起動

する 

・ 常にこの仮想マシンを自動的に起動する 

 

また、仮想マシン毎に自動起動の待ち時間を設定することもできま

す。この設定によって、ホストが起動したときの仮想マシンの起動タイ

ミングをずらすことができます。 
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自動停止アクション ホストがシャットダウンしたときの仮想マシンの動作を指定します。

次の 3 パターンの設定を行うことができます。 

・ 仮想マシンの状態を保存する 

 サスペンド状態にします。 

・ 仮想マシンを停止する 

ダーティシャットダウン：終了処理はわずかな時間で完了します。 

・ ゲストオペレーティングシステムをシャットダウンする 

正しい手順で各サービスを終了させたあと、OS をシャットダウン

します。 

このオプションを使用するには、シャットダウンを制御する統合

サービスがインストールされ、有効になっている必要がありま

す。 
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6 クラスター環境での設定について 
本章以降ではクラスター環境下での以下の手順を紹介しています。 

 

・ クラスター環境の設定 

・ Hyper-V 環境の設定 

・ 仮想マシン/リソースの操作 

 起動と終了 

 ノード間移動 

 クラスター共有ボリューム 

 スナップショット 

・ 仮想マシンの環境設定 

 

クラスター環境では以下の構成を前提としています。 

 
図 6.1.1 クラスター環境の Hyper-V 構成図 

※ 本構成図は説明用に単純化したものです。実際は接続するネットワークの種類や可用性に対

する考慮が必要になります。 

 

Hyper-V サーバー 

(クラスターノード) 

業務用LAN 

Hyper-V サー
バー用 NIC(業
務 LAN 接続

用) 
仮想マシン 1 

仮想マシン用
NIC(業務 LAN

接続用) 
仮想マシン 2 

仮想マシン 3 

Hyper-V サーバー 

     （クラスターノード） Hyper-V サー
バー用 NIC(業
務 LAN 接続

用) 
C 

仮想マシン 1 

仮想マシン用
NIC(業務 LAN

接続用) 
仮想マシン 2 

仮想マシン 3 
ク ラ ス タ ー 用
（ノード間通信
用）NIC 

クラスター制御
用 NIC 

ク ラ ス タ ー 用
（ノード間通信
用）NIC 

 

クラスター制御
用 NIC 

 

共有ディスク 

FC or NIC FC or NIC 
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7 クラスター環境での Hyper-V の操作・運用 
クラスター環境での Hyper-V の操作・運用には、フェールオーバークラスターマネージャーから実行す

るものと Hyper-V マネージャーから実行するものが存在します。主にクラスター全体にかかわる定義

や操作はフェールオーバークラスターマネージャーから行い、ノードごとの Hyper-V 定義(仮想ネット

ワーク定義等は Hyper-V マネージャーから行います。 

 

7.1 仮想マシン新規作成の流れ 
クラスター環境下では作成した仮想マシンをクラスターのリソースとして登録する必要があるため、非

クラスター環境下での新規仮想マシン作成とは若干手順が異なる部分が存在します。以下に、一般的

な仮想マシンの新規作成手順を示します。詳細は 10 章以降をご参照ください。 

 

 
 

仮想マシンの作成 

(10.1) 

仮想マシンの起動 

 (12.2.1) 

仮想マシンへ OS インストール 

統合サービスのインストール 

(10.5.2) 

ネットワークの構成 

(11.1) 

・ マシン名の設定 

・ メモリ、ディスク容量の設定 

・ CD/DVD ドライブの設定 

・ ネットワークの設定 

・ 仮想 CD/DVD ドライブへ OS メディアを

割り当て、CD/DVD ブートでインストール 

・ マウスキャプチャの有効化 

・ 時刻の同期 

・ 仮想ネットワーク構成の有効化 

クラスターリソースとして追加 
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7.2 仮想マシンの運用管理 
Hyper-V の仮想マシンの運用管理は、次のようなものが挙げられます。詳細は各項目の章をご参照く

ださい。 

 

 
 

仮想マシンの操作 
・ 開始             (12.2.1) 

・ シャットダウン     (12.2.2) 

・ 停止           (12.2.2) 

・ 保存            (12.3.1) 

・ 一時停止        (12.3.2) 

・ ライブマイグレーション (12.4.1) 

・ クイック移行       (12.4.2) 

・ 移動             (12.4.3) 

・ スナップショット      (12.6) 

・ インポート/エクスポート (12.7) 

ハードウェア設定   (10.5.4) 
・ ハードディスク 

・ ネットワーク構成 

・ CD/DVD ドライブ 

・ FD ドライブ 

・ COM ポート 

クラスター共有ボリュームの操作 
・ 所有者の移動       (12.5.1) 

・ メンテナンスモード   (12.5.2) 

・ リダイレクトアクセス  (12.5.3) 
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8 クラスター環境での操作・運用画面 
クラスター環境下での Hyper-V 環境を管理するには「フェールオーバークラスターマネージャー」と

「Hyper-V マネージャー」の 2 種類の管理画面を使用します。  

非クラスター環境では Hyper-V に関するほとんどの操作を「Hyper-V マネージャー」から行いましたが、

クラスター環境では「フェールオーバークラスターマネージャー」からの操作が中心となります。 

 

8.1 フェールオーバークラスターマネージャーの概観 
クラスター全般を管理する画面を「フェールオーバークラスターマネージャー」と呼びます。  

［スタート］ → [管理ツール] → [フェールオーバークラスターマネージャー] から起動します。 

 

 
図 8.1.1 フェールオーバークラスターマネージャー画面 

① クラスターの項目一覧を表示 

② ①で選択している項目の詳細を表示 

③ ①で選択している項目の操作メニュー 

④ ②で選択している項目の操作メニュー 

 

① ② 
③ 

④ 
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8.1.1 フェールオーバークラスターマネージャーが提供する機能 

フェールオーバークラスターマネージャーでは Hyper-V に対して、以下の機能を提供しています。 

詳細は次章以降で説明します。 

 

・ 管理対象のクラスターノード一覧を表示 

・ クラスターリソースとして登録されている仮想マシン一覧を表示 

・ クラスターの環境設定    …（ 9 章で説明） 

・ 仮想マシンの設定    …（10 章で説明） 

・ 仮想マシンの操作    …（12 章で説明） 
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8.2 Hyper-V マネージャーの概観 
Hyper-V 環境を管理する画面を「Hyper-V マネージャー」と呼びます。  

「Hyper-V マネージャー」の概観については、「２． Hyper-V マネージャーの概観」を参照してくださ

い。 

「フェールオーバークラスターマネージャー」で仮想マシンを選択し、右ペインの「仮想マシンの管理」を

選択し起動します。 

［スタート］ → [管理ツール] → [Hyper-V マネージャー] から起動することもできます。 

 

8.2.1 Hyper-V マネージャーが提供する機能 

Hyper-V マネージャーでは、以下の機能を提供しています。 

詳細は次章以降で説明します。 

 

・ 管理対象の Hyper-V サーバー一覧を表示 

・ Hyper-V サーバー上の仮想マシン一覧を表示 

・ Hyper-V サーバーの環境設定   …（11 章で説明） 

・ 仮想マシンの操作    …（12 章で説明） 

・ 仮想マシンの環境設定    …（10 章で説明） 
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9 クラスターの環境設定 
クラスター環境に Hyper-V 関連の設定を行います。 

 

9.1 クラスター共有ボリュームの作成 
クラスター共有ボリュームの作成方法を説明します。 

クラスター共有ボリュームを有効化と、使用するディスクの登録によるボリューム作成が必要となりま

す。 

 

9.1.1 クラスター共有ボリュームの有効化 

クラスター環境に Hyper-V 関連の設定を行います。 

クラスター共有ボリューム有効化 

1 

 

[フェールオーバークラスターマ

ネージャー ]画面の左ペイン

で、設定するクラスターを選択

します。 

 

右ペインの[操作]から[クラス

ターの共有ボリューム有効化]

をクリックします。 

 
2 クラスターの共有ボリュームに

関する留意事項が表示されま

す。内容を確認し、「上記の通

知を読みました。」にチェックを

入れ、［OK］をクリックします。 

 
3 左ペインに「クラスターの共有

ボリューム」が追加されます。 
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9.1.2 クラスター共有ボリュームの作成 

クラスター共有ボリュームで使用するディスクを登録します。 

クラスター共有ボリュームの作成 

1 

 

[フェールオーバークラスターマ

ネージャー ]画面の左ペイン

で、「クラスター共有ボリュー

ム」を選択します。 

 

右ペインの[操作]から[記憶域

の追加]をクリックします。 

 
2 追加可能なディスクの一覧が

表示されるので、追加したい

デ ィ ス ク に チ ェ ッ ク を 入 れ 、

［OK］をクリックします。 

 
3 クラスター共有ボリュームの領

域が作成されます。 

ディスク名の下のツリーに作成

したボリュームのマウント先情

報が表示されます。 

 

通常は以下の場所となります。 

“C:\ClusterStrage\Volume1” 

※Volumeの後には通番が振ら

れます。 
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9.2 クラスターで使用するネットワーク設定 
クラスター共有ボリュームがリダイレクトアクセス状態になった場合、クラスターネットワークでの通信を

許可したネットワーク（ノード間通信用ネットワーク）の中から優先度の高いものが選択され、リダイレク

トアクセスのための通信に使用されます。以下にクラスターネットワークの優先順位の確認方法と設定

方法を記述します。クラスター共有ボリュームについては、後述の「12.5 クラスター共有ボリューム」を

参照してください。 

 

9.2.1 クラスターネットワークの優先度確認 

クラスターネットワークの優先度の確認方法です。 

ネットワーク優先度確認 

1 

 

「スタートメニュー」→ 

「 管 理 ツ ー ル 」 → 「 Windows 

PowerShell Modules」を右クリッ

クし「管理者として実行」を選択

します。 

 

 

 
2 Windows PowerShell Modules

画面が表示されるので以下の

コマンドを入力します。 

 

get-clusternetwork |ft name, 

metric, autometric, role 

 

 
3 クラスターネットワークの情報

が表示されます。 

Role の値が 1 または 3 になっ

て い る ネ ッ ト ワ ー ク の 中 で

Metric 値が小さいものが優先

して使用されます。 
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9.2.2 クラスターネットワークの優先度設定 

クラスターネットワークの優先度は通常は自動で設定されます。優先順位はクラスターネットワークへ

の追加タイミング等で変化する場合があるので、優先順序を固定したい場合は以下の方法により手動

で優先度を設定することができます。 

ネットワーク優先度設定 

1 

 

「9.2.1 クラスターネットワークの

優先度確認」により、ネットワー

ク情報を表示し、設定したい

ネットワークの情報を確認しま

す。 

 

get-clusternetwork |ft name, 

metric, autometric, role 

 

 
2 以下のコマンドで設定対象の

ネットワークの情報を変数域に

取得します。 

 

＄変数名= 

Get-ClusterNetwork “ネット

ワーク名“ 

 

例）「クラスターネットワーク NIC1」の情報を取得 

$n = Get-ClusterNetwork “クラスターネットワーク NIC1” 

 

3 設 定 対 象 の ネ ッ ト ワ ー ク の

AutoMetric 値が True である場

合は以下の方法で False を設

定します。 

 

＄変数名．AutoMetric = 0 

※設定値は以下の意味を持ち

ます。 

0：False (自動設定無効) 

1：True (自動設定有効) 

例）AutoMetric を無効（False）にする。 

$n.AutoMetric  =  0 

 

 

4 設 定 対 象 の ネ ッ ト ワ ー ク の

Metric 値を設定します。 

Metric 値の小さいものの優先

度が高くなります。 

＄変数名．Metric =Metric 値 

例)「クラスターネットワーク NIC1」を最優先にしたいた

め、Metric 値として 100 を設定する。 

(自動設定される値の範囲より小さい値を設定する) 

$n.Metric  =  100 

 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-80- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

5 ネットワーク情報を表示し、値

が更新されたことを確認しま

す。 

 

get-clusternetwork |ft name, 

metric, autometric, role 

 

 
※ネットワーク優先度を変更した場合、反映されるまでに最大で 3 分程度必要になります。 

 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-81- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

 

10 クラスター環境での仮想マシン新規作成 
仮想マシン、仮想ハードディスクの作成は「Hyper-V マネージャー」ではなく「フェールオーバークラス

ターマネージャー」上から行います。「フェールオーバークラスターマネージャー」から行うことによりクラ

スター環境との整合性チェックなどを自動的に実行することができます。 

 

10.1 仮想マシンの作成 
仮想マシンの作成を行います。 

仮想マシンの作成 

1 

 

[ フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、「サービスま

たはアプリケーションの構成」を右クリック

し、「仮想マシン」→「仮想マシンの新規

作成」と選択し、仮想マシンを作成する

ノードを選択します。 

 

 
2 [仮想マシンの新規作成ウィザード]画面

が表示されます。 

 

[次へ] をクリックします。 

 
3 [名前と場所の指定]にて、仮想マシンの

名前と作成した仮想マシンの仮想マシン

構成ファイルの格納先を指定します。 

 

ここで入力した仮想マシンの名前は、

Hyper-V マネージャーの一覧で表示され

ます。また、仮想マシンファイルを格納す

るフォルダ名にもなります。 

クラスター環境では格納先として各ノード

から使用可能なフォルダを指定する必要

があります。 

 

［仮想マシンを別の場所に格納する］に

チェックを入れ、共有ディスク上のフォル

ダまたはクラスター共有ボリュームのフォ

ルダを指定します。 

 

[次へ]をクリックします。 
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4 [メモリの割り当て]画面が表示されます。 

 

ここでは仮想マシンに割り当てるメモリ量

を設定します。 

 

メモリ量は仮想マシン作成後に変更でき

ます 

 

[次へ]をクリックします。 

 
5 [ネットワークの構成]画面が表示されま

す。 

 

使用したい作成済みの仮想ネットワーク

が存在する場合は、それを選択します。 

 

ここで何も選択せず（「接続しない」 を選

択する）、仮想マシン作成後に改めて選

択することもできます。この場合は「10.5.3 

仮想ハードディスクの編集」および「10.5.4 

仮想マシンのハードウェア設定」を参照

願います。 

 

[次へ]をクリックします。 

 

6 [仮想ハードディスクの接続]画面が表示

されます。 

 

仮想ハードディスクは次の 3 種類から選

択できます。必要に応じて選択します。 

 

なお、クラスター環境で使用する仮想

ハードディスクは共有ディスク上またはク

ラスター共有ボリュームに存在する必要

があります。 

 

・[仮想ハードディスクを作成する] 

 仮想ハードディスクを新規作成 

 

※この項目で仮想ハードディスクを作成

した場合は、「容量可変」の VHD ファイル

が作成されます。 

「容量固定」の VHD ファイルを作成したい

場合には、[後で仮想ハードディスクを接

続する]を選択して、後で作成してくださ

い。 

性能上の観点から、容量固定ディスクの

仕様を推奨します。 

 

・[既存の仮想ハードディスクを使用す
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る] 

 作成済の VHD ファイルを使う 

 

・[後で仮想ハードディスクを接続する] 

 VHD ファイルを後で作成する 

 

※仮想マシンの起動に使用できるのは

IDE ディスクとして接続した仮想ハード

ディスクになります。SCSI ディスクとして

接続した場合、仮想マシンの起動には使

用できません。 

 

 

[次へ]をクリックします。 

7 [インストールオプション]画面が表示され

ます。 

 

※前の画面で[後で仮想ハードディスクを

接続する]を選択した時には、この[インス

トールオプション]画面は表示されませ

ん。 

 

ここでは、OS のセットアップメディアの選

択を行います。選択肢は四つ用意されて

います。 

・ [後でオペレーティングシステムをイ

ンストールする] 

→ 何も行いません。 

 

・ [ブート CD/DVD-ROM からオペレー

ティングシステムをインストールする] 

→ CD/DVD ドライブを追加し、ブートメ

ディアを指定します。 

 

・  [ブートフロッピーディスクからオペ

レーティングシステムをインストール

する] 

→ フロッピーブートするための仮想フ

ロッピーディスクを指定します。 

  

・ [ネットワークベースのインストール

サーバーからオペレーティングシス

テムをインストールする] 

→インストールサーバーから OS をイン

ストールします。 

 

いずれかを選択し、 [次へ]をクリックしま

す。 
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8 [仮想マシンの新規作成ウィザードの完

了]画面が表示されます。 

 

各設定項目を確認し、問題がなければ

[完了]をクリックします。 

 

 
9 「高可用性ウィザード」が起動され、定義

チェックと登録が実行されます。 

問題が発生した場合は［レポートの表示］

をクリックし、詳細を確認します。 

［完了］で画面を閉じます。 

 

※インストールオプションで OS のセット

アップメディアとして CD/DVD-ROM や

ISO イメージ参照先として共有ディスク以

外の場所を指定している場合は警告が

出力されます。 

 
 

10 フェールオーバークラスターマネージャー

に作成した仮想マシンがリストされます。 

 

仮想マシン作成後は、仮想マシンを起動

し、ゲスト OS のインストールを行います。 

 

※仮想ハードディスクの作成を行ってい

ない場合は、次の章の[仮想ハードディス

クの作成]を参考にして作成を行い、仮想

マシンに接続してください。 
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10.2 仮想ハードディスクの作成 
クラスター環境での仮想ハードディスクの種類は非クラスター環境と同一です。「3.2 仮想ハードディス

クの作成」を参照願います。 

作成手順もフェールオーバークラスターマネージャーから起動する部分を除いて同一です。 

以下に容量固定仮想ハードディスクの作成について説明します。 

 

10.2.1 容量固定仮想ハードディスクの作成 

容量固定仮想ハードディスクの作成 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、「サービス

またはアプリケーションの構成」を右ク

リックし、「仮想マシン」→「仮想ハード

ディスクの新規作成」と選択し、仮想

ハードディスクを作成するノードを選

択します。 

 

 

 
2 [新しい仮想ハードディスクウィザード]

が開始され、[開始する前に]画面が

表示されます。 

 

[次へ]をクリックします。 

 
3 [ディスクの種類の選択]画面が表示さ

れます。「容量固定]をチェックし、[次

へ]をクリックします。 
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4 [名前と場所の指定]画面が表示され

ます。 

 

仮想ハードディスクの名前と場所を指

定して、[次へ]をクリックします。 

 

仮想ハードディスクの場所は共有ディ

スク上またはクラスター共有ボリュー

ムを指定する必要があります。 

 
5 [ディスクの構成]画面が表示されま

す。 

 

新規に作成する場合は、[新しい空の

仮想ハードディスクを作成する ]を

チェックし、作成したいサイズを指定し

ます。 

 

物理ディスクから仮想ハードディスク

を作成したい場合は、[指定した物理

ディスクの内容をコピーする]にチェッ

クします。 

 

[次へ]をクリックします。 

 

6 [新しい仮想ハードディスクウィザード

の完了]画面が表示されます。 

 

設定に間違いがないことを確認し、

[完了]をクリックします。 

 

仮想ハードディスクが作成されます。 
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10.3 仮想マシンサービスのクラスター設定 
仮想マシンサービスのプロパティ設定を行います。 

全般タブとフェールオーバータブの 2 画面存在します。 

仮想マシンサービスのプロパティ 

1 

 

「フェールオーバークラスターマネー

ジャー」の左ペインで設定したい仮想マ

シンサービスを選択し、右クリックしま

す。 

表示されたメニューからプロパティを選

択します。 

 

 

 
 

10.3.1 全般 

全般タブ 

1 

 

以下の項目を設定できます。 

・名前 

 仮想マシンのサービス名称を指定し

ます。 

 

・優先する所有者 

 クラスター上のどのノードでの起動を

優先させるかを指定します。次のフェー

ルオーバータブでフェールバックを有効

にした場合、ここの優先度の設定に

従った処理が実行されます。 

 

・永続的なモードを有効にする 

・自動開始  

 

10.3.2 フェールオーバー 

フェールオーバータブ 

1 

 

フェールオーバーに関する設定ができ

ます。 

・指定した期間内の最大エラー数 

・期間 

 

・フェールバック禁止／許可 

フェールバックを許可する場合はその

タイミングの設定をします。 
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10.4 仮想マシンのクラスター設定 
仮想マシンの設定を行います。 

仮想マシンのプロパティ 

1 

 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーの左ペインで仮想マシンサービ

スを選択、表示される中央ペインの仮

想マシンを右クリックし、メニューからプ

ロパティを選択します。 

 
 

10.4.1 全般 

全般タブ 

1 

 

仮想マシンリソースのリソース名、種

類、状態の確認とリソース名の修正が

できます。 

 

 
 

10.4.2 依存関係 

依存関係タブ 

1 

 

仮想マシンの依存関係の確認と修正が

できます。 
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10.4.3 ポリシー 

ポリシータブ 

1 

 

リソースエラー発生時の設定ができま

す。 

 

リソースエラー発生時の再起動間隔、

試行回数、フェールオーバー、再起動

の時間などを設定します。 

 

 
 

10.4.4 詳細なポリシー 

詳細なポリシータブ 

1 

 

実行可能な所有者： 

クラスター内のどのノード上で動作可能

とするかを設定します。 

 

その他リソースチェックに関する項目を

設定できます。 
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10.4.5 設定 

設定タブ 

1 

 

クラスター制御されたオフライン操作： 

オフライン操作をした場合の動作を指定で

きます。 

仮想マシンの「移動」を指示した場合、ここ

で指定した内容の処理が実行されてノード

間の移動が行われます。 

 

仮想マシン停止操作： 

仮想マシン上のOSからのシャットダウン操

作など、クラスター制御外からの指示で仮

想マシンが停止した場合の動作を指定しま

す。 

 

ハートビート設定： 

仮想マシンのハートビート機能による生存

監視を行うかどうかを指定します。ハート

ビート監視を行うと、仮想マシンのハング

アップ等によりハートビートが確認できなく

なった場合に仮想マシンの再起動処理が

実行されます。 

ハートビート監視を使用する場合は対象の

仮想マシンに統合サービスがインストール

されている必要があります。 

 

※仮想マシンへのアプリインストール、

WindowsUpdate 処理、その他クラスター制

御外の再起動処理などが伴う作業を行う

場合は、ハートビートモニタリングを無効に

してください。作業中にハートビートが中断

する場合があるため予期しない再起動処

理が実行される恐れがあります。 
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10.4.6 ライブマイグレーション用ネットワーク 

ライブマイグレーション用ネットワークタブ 

1 

 

ライブマイグレーション実行時に仮想マシ

ンのメモリ情報等を転送するためのネット

ワークの指定を行います。 

 

ライブマイグレーションで使用するネット

ワークはクラスターネットワーク通信の許

可／不許可に関わらずクラスターノード間

の通信ができるものであれば指定すること

ができます。 

 

※ここで指定した内容は個別の仮想マシン

ではなくクラスターシステム上のすべての

仮想マシンで共通の定義となります。 
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10.5 仮想マシンの環境設定 
Hyper-V 上の仮想マシンの環境設定については「5．仮想マシンの環境設定」を参照願います。 

ただし、クラスター環境の場合はいくつか異なる点が存在します。 

以降、それぞれの注意点について記述します。 

 

10.5.1 共通注意事項 

「Hyper-V マネージャー」を使用して仮想マシンの設定を行う場合は対象の仮想マシンの「仮想マシン

の構成」が「オンライン」になっている必要があります。「オフライン」になっている場合は「Hyper-V マ

ネージャー」上の一覧に対象の「仮想マシン」は表示されません。 

 

10.5.2 統合サービスのインストール 

統合サービスのインストール方法は非クラスター環境と同一です。「5.1 統合サービスのインストール」

を参照願います。 

［注意］ 

統合サービスインストール時は仮想 DVD ドライブに iso イメージファイル（vmguest.iso）がマウントされ

た状態となります。マウントしたままの状態で仮想マシンの設定を行うと仮想マシン構成の更新処理で

警告が出力されます。統合サービスのインストールが完了したら仮想 DVD ドライブからの取り出し処

理を実行してください。 

 

10.5.3 仮想ハードディスクの編集 

仮想ハードディスクの編集は非クラスター環境と同一です。「5.2 仮想ハードディスクの編集」を参照願

います。 
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10.5.4 仮想マシンのハードウェア設定 

仮想マシンのハードウェア設定は設定する設定内容は非クラスター環境と同一です。「5.3 仮想マシン

のハードウェア設定」を参照願います。ただし、「Hyper-V マネージャー」からではなく「フェールオー

バークラスターマネージャー」から実行します。これにより設定変更時にクラスター環境への登録処理

が自動で実行されます。 

仮想マシンの設定変更 

1 

 

「フェールオーバークラスターマネー

ジャー」の中央ペインで仮想マシンを

右クリックし、表示されるメニューから

「設定」を選択します。 

 

設定画面の構成は「Hyper-V マネー

ジャー」から起動した場合と同一で

す。 

 
 

［Hyper-V マネージャーから設定を行った場合］ 

クラスター環境においてもHyper-Vマネージャーから環境を設定することができますが、環境設定後に

クラスターを構成する各ノードに対して定義を反映する処理を行わないとノード間での定義の不整合に

よるエラーが発生する場合があります。Hyper-V マネージャーから設定を行った場合は以下の手順で

反映処理を実施してください。 

仮想マシン構成の更新 

1 

 

「フェールオーバークラスターマネー

ジャー」の中央ペインで仮想マシンを

右クリックし、表示されるメニューから

「その他のアクション」→「仮想マシン

構成を最新の状態に更新」を選択しま

す。 

 
 

10.5.5 仮想マシンの運用管理設定 

仮想マシンの運用管理設定内容は非クラスター環境と同一です。「5.4 仮想マシンの運用管理設定」

を参照願います。ただし、「5.3 仮想マシンのハードウェア設定」と同様に「Hyper-V マネージャー」から

ではなく「フェールオーバークラスターマネージャー」から実行します。 
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11 クラスター環境での Hyper-V サーバー環境設定 
 
Hyper-V の環境設定は、Hyper-V マネージャー右上の「操作」ペイン内の以下によって行えます。 

 

表 11.1.0.1Hyper-V の環境設定一覧（クラスター環境） 

操作項目 説明 

新規 ここでは以下の操作を行います。 

・ 仮想フロッピーディスクの作成 

 

以下の操作はここではなく「フェールオーバークラスターマ

ネージャー」から行います。 

・ 仮想マシンの新規作成 

・ 仮想ハードディスク(VHD ファイル)の作成 

仮想マシンのインポート... 作成済の仮想マシンをインポートします。 

Hyper-V の設定... 仮想マシンの格納先、スナップショットデータの格納先を設定

します。 

仮想ネットワークマネージャー... 仮想ネットワークを設定します 

ディスクの編集... VHD に対して以下の操作を行います。 

・最適化： 

容量可変の VHD に対して、実際には使用していない領域

を削除し、VHD ファイルサイズを小さくします。 

・変換： 

容量可変の VHD から、容量固定の VHD を複製します。ま

た、容量固定の VHD から、容量可変の VHD を複製しま

す。 

・拡張： 

VHD の最大サイズを 1GB単位で拡張します。（縮小はでき

ません）。 

ディスクの検査... 指定した VHD の情報を取得します。取得できる情報は次の

通りです。 

・ タイプ(可変 または 固定) 

・ 格納フォルダ 

・ ファイル名 

・ 使用しているサイズ 

・ 最大サイズ 

サービスの停止 Hyper-V の仮想マシン管理サービスを停止します。 

停止中は、Hyper-V の仮想環境を管理できません。 

(実行中の仮想マシンはそのまま稼動します。) 

サービスの開始 Hyper-V の仮想マシン管理サービスを開始します。 

サービス停止時に、表示されます。 

サーバーの削除 管理対象の Hyper-V サーバーを左ペインの一覧から削除し

ます。このとき、仮想マシンは削除されません。また、実行中

の仮想マシンが停止されることもありません。 

 

最新の情報に更新 表示を最新に更新します。 
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11.1 クラスター環境での仮想ネットワークの構成 
仮想ネットワークの設定は「Hyper-V マネージャー」上から行います。指定方法は非クラスター環境と

同一なので「3.3 仮想ネットワークの構成」を参照願います。 

ただし、設定にあたり以下の注意事項が存在します。 

[注意] 

仮想ネットワークはクラスターを構成するそれぞれのノードに対して同一の名前で登録する必要があり

ます。一部のノードにしか定義していないもの、異なる名前で登録しているものを使用した場合、その

仮想ネットワークを使用している仮想マシンの起動や、ノード間の移行処理に失敗する場合がありま

す。 

 

11.2 仮想マシンの格納先フォルダの設定 
仮想マシンの構成ファイル構成は非クラスター環境と同一になります。「3.4 仮想マシンの格納先フォ

ルダの設定」を参照願います。 

それぞれの格納先の指定方法も同一ですが、注意点が存在します。以下、それぞれの注意点を記述

します。 

 

11.2.1 VHD の格納先を指定する 

仮想ハードディスク格納先の設定方法は非クラスター環境と同一です。「3.4.1 VHD の格納先を指定

する」を参照願います。 

［注意］ 

クラスター環境では仮想ハードディスクの格納先は共有ディスク上である必要があります。 

このため、初期規定フォルダの内容で作成した仮想ハードディスクはクラスター環境では使用すること

ができません。格納先を共有ディスク上に変更するか、VHD 作成時に共有ディスクを指定する必要が

あります。 

 

11.2.2 仮想マシンの設定ファイルとスナップショットデータの格納先を指定する 

仮想マシン設定ファイルの格納先の設定方法は非クラスター環境と同一です。「3.4.2 仮想マシンの設

定ファイルとスナップショットデータの格納先を指定する」を参照願います。 

［注意］ 

クラスター環境では仮想マシンの設定ファイルとスナップショットデータの格納先は共有ディスク上であ

る必要があります。このため、初期規定フォルダの内容で作成した仮想マシンはクラスター環境では

使用することができません。格納先を共有ディスク上に変更するか、仮想マシン作成時に共有ディスク

を指定する必要があります。
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12 クラスター環境での仮想マシンの操作 
本章ではクラスター環境における仮想マシンの操作および設定方法について紹介します。 

 

12.1 仮想マシンへのアクセス 
ここでは 仮想マシンへアクセスする方法について記述します。 

仮想マシンへアクセスする方法は以下の 3 通りがあります。 

 

・ フェールオーバークラスターマネージャーからアクセス 

・ Hyper-V マネージャーからアクセス 

・ リモートデスクトップ接続でアクセス 

 

それぞれについて手順を説明します。 

 

(1) フェールオーバークラスターマネージャーからアクセスする方法 

フェールオーバークラスターマネージャーから接続する場合、仮想マシンのサービスを選択し接続す

る方法とサービスに登録している仮想マシンを選択し接続する方法が存在します。 

仮想マシンのサービスから接続する場合は仮想マシンがオンラインになっている必要があります。 

フェールオーバークラスターマネージャーから仮想マシンへアクセスする手順 

1 

 

仮想マシンのサービスから接続する

場合 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、アクセスす

る仮想マシンのサービスを選択しま

す。 

右ペインから「仮想マシンに接続す

る」を選択します。 

 

 
2 仮想マシンから接続する場合 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、アクセスす

る仮想マシンのサービスを選択しま

す。 

表示される中央ペインの仮想マシン

を選択します。 

右ペインから「接続」を選択します 
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(2) Hyper-V マネージャーからアクセスする方法 

非クラスター環境と同一です。 

「4.1 仮想マシンへのアクセス」を参照願います。 

［注意］ 

Hyper-V マネージャーを使用する場合は「Hyper-V サーバー」として仮想マシンの「現在の所有者」

となっているクラスターノードを指定する必要があります。また、対象仮想マシンの仮想マシン構成リ

ソースが「停止」の場合、Hyper-V マネージャーから操作をすることはできません。 

 

(3) リモートデスクトップ接続からアクセスする方法 

非クラスター環境と同一です。 

「4.1 仮想マシンへのアクセス」を参照願います。 
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12.2 仮想マシンの起動と終了 
 

ここでは、仮想マシンの起動と終了の方法について説明します。以下の手順に従って起動／終了を行

うことができます。 

 

12.2.1 仮想マシンの起動 

 

仮想マシンの起動フェールオーバークラスターマネージャーから行います。リモートデスクトップ接続か

らではできません。以下に、[仮想マシン接続]画面での起動手順を記します。 

仮想マシンの起動 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、サービス

とアプリケーションを選択します。 

中央ペインに仮想マシンサービスの

一覧が表示されるので起動したい

仮想マシンを選択します。（複数選

択可能） 

右ペインで「仮想マシンの開始」を選

択します。 
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12.2.2 仮想マシンの終了 

仮想マシンのシャットダウンは 4 種類の方法があります。 

 

・ 仮想マシン上からシャットダウン 

・ [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

・ Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

・ フェールオーバークラスターマネージャー上からシャットダウン 

 

また、仮想マシンを終了させる方法は 2 種類あります。 

 

・ [シャットダウン] 

OS の[スタート]→[シャットダウン]の操作と同等。データの整合性は保証されます。 

・ [停止] 

電源断の操作と同等。データの整合性は保証できません。 

 

通常は、[シャットダウン] による終了を選択します。 

以下、[シャットダウン] の手順について紹介します。 

仮想マシンのプロパティで「設定」の「仮想マシン停止操作」が「リソースの失敗のマークをつける」に

なっている場合、「フェールオーバークラスターマネージャー上からのシャットダウン」の方法を使用して

ください。 

 

(1) 仮想マシン上からシャットダウン 

非クラスター環境と同様に指示をすることができます。「4.2.2 仮想マシンの終了(1)仮想マシン上から

シャットダウン」を参照願います。 

 

(2) [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

非クラスター環境と同様に指示をすることができます。「4.2.2 仮想マシンの終了(2)「仮想マシン接続」

画面上からシャットダウン」を参照願います。 

 

(3) Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

非クラスター環境と同様に指示をすることができます。「4.2.2 仮想マシンの終了(3)Hyper-V マネー

ジャー上からシャットダウン」を参照願います。 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-100- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

 

(4) フェールオーバークラスターマネージャー上からシャットダウン 

フェールオーバークラスターマネージャーから仮想マシンのシャットダウンを行う場合、仮想マシンに 

統合サービス がインストールされている必要があります。統合サービス がインストールされていない

仮想マシンを正しくシャットダウンするには、仮想マシン上でシャットダウン処理を行ってください。 

フェールオーバークラスターマネージャー上からシャットダウン 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、サービスと

アプリケーションを選択します。 

中央ペインに仮想マシンサービスの

一覧が表示されるのでシャットダウン

したい仮想マシンを選択します。（複

数選択可能） 

右ペインで「仮想マシンのシャットダウ

ン」を選択します。 

「仮想マシンの停止」を選ぶこともでき

ます。 
 

2 シャットダウンの確認画面が表示され

るので「はい」を選択します。 

［シャットダウンの場合］ 

 
 

［停止の場合］ 
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12.3 保存と一時停止 
Hyper-V には、サスペンドの方法に以下の 2 種類があります。 

 

・ 保存 

仮想マシンのデータを保存し、サスペンド状態にします。実行中のプロセスやメモリの情報は、ファイ

ルとしてホストに保存されます。 

また、保存中でも、仮想マシンのエクスポートやスナップショットが可能です。 

  

・ 一時停止 

仮想マシンを一時的にサスペンド状態にします。このとき、仮想マシンのデータは保存されません。 

保存作業がない分、「保存」よりも短時間で「一時停止」・「再開」を行うことができます。なお、一時停

止時はエクスポートやスナップショットを実行できません。 

 

本章では、保存と一時停止の手順について説明します。 
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12.3.1 保存 

仮想マシンの保存 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、サービスと

アプリケーションを選択します。 

中央ペインに仮想マシンサービスの

一覧が表示されるので保存したい仮

想マシンを選択します。（複数選択可

能） 

右ペインで「仮想マシンの保存」を選

択します。 

 

 
2 保存の確認画面が表示されるので

「はい」を選択します。 

 
3 保存が開始されます。 
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12.3.2 一時停止 

仮想マシンの一時停止 

1 

 
[仮想マシン接続] 画面上で、 ボタ

ンをクリックします。 

 

※Hyper-V マネージャー上で一時停

止を行うこともできます。 

 
2 一時停止状態になります。 

 

一時停止状態を解除するには、 を

クリックし、再開してください。 

 
 

[注意] 

仮想マシンのハートビートモニタリングを行っている場合は一時停止を行わないでください。ハートビー

トが途絶えるため仮想マシンの再起動処理が実行される場合があります。 
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12.4 仮想マシンのノード間移動 
仮想マシンをノード間で移動する機能です。 

以下の 3 種類の方法が存在します。 

 

表 12.4.1 仮想マシンのノード間移動方法 

 名称 特徴 

1 ライブマイグレーション 動作中の仮想マシンを別のノードに移動します。 

移動処理中も仮想マシンの処理が途切れることはほとんどあり

ません。（移動処理終了時に一瞬処理が止まる場合があります） 

一度に1台の仮想マシンの移動ができ、他の仮想マシンがライブ

マイグレーション処理中の場合は実行できません。 

クラスター共有ボリュームを使用している場合を除き同一 LUN 上

に複数の仮想マシンを定義している場合はライブマイグレーショ

ンを行うことはできません。1LUN に対して 1 台の仮想マシンを作

成しているもの、あるいはクラスター共有ボリューム上に作成し

ている仮想マシンを移動することができます。 

 

2 クイック移行 動作中の仮想マシンを別のノードに移動します。 

移動処理中の仮想マシンは保存状態となり処理が一時中断され

ます。中断された処理は移動完了後に再開されます。 

一度に 1 台の仮想マシン（同一 LUN 上に複数の仮想マシンを定

義している場合は同一 LUN に登録されている単位）を移動でき、

完了を待たずに別のクイック移行を行うことができます。 

 

3 移動 一度に複数の仮想マシンを移動することができます。また、停止

中の仮想マシンも移動できます。動作中の仮想マシンについて

は一度オフラインになった後に移動します。このときの動作は、

「オフライン時の動作として指定した内容」に従います。「保存」が

選択されている場合はクイック移行に類似した動作となります。 
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12.4.1 ライブマイグレーション 

仮想マシンを停止させずに、別のノードに移動します。 

同時に移行できる仮想マシンは 1 台のみで、他の仮想マシンのライブマイグレーションを実施している

場合は処理が完了するまで別の仮想マシンのライブマイグレーションは実施できません。ただし、ライ

ブマイグレーションの移動元と移動先のノードそれぞれが異なっている場合は同時に実行することが

できます。 

例）ノード 1，2，3，4 の 4 台構成のクラスター上で VM1 をノード 1 からノード 2 へ移動、VM2 をノード 3

からノード 4 へ移動する場合は同時に実行できます。 

仮想マシンのライブマイグレーション 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、移動したい

仮想マシンのサービスを選択します。 

右ペインで「仮想マシンを別のノードに

ライブマイグレーション」を選択します。 

移行先一覧が表示されるので移行先

を選択します。 

 
 

12.4.2 クイック移行 

仮想マシンを別のノードに移動します。移動時にメモリ上の情報をディスクに保存するため、数十秒程

度停止時間が発生します。 

仮想マシンのクイック移行 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、移動したい

仮想マシンのサービスを選択します。 

右ペインで「仮想マシンを別のノードに

クイック移行」を選択します。 

移行先一覧が表示されるので移行先

を選択します。 
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12.4.3 移動 

一度に複数の仮想マシンの移動を指示できます。 

単数指定時は「ライブマイグレーション」、「クイック移行」と同じ手順になりますが、複数を移動したい

場合は中央ペインから選択します。 

仮想マシンの移動 

1 

 

［単数指定］ 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、移動したい

仮想マシンのサービスを選択します。 

右ペインで「仮想マシンを別のノードに

移動」を選択します。 

移行先一覧が表示されるので移行先

を選択します。 

 
 ［複数指定］ 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインで、サービスと

アプリケーションを選択します。 

中央ペインに仮想マシンサービスの一

覧が表示されるので移動したい仮想マ

シンを選択します。（複数選択可能） 

右ペインで「選択したサービスまたはア

プリケーションを別のノードに移動」を

選択します。このときの動作は、「オフ

ライン時の動作として指定した内容」に

従います。 
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12.5 クラスター共有ボリューム 
通常の共有ディスクは所有者となっているノードからのみアクセスできますが、Hyper-V のフェール

オーバークラスターでのみ使用できるクラスター共有ボリュームは、クラスター上のどのノードからもア

クセスできます。 

クラスター共有ボリュームはクラスター上のどのノードからもアクセスできますが、所有者は存在します。

クラスター共有ボリュームがリダイレクトアクセス状態となった場合は所有者ノードを経由して他のノー

ドはアクセスを行います。 

 

12.5.1 所有者の移動 

クラスター共有ボリュームの所有者を他のノードに移動させることができます。 

以下にクラスター共有ボリュームの所有者の移動方法を記載します。 

クラスター共有ボリュームの所有者の移動 

1 

 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーの左ペインで「クラスターの共

有ボリューム」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一

覧から移動したいディスクを選択し

右クリックをします。 

表示されるメニューから「この共有

ボリュームを別のノードに移動」を選

択し、移動先を選択します。 
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12.5.2 メンテナンスモード 

クラスター共有ボリュームに対してエラーチェックなどのメンテナンス処理を実行したい場合はクラス

ター共有ボリュームをメンテナンスモードにする必要があります。以下にメンテナンスモードの開始方

法と終了方法を記載します。 

［注意］ 

メンテナンスモードを有効にした場合、そのクラスター共有ボリュームを使用していた仮想マシンおよび

仮想マシン構成はオフライン状態となります。 

また、「\ClusterStrage\Volume～」のパスによるアクセスはできなくなります。 

 

クラスター共有ボリュームのメンテナンスモード 

1 [メンテナンスモードの開始] 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーの左ペインで「クラスターの共

有ボリューム」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一

覧から移動したいディスクを選択し

右クリックをします。 

表示されるメニューから「その他の

アクション」→「このクラスターの共

有ボリュームのメンテナンスを有効

にする」を選択します。 
 

2 [メンテナンスモードの終了] 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーの左ペインで「クラスターの共

有ボリューム」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一

覧から移動したいディスクを選択し

右クリックをします。 

表示されるメニューから「その他の

アクション」→「このクラスターの共

有ボリュームのメンテナンスを無効

にする」を選択します。 
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12.5.3 リダイレクトアクセス 

クラスター共有ボリュームのリダイレクトアクセス 

クラスター共有ボリュームのリダイレクトアクセス 

1 

 

[リダイレクトアクセスモードの開始] 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーの左ペインで「クラスターの共

有ボリューム」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一

覧から移動したいディスクを選択し

右クリックをします。 

表示されるメニューから「その他の

アクション」→「このクラスターの共

有ボリュームのリダイレクトされたア

クセスを有効にします」を選択しま

す。 
 

2 [リダイレクトアクセスモードの終了] 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーの左ペインで「クラスターの共

有ボリューム」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一

覧から移動したいディスクを選択し

右クリックをします。 

表示されるメニューから「その他の

アクション」→「このクラスターの共

有ボリュームのリダイレクトされたア

クセスを無効にします」を選択しま

す。 
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12.6 スナップショット 
スナップショットはある時点の仮想マシンの状態をまるごと保存する機能です。保存した状態を利用し

て、簡単に元に戻すことができます。スナップショットは複数世代取得され、分岐取得も可能です。また、

スナップショットは仮想マシンの On/Off に関わらず実行することができます。(ただし、一時停止時は

実行できません) 

本章ではスナップショットの作成から復元までの手順、およびスナップショットデータの削除の方法につ

いても紹介します。 

 

12.6.1 スナップショットの作成 

クラスター環境でのスナップショット作成方法は非クラスター環境と同一です。「4.4.1 スナップショット

の作成」を参照願います。 

 

12.6.2 スナップショットからの復元 

クラスター環境でのスナップショット復元方法は非クラスター環境と同一です。「4.4.2 スナップショット

からの復元」を参照願います。 

ただし、以下の注意事項が存在します。 

 

［注意］ 

スナップショットを採取したノード以外でスナップショットからの復元をしないでください。環境の差異に

起因するエラーで仮想マシンが起動しなくなる場合があります。この場合はスナップショットを採取した

ノードに仮想マシンを移動して起動を行ってください。 

 

12.6.3 スナップショットの削除 

クラスター環境でのスナップショット削除方法は非クラスター環境と同一です。「4.4.3 スナップショット

の削除」を参照願います。 
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12.7 インポート/エクスポート 
Hyper-V には、仮想マシンをエクスポートし、他の Hyper-V サーバーなどにインポートする機能があり

ます。エクスポートの際、仮想マシンの構成に必要な設定ファイルや仮想ハードディスク、スナップ

ショットファイルなどが保存されるため、仮想マシンをそのままの状態で移動させることができます。ま

た、仮想マシンの移動以外に、仮想マシンの簡易バックアップとしても活用できます。 

 

本章では仮想マシンのエクスポートからインポートまでの手順についてご紹介します。 

 

12.7.1 エクスポート 

エクスポートの手順は非クラスター環境と同一です。「4.5.1 エクスポート」を参照願います。 
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12.7.2 インポート 

インポートの手順は非クラスター環境と同一です。「4.5.2 インポート」を参照願います。 

ただし、以下の注意事項が存在します。 

[注意]  

・ インポート先の Hyper-V 環境に、エクスポートしたバーチャルマシンに接続されていた仮想ネット

ワークと同名の仮想ネットワークがない場合、仮想ネットワークは正常にインポートされません。

ネットワークアダプターの接続先は空白となります。また、イベントログには警告が表示されます。 

・ 共有ディスク上にインポートする必要があります。インポート対象を共有ディスク上に置くか、仮想

マシン、仮想ハードディスクの場所を共有ディスク上設定後、インポート時に「複写」を選択してく

ださい。 

・ インポートが完了した時点ではインポートした仮想マシンはクラスターに登録されていません。

「フェールオーバークラスターマネージャー」の「サービスまたはアプリケーションの構成」メニュー

から、インポートした仮想マシンをクラスターに登録してください。 

 

インポートした仮想マシンのクラスター環境への登録 

1 

 

フェールオーバークラスターマ

ネージャーの左ペインで「サービス

とアプリケーション」を選択 

 

右ペインでサービスまたはアプリ

ケーションの構成を選択します。 

 
2 高可用性ウィザードが起動される

ので[次へ]を選択します。 

 
3 一覧から「仮想マシン」を選択し

[次へ]をクリックします。 

 



Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-113- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

4 

 

 

クラスター未登録の仮想マシン一

覧が表示されるのでインポートし

た仮想マシンを選択し、[次へ]をク

リックします。 

 
5 確認画面が表示されるので選択し

たものが正しいか確認を行い[次

へ]をクリックします。 

 
6 クラスターへの登録処理が実行さ

れ、結果が表示されます。 

エラーが発生した場合は[レポート

の表示]で詳細を確認してくださ

い。 

 

[完了]で画面を閉じます。 
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13 Server Core での運用管理 
ホスト OS が Server Core の場合、MMC スナップインが動作しないため、Hyper-V マネージャーを用い

てホスト OS 上から直接操作することができません。そのため、Server Core で Hyper-V を使用する際

は、次の二つの手段を利用する必要があります。 

 

・ 別マシンから Hyper-V マネージャーで接続する 

・ スクリプトを利用する 

 

これら二つの方法について、以下に記載します。 

 

13.1 別マシンからHyper-Vマネージャーで接続する 
Hyper-V マネージャーを使用すると、別マシンの Hyper-V サーバーを管理することができます。 

Server Core 上で Hyper-V が動作しているときに、別のマシンから Hyper-V マネージャーで接続するこ

とで、管理が容易になります。 

Dynamic Memory をリモート管理できる OS は、Windows Server 2008 R2 SP1 と Windows 7 SP1 だけで

す 

 

Windows Vista、Windows7 の場合は Remote Server Administration Tools(RSAT)をダウンロードし、イン

ストールすることで Hyper-V マネージャーを使用することができます。 

 

・ Windows Server 2008 用の Hyper-V 更新プログラム (KB950050) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=6f69d661-5b91-4e5

e-a6c0-210e629e1c42 

 

・ Windows 7 用のリモートサーバー管理ツール 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=7d2f6ad7-656b-431

3-a005-4e344e43997d 

 

・ Windows Vista 用の更新プログラム (KB952627) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=a46d0047-e383-468

8-9449-83373226126a 

 

・ Windows Vista for x64-based Systems 用の更新プログラム (KB952627) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=f10e848f-289c-4e0

4-8786-395371f083bf 

 

・ Hyper-V Management Tools update for Windows Vista Service Pack 2 

http://support.microsoft.com/kb/970203/en-us 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=6f69d661-5b91-4e5e-a6c0-210e629e1c42
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=6f69d661-5b91-4e5e-a6c0-210e629e1c42
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=7d2f6ad7-656b-4313-a005-4e344e43997d
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=7d2f6ad7-656b-4313-a005-4e344e43997d
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=a46d0047-e383-4688-9449-83373226126a
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=a46d0047-e383-4688-9449-83373226126a
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=f10e848f-289c-4e04-8786-395371f083bf
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=f10e848f-289c-4e04-8786-395371f083bf
http://support.microsoft.com/kb/970203/en-us
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別マシンからの Hyper-V への接続について説明します。 

・ 条件として、同一ドメイン環境等で、サーバーの管理者権限を持つユーザーで操作している場合

になります。 

 管理者権限を持たないユーザーで操作する場合には、別途承認マネージャー(azman.msc) 

による設定が必要になります。 

別マシンから Hyper-V マネージャーによる接続 

1 

 

Hyper-V を動作させる Server 

Core 上で、次のコマンドを実行し、

ドメインへの参加とリモート管理、

Hyper-V 役割追加を行います。 

各コマンド実行時には再起動が必

要になる場合があります。 

 

・ ドメインに参加 

netdom join <computername> 

/domain:<domainname> 

/userd:<domain user> 

/passwordd:* 

 

 

・ リモート管理を有効にします。 

cscript %windir\system32\screge

dit.wsｆ /ar 0  

 

・ ファイル共有を有効にします。 

netsh advfirewall firewall set rule 

group=”ファイルとプリンターの共

有” new enable=Yes  

 

・ Hyper-V の役割を追加します。 

Start /w ocsetup 

Microsoft-Hyper-V 

リモート管理が有効になり、外部

からの Hyper-V マネージャーの接

続を受けつけるようになります。 
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2 

 

別マシン上で Hyper-V マネー

ジャーを起動します。 

(Windows Server 2008 R2 の

Hyper-V に対応したものが必要で

す。インストールされていない場合

は、先にインストールを行ってくだ

さい。) 

 

[サーバーに接続]を選択します。 

 

※ 画面は Vista SP1 です。

(Dynamic Memory をリモート管理

できる OS は、Windows Server 

2008 R2 SP1 と Windows 7 SP1 だ

けです) 

 

 

3 

 

[コンピュータの選択]が表示され

ます。 

 

[別のコンピュータ]にチェックし、

Hyper-V を動作させている Server 

Core マシンの IP アドレス、もしくは

マシン名を入力します。 

[OK]をクリックします。 

 

 
4 Server Core のマシン名が表示さ

れ、Server Core 上の Hyper-V の

管理ができるようになります。 
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・ Sconfig コマンドメニューを使用して別マシンから Hyper-V マネージャーによる接続(同一ドメイン

の場合) 

別マシンから Hyper-V マネージャーによる接続(Sconfig による設定) 

1 

 

Hyper-V の動作している Server 

Core 上で、sconfig コマンドを投入

後、次のメニューから選択して実

行します。 

 

・ ドメインに参加します。 

①「1)ドメイン/ワークグループ」を

選択 

②参加するドメイン名を入力 

③承認済みのドメインユーザを入

力 

 

 

 

 

2 リモート管理を有効にします。 

①「4)リモート管理の構成」を選択 

 

②以下の項目を許可/有効にしま

す。 

「1)MMC リモート管理を許可す

る。」 

「2)Windows PowerShell を有効に

する」 

「3)サーバーマネージャーのリモー

ト管理を許可する」 
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3 リモートデスクトップを有効にしま

す。 

 

4 sconfig のメニューを終了してコマ

ンドプロンプトに戻します。 

 

5 Hyper-V の役割を追加します。 

 

Start /w ocsetup 

Microsoft-Hyper-V 

 

リモート管理が有効になり、外部

からの Hyper-V マネージャーの接

続を受けつけるようになります 

 

・ ファイル共有を有効にします 

netsh advfirewall firewall set rule 

group=”ファイルとプリンターの共

有” new enable=Yes 
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6 別マシン上で Hyper-V マネー

ジャーを起動します。 

(Windows Server 2008 R2 の

Hyper-V に対応したものが必要で

す。インストールされていない場合

は、先にインストールを行ってくだ

さい。) 

 

[サーバーに接続]を選択します。 

 

※画面は Windows 7 です。 

 

 
7 [コンピュータの選択]が表示されま

す。 

 

[別のコンピュータ]にチェックし、IP

アドレス、もしくはマシン名を入力し

ます。 

[OK]をクリックします。 

 

 
8 Server Core のマシン名が表示さ

れ、Server Core 上の Hyper-V の

管理ができるようになります。 
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13.2 スクリプトを使用する 
 

下記サイトに記載されている「Hyper-V WMI Provider」をご参考ください。 

・ What's New in Hyper-V WMI Provider 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd799409(VS.85).aspx 

 

スクリプトを利用することで、Hyper-V 環境の処理の自動化が可能になります。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd799409(VS.85).aspx
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14 参考 URL 
 

・ Hyper-V 2.0: Windows Server 2008 R2 の機能概要 

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/r2/technologies/hyperv.mspx 

 

・ Hyper-V: Windows Server 2008 の機能概要 

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/virtualization/default.mspx 

 

・ Windows Server 2008 R2 Virtualization with Hyper-V 

http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtualization-consolidation.aspx 

 

・ Virtual PC Guy's WebLog 

http://blogs.msdn.com/virtual_pc_guy/default.aspx 

 

・ MSDN (Virtualization WMI Provider) 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/cc136992(VS.85).aspx 

 

・ 富士通 PRIMERGY サーバ本体動作確認状況 

（Windows Server 2008 R2 Hyper-V 機能） 

    http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/ 

 

・ 富士通 PRIMEQUEST 1000 シリーズ 

Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 サポート情報 

(仮想化ソフトウェア Hyper-V 留意事項) 

    http://primeserver.fujitsu.com/primequest/os/windows/support/2008/ 

 

・  富士通 PRIMERGY Hyper-V による IT インフラの課題解決 

   http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/wins2008/hv/ 

 

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/r2/technologies/hyperv.mspx
http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/virtualization/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtualization-consolidation.aspx
http://blogs.msdn.com/virtual_pc_guy/default.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/cc136992(VS.85).aspx
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/os/windows/support/2008/
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/wins2008/hv/
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富士通 PC サーバ PRIMERGY につきましては、以下の技術情報を参照願います。 

・PC サーバ PRIMERGY 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/ 
 

・PC サーバ PRIMERGY 機種比較表 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/select-spec/ 
 

・サーバ選定ガイド 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/select-model/ 

富士通 PC サーバ PRIMERGY のお問い合わせ先。 

・PC サーバ PRIMERGY（プライマジー）のお問い合わせ 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/contact/ 

 

基幹 IA サーバ PRIMEQUEST につきましては、以下の技術情報を参照願います。 

・基幹 IA サーバ PRIMEQUEST 
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/ 
 
・PRIMEQUEST 1000 シリーズ 製品ラインナップ モデル比較表 
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/products/ 

基幹 IA サーバ PRIMEQUEST のお問い合わせ先。 

・基幹 IA サーバ PRIMEQUEST のお問い合わせ 
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/contact/ 

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/select-spec/
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/select-model/
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/contact/
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/products/
http://primeserver.fujitsu.com/primequest/contact/


Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Hyper-V 操作ガイド 

 

-123- 
 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

商標登記について 

 

 Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeron は、米国インテル社の登録商標または

商標です。 

 Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およ

びその他の国における登録商標または商標です。 

 Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。 

 Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

 Red Hat、RPM および Red Hat をベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およ

びその他の国における登録商標または商標です。 

 VMware、vSphere は、VMware,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標で

す。 

 PowerChute は、American Power Conversion Corporation の登録商標です。 

 ARCserve は、米国 CA, Inc.社の商標です。 

 SPECⓇおよびベンチマーク名の SPECⓇ intⓇは、米国およびその他の国における

Standard Performance Evaluation Corporation（SPEC）の商標または登録商標です。 

 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 

 記載されている会社名、製品名等の固有名詞は各社の商号、登録商標または商標です。 

 その他、本資料に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示を付

記しておりません。 

 

 
免責事項 

 

このドキュメントは単に情報として提供され、内容は予告なしに変更される場合があります。また、

発行元の許可なく、本書の記載内容を複写、転載することを禁止します。 

このドキュメントに誤りが無いことの保証や、商品性又は特定目的への適合性の黙示的な保証や

条件を含め明示的又は黙示的な保証や条件は一切無いものとします。富士通株式会社は、このド

キュメントについていかなる責任も負いません。また、このドキュメントによって直接又は間接にいか

なる契約上の義務も負うものではありません。このドキュメントを形式、手段（電子的又は機械的）、

目的に関係なく、富士通株式会社の書面による事前の承諾なく、複製又は転載することはできませ

ん。 

 

   インターネット情報ページ http://primeserver.fujitsu.com/primergy/ 
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