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はじめに 

 

本書は、FUJITSU Server PRIMERGY および FUJITSU Server PRIMEQUEST において、検証の用

途で Hyper-V 環境を構築される方々を対象とした資料です。 

 

本書に記載している内容 

 Hyper-V 環境の設定 

 仮想マシンの操作 

 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 

 

本書の目的 

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となります。 

 Hyper-V に関する基本的な知識 

 Windows に関する一般的な知識を有していること 

 

本書を活用するにあたっての留意事項 

 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。 

 本書は Windows Server 2012 R2 を「GUI 使用サーバー」でインストールした環境を対象に記述

しています。「Server Core インストール」の場合は対象としていません。 
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参考資料 

本書以外の Windows Server 技術情報は、以下のサイトで公開しています。 

・Windows システム構築ガイド 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/ 

 

PRIMERGY の BIOS 設定に関する詳細は、以下から該当機種のマニュアルを参照してください。 

・FUJITSU Server PRIMERGY マニュアル 

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/ 

 

本書では、以下の略称を使用しています。 
略称 意味 

物理マシン 実際のサーバコンピューター 

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)  

NIC ネットワークインターフェースカード 

Windows Server 2003 Microsoft® Windows Server® 2003 

Windows Server 2008 Windows Server® 2008 

Windows Server 2008 R2 Windows Server® 2008 R2 

Windows Server 2012 Windows Server® 2012 

Windows Server 2012 R2 Windows Server® 2012 R2 

iSCSI Internet Small Computer Systems Interface 

 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual
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改版履歴 

改版日時 版数 改版内容 

2013.10.01 1.0 新規作成 

2014.02.10 1.1 ゲスト OS として Red Hat Enterprise Linux を追加 

2014.08.05 1.2 ゲスト要件の修正 

2014.10.28 1.3 ゲスト要件の修正 (Red Hat Enterprise Linux 7.0 の追記) 

2015.03.24 1.4 ゲスト要件の修正 

2015.10.01 1.5 ゲスト要件の修正 

2020.08.26 1.6 ・17.4 仮想マシンの移動 

「LUN 上の仮想マシンのライブマイグレーションはサポート外」の旨を

追記。 
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1 Hyper-V導入の流れ 
Hyper-V の導入は以下の手順で行ないます。 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理サーバー、ホスト OS およびゲスト OS の選択 

留意事項の事前確認 

 

ハードウェアの設定ならびに OS のインストール 

Hyper-V の役割追加 

仮想マシンの作成 

「2 動作要件」参照 

「3 ハードウェア設定」参照 

「4 OS インストール」参照 

「5 Hyper-V 役割追加」参照 

「6 Hyper-V 機能の操作・運用」参照 

クラスター環境の設定 

「11 クラスター環境での設定について」参照 

仮想マシンの作成 

「12 クラスター環境での Hyper-V の操作・運用」参照 

クラスター 

環境の場合 

非クラスター 

環境の場合 

※クラスター環境本体の構築は本資料の対象外です 
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2 動作要件 
2.1 ホスト 
2.1.1 ソフトウェア要件 

以下の OS をホストとして使用できます。 

 

表 2-1 ホスト要件 

ホスト OS 

Windows Server 2012 R2 Standard 

Windows Server 2012 R2 Datacenter 

               

 

2.1.2 ハードウェア要件 

以下の要件をサポートしている物理サーバーを使用する必要があります。 

 x64 プロセッサアーキテクチャ 

 ハードウェアによる仮想化機能 (Intel VT) 

 データ実行防止機能（DEP） 

 

RemoteFX 機能を使用する場合は上記に加えて以下の要件が必要となります。 

 SLAT（Second-Level Address Translation)に対応した物理サーバー 

 DirectX 11 に対応した GPU(Graphics Processing Unit)カード 

 

本要件を満たす PRIMERGY および PRIMEQUEST については、以下の富士通ウェブサイトをご確認くだ

さい。 

 

PRIMERGY 「Windows サポート&サービス」 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/ 

 

PRIMEQUEST 「Windows Server 情報」 

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/os/windows/ 

  

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/os/windows/
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2.2 ゲスト 
2.2.1 ソフトウェア要件 

当社サポート可能なゲスト OS は以下です。 

 

表 2-2 ゲスト要件 

ゲスト OS 

Windows Server 2012 R2 (Datacenter/Standard) 

Windows Server 2012 (Datacenter/Standard) 

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Datacenter/Enterprise/Standard/Web) 

Windows Server 2008 Service Pack 2 (Datacenter/Enterprise/Standard/Web) 

Windows Small Business Server 2011 (Essentials) 

Windows 10 

Windows 8.1 

Windows 8  

Windows 7 Service Pack 1 (Ultimate/Enterprise) 

Windows Vista Service Pack 2 (Business/Enterprise/Ultimate) 

Red Hat Enterprise Linux 7.0 以降 

Red Hat Enterprise Linux 6.4 以降 

Red Hat Enterprise Linux 5.9 以降 

 

表の内容は執筆時のものです。最新の対応状況については以下を参照してください。 

 

Hyper-V による仮想化 

「当社サポート可能なゲスト OS」 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/os/wins2012/hv/ 

 

また、OS にはサポート期間が存在します。マイクロソフト社の OS に関しては以下のウェブサイトからサ

ポート期間をご確認ください。 

 

マイクロソフト プロダクト サポート ライフサイクル検索（マイクロソフト社） 

https://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx 

 

 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/os/wins2012/hv/
https://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx
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3 ハードウェア設定 
3.1 ハードウェアによるHyper-V関連機能の設定 
BIOS またはファームウェアの設定画面から、仮想化機構(VT-x)とデータ実行保護（DEP）が有効になっ

ていることを確認します。これらが有効となっていない場合は設定を変更してください。 

仮想化機能（VT-d）を使用できる機種の場合はこちらも有効とすることをお勧めします。 

該当する機能の名称は使用する PRIMERGY または PRIMEQUEST によって異なります。 

 

表 3-1 PRIMERGY ハードウェア（BIOS）設定項目例 

項目 BIOS 設定画面の表記 推奨値 

仮想化支援機能（VT-x） Intel Virtualization Technology Enabled 

仮想化支援機能（VT-d） Intel® VT-d Enabled 

データ実行保護(DEP) Execute Disable Bit Enabled 

論理プロセッサ Hyper-threading Enabled 

 

設定可能な項目、設定画面の表記、既定値は機種や BIOS 版数等により異なる場合があります。BIOS

設定に関する詳細は、以下から該当機種のマニュアルを参照してください。 

 

PRIMERGY サーバー本体のマニュアル 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/ 

 

表 3-2 PRIMEQUEST ハードウェア（UEFI）設定項目例 

項目 UEFI 設定画面の表記 推奨値 

仮想化支援機能（VT-x） Virtualization Technology(VT-x) Enabled 

仮想化支援機能（VT-d） Virtualization Technology(VT-d) Enabled 

論理プロセッサ Hyper Threading Enabled 

データ実行保護(DEP) ※既定値から変更不可 Enabled 

 

設定可能な項目、設定画面の表記、既定値は機種やファームウェア版数等により異なる場合があります。

ファームウェア(UEFI) 設定に関する詳細は、以下から操作マニュアルを参照してください。 

 

ユーザーインターフェース操作説明書 

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/catalog/manual/

3000/ 

 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/catalog/manual/3000/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/catalog/manual/3000/
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4 OSインストール 
物理サーバーへ OS（Windows Server 2012 R2）をインストールします。 

OS インストール手順については、サーバー本体に同梱されているインストールガイドを参照してくださ

い。 

 

各サーバーに添付されているマニュアルを参照し、ServerView Suite ならびに高信頼ツールをインストー

ルしてください。 
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5 Hyper-V役割追加 
Hyper-V を使用するためには Windows Server 2012 R2 をインストール後、Hyper-V の役割を追加する

必要があります。 

 

5.1 Hyper-V役割の追加 
Hyper-V の役割の追加  

1 

 

サーバーマネージャーを起動します。 

右上の[管理]をクリックし、表示されるメ

ニューから[役割と機能の追加]を選択

します。 

 
2 [役割と機能の追加ウィザード]が起動し

ます。［次へ］をクリックします。 

 
3 インストールの種類の選択画面が表示

されます。 

[役割ベースまたは機能ベースのインス

トール]を選択し、[次へ] をクリックしま

す。 
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4 インストールを行うサーバーを選択しま

す。 

選択をしたら［次へ］をクリックします。 

 
5 [サーバーの役割の選択] 画面が表示

されます。 

 

[Hyper-V] にチェックをいれ、[次へ] を

クリックします。 

 

 

 
6 [役割と機能の追加ウィザード]ダイアロ

グが表示されます。 

管理ツールを同一サーバーにインス

トールするかどうかを確認します。 

 

[機能の追加] をクリックします。 

 
7 ［機能の選択］画面が表示されます。 

［次へ］をクリックします。 

 

※同時に追加したい機能が存在する場

合はその機能を選択します。 
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8 Hyper-V についての説明が表示されま

す。 

 

[次へ] をクリックします。 

 
9 ［仮想スイッチの作成］ 画面が表示さ

れます。 

 

ここでは仮想スイッチの作成をせず、

［次へ]をクリックします。 

 

※仮想スイッチの設定は、Hyper-V の

役割の追加後に Hyper-V マネージャー

から行います。 

 
10 ［仮想マシンの移行］の設定画面が表

示されます。 

 

ここでは設定を行わず［次へ］をクリック

します。 

 

※仮想マシンの移行設定は、Hyper-V

の役割の追加後に Hyper-V マネー

ジャーから行います。 

 
11 ［既定の保存場所］の設定画面が表示

されます。 

 

［次へ］をクリックします。 
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12 [インストールオプションの確認] が表

示されます。 

 

[インストール]をクリックすると、インス

トールが開始されます。 

 

[必要に応じて対象サーバーを自動的

に再起動する]にチェックを入れます。 

 

インストールが完了すると自動的に再

起動されます。 

 

チェックを入れなかった場合はインス

トール完了後、手動で再起動を実施す

る必要があります。 

 

 

13 再起動後、ログオンするとインストール

動作の続きと結果が表示されます。 

正常にインストールが完了したことを確

認します。 

 

 

 
 

 

5.2 RemoteFXを使用する場合 
RemoteFX を使用する場合は[リモートデスクトップ仮想化ホスト]の役割を追加する必要があります。 

リモートデスクトップ仮想化ホストの役割追加 

1 

 

サーバーマネージャーを起動します。 

右上の[管理]をクリックし、表示されるメ

ニューから[役割と機能の追加]を選択

します。 
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2 [役割と機能の追加ウィザード]が起動し

ます。［次へ］をクリックします。 

 
3 インストールの種類の選択画面が表示

されます。 

[役割ベースまたは機能ベースのインス

トール]を選択し、[次へ] をクリックしま

す。 

 
4 インストールを行うサーバーを選択し、

［次へ］をクリックします。 

 
5 ［サーバーの役割］の画面が表示され

ます。 

 

［リモートデスクトップサービス］を選択

し、［次へ］をクリックします。 
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6 ［機能の選択］画面が表示されます。 

 

［次へ］をクリックします。 

 
7 リモートデスクトップサービスの説明が

表示されます。 

 

［次へ］をクリックします。 

 

 
8 ［リモートデスクトップサービス］の［役割

サービスの選択］画面が表示されます。 

 

［リモートデスクトップ仮想化ホスト］を選

択します。 

 
9 確認画面が表示されます。 

 

［機能の追加］をクリックします。 
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10 ［リモートデスクトップ仮想化ホスト］に

チェックが入っていることを確認して［次

へ］をクリックします。 

 
11 [インストールオプションの確認] が表

示されます。 

 

[インストール]をクリックすると、インス

トールが開始されます。 

 

[必要に応じて対象サーバーを自動的

に再起動する]にチェックを入れます。 

 

 
 

 

5.3 ウィルス対策ソフトを使用している場合 
ウイルス対策ソフトをホスト OS に導入している場合、Hyper-V 向けに適切な設定を行わないと、仮想

マシン起動失敗や定義破損等、様々な問題が発生する場合があります。以下のリンク先情報および、ご

使用のウイルス対策ソフトベンダが提供する情報を確認し、適切に設定してください。 

 

「Hyper-V よくある失敗集」 

（1.2.1 ホスト OS にウィルス対策ソフトを入れている場合に仮想マシン作成や起動に失敗する場合が

あります） 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/ 

 

「仮想マシンを起動または作成しようとすると、仮想マシンが見つからないか、エラー 0x800704C8、

0x80070037、または 0x800703E3 が表示される」 

https://support.microsoft.com/kb/961804 

 

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/
https://support.microsoft.com/kb/961804
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6 Hyper-V機能の操作・運用 
Hyper-V の操作・運用のために標準で Hyper-V マネージャーが用意されています。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。 

 

6.1 仮想マシン新規作成の流れ 
Hyper-V の役割を追加しただけでは仮想マシンは存在しません。仮想マシンは個別に作成する必要

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。 

 
 

 

仮想マシンの作成 

(8.2) 

仮想マシンの起動 

 (9.2.1) 

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 

(10.1) 

ネットワークの構成 

・ 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 

・ 仮想スイッチ構成の有効化 
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6.2 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参照して

ください。 

 

 
 

 

  

 

仮想マシンの操作 
・ 開始               (9.2.1) 

・ シャットダウン      (9.2.2) 

・ 停止            (9.2.2) 

・ 保存            (9.3.1) 

・ 一時停止         (9.3.2) 

・ チェックポイント      (9.4) 

・ 移動               (9.5) 

・ インポート/エクスポート (9.6) 

仮想マシンのハードウェア設定 

(10.3) 
・ 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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7 Hyper-Vマネージャーの概観 
Hyper-V マネージャーは Hyper-V のための管理ツールです。  

［サーバーマネージャー］ → [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 GUI 管理ツール]をインストール

しないと呼び出すことはできません。） 

 

 
図 7.1Hyper-V マネージャーの概観 

① 管理対象の Hyper-V サーバー一覧を表示 

② ①で選択している Hyper-V サーバー上の仮想マシン一覧を表示 

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 

⑤ ②で選択している仮想マシンの詳細情報 

 

 

7.1 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   …（8 章で説明） 

 仮想マシンの操作    …（9 章で説明） 

 仮想マシンの環境設定    …（10 章で説明） 

 

 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 
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8 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]ペイン内の以下によって行います。 

 

表 8-1Hyper-V サーバーの環境設定 

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等、Hyper-V 環境の設定を行います。 

 

仮想スイッチマネージャー... 仮想スイッチを設定します。 

 

仮想 SAN マネージャー... 仮想 SAN を設定します。 

 

ディスクの編集... 仮想ハードディスクファイルに対して以下の操作を行います。 

・最適化： 

容量可変の仮想ハードディスクファイルに対して、実際に

は使用していない領域を削除し、ファイルサイズを小さくし

ます。 

・変換： 

容量可変の仮想ハードディスクと容量固定の仮想ハード

ディスクを相互に変換します。またVHDとVHDXのファイル

フォーマット変換を行います。変換後は別ファイルとして保

存されます。 

・拡張： 

仮想ハードディスクの最大サイズを 1GB 単位で拡張しま

す。（縮小はできません。） 

・縮小: 

  仮想ハードディスクの記憶領域を圧縮します。(ファイル

フォーマットが VHDX の場合のみ指定できます。) 
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ディスクの検査... 指定したハードディスクファイルの情報を取得します。取得で

きる情報は次の通りです。 

・ フォーマット 

・ 種類 

・ 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 

・ 親仮想ハードディスクファイル名(差分仮想ハードディ

スクファイルの場合) 

 

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。一覧から削除するだけであり、仮想マシンの定義や動

作には影響を与えません。 

 

最新の情報に更新 表示を最新に更新します。 
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8.1 Hyper-Vの設定 
Hyper-V 環境の設定を行います。 

Hyper-V の設定 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面の左ペイ

ンで、設定を行う Hyper-V サーバーを

選択します。 

 

右の[操作]ペインから[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。 

 

左ペインから設定対象項目を選択し設

定を行います。 

 
 

以下の項目が設定可能です。 

［サーバー］ 

選択した Hyper-V サーバーの動作環境に関する設定です。 

・ 仮想ハードディスク 

・ 仮想マシン 

・ 物理 GPU 

・ NUMA ノードに跨がるメモリ割り当て 

・ ライブマイグレーション 

・ 記憶域の移行 

・ 拡張セッションモードポリシー 

・ レプリケーションの構成 

 

［ユーザー］ 

Hyper-V マネージャー（GUI 側）の動作環境に関する設定です。 

・ キーボード 

・ マウスリリースキー 

・ 拡張セッションモード 

・ チェックボックスのリセット 
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8.1.1 仮想ハードディスク格納先の設定 

本操作は、仮想ハードディスク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

は既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、そのフォルダ内に仮想ハードディスクが作成されま

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 の設定]画面で[仮想マシン

ハードディスク]をクリックします。 

仮想ハードディスクの仮想ディスクファ

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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8.1.2 仮想マシン格納先の設定 

仮想マシンの設定ファイルとチェックポイン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、チェックポイントデータは”Snapshots”フォルダに格納されます。 

なお、チェックポイン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が

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チェックポイントデータの格納フォルダを指定 

1 [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

チェックポイン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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8.1.3 物理 GPU の設定 

RemoteFXで使用する物理GPUを指定します。RemoteFXを使用する場合は、事前に[リモートデスクトッ

プ役割ホスト]の役割サービスを追加しておく必要があります。また、[リモートデスクトップ役割ホスト]の

役割サービスを追加していても対応 GPU が搭載されていない環境では GPU を選択することはできませ

ん。 

物理 GPU 

1 Hyper-V マネージャーを開き[Hyper-V

の設定]から[物理 GPU]を選択します。 

表示される選択可能 GPU リストから使

用する GPU を選択します。 

選択後、[このGPUをRemoteFXで使用

する]にチェックを入れます。 

設定が完了したら[OK]をクリックしま

す。 

※使用可能な GPU が搭載されていな

い場合、GPU リストには何も表示されま

せん。 

 

 
 
8.1.4 NUMA ノードをまたがるメモリ割り当ての設定 

NUMA ノードをまたがったメモリを仮想マシンに割り当てるかどうかを指定します。NUMA ノードをまた

がったメモリ割り当てを許可した場合、同時に実行できる仮想マシン台数を増やすことができます。しか

し、NUMA ノードをまたがるメモリアクセス性能はまたがらない場合に比べて劣化します。このため、全体

的なパフォーマンスが劣化する恐れがあります。 

NUMA ノードをまたがるメモリ割り当て 

1 Hyper-V マネージャーを開き[Hyper-V

の設定」から[NUMA ノードにまたがるメ

モリ割り当て]を選択します。 

 

[仮想マシンに物理 NUMA ノードをまた

がるメモリを割り当てる]のチェックボッ

クスを設定し[OK]をクリックします。 
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8.1.5 ライブマイグレーションの設定 

非クラスター環境でのライブマイグレーション環境設定を行います。 

ライブマイグレーション設定 

1 [Hyper-V の設定]画面の[ライブマイグ

レーション]を選択します。 

 
2 ライブマイグレーション機能を使用する

場合は[ライブマイグレーションでの送

受信を有効にする]にチェックを入れ、

同時ライブマイグレーション数(ライブマ

イグレーションを同時に実行できる仮想

マシン数)を指定します。 

 
3 ライブマイグレーションで使用するネット

ワークを指定する場合は、[ライブマイ

グレーションの受信]で[次のアドレスを

ライブマイグレーションに使用する]に

チェックを入れ、[追加]ボタンを押し、使

用する IP アドレスを定義します。 

 

指定が終わったら[OK]をクリックしま

す。 
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4 ［ライブマイグレーション］-［高度な設

定］では認証プロトコルとパフォーマン

スオプションが指定できます。 

 

 

指定が終わったら[OK]をクリックしま

す。 

 
 

 

ライブマイグレーションを行う場合、移行元サーバーと移行先サーバーは同一ドメインまたは相互に信頼

関係を持つドメインに所属している必要があります。また、認証のための設定が別途必要となります。 

以下のリンク先の情報を確認し、適切に設定してください。 

「クラスター化されていない仮想マシンでのライブ マイグレーションの構成と使用」 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj134199.aspx 

 

  

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj134199.aspx
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8.1.6 記憶域の移行の設定 

仮想マシンの記憶域の移行の同時実行可能数の指定を行います。 

記憶域の移行 

1 [記憶域の移行]により同時に移行でき

る数(仮想マシン数)を指定します。 

 

指定後、[OK]をクリックします。 

 
 

8.1.7 拡張セッションモードポリシーの設定 

拡張セッションモードを使用することによりホスト／ゲスト間でのファイルコピーやゲスト上での音声再生

が可能となります。この機能の使用可否の設定を行います。 

拡張セッションモードポリシー 

1 「拡張セッションモード」を使用するかど

うかを指定します。 

 

指定後、[OK]をクリックします。 

 

 

※拡張セッションモードを使用するため

にはゲスト OS が以下のもの以降であ

る必要があります。 

・Windows Server 2012 R2 

・Windows 8.1 
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8.1.8 レプリケーションの構成の設定 

レプリカサーバーの機能を使用するかどうかを指定します。レプリカサーバー機能を有効にした場合、他

サーバーから本サーバー上に仮想マシンのレプリカが作成可能となります。 

レプリケーションの構成 

1 レプリカサーバーの機能を有効とする

かどうかを指定します。有効とすること

で本サーバーがレプリカ先として使用

可能となります。 

 

※クラスター構成の場合はフェール

オーバークラスターマネジャーから、

Hyper-Vレプリカブローカーとして、レプ

リカサーバーの機能を登録します。 

 

 
2 レプリカサーバーとして使用する場合

は [レプリカサーバーとしてこのコン

ピューターを有効にする]にチェックを入

れます。 

有効にした場合は認証方法と受信に使

用するポートの設定を行います。 

 

※認証に証明書を使用する場合は事

前に証明書を用意しておく必要があり

ます。 

 
3 レプリカ作成を許可するサーバーを指

定します。 

指定したサーバーからのみ受信を行う

場合は、[指定したサーバーからのレプ

リケーションを許可する]にチェックを入

れ、[追加]をクリックします。 

 

サーバーを特定しない場合は、[認証さ

れたすべてのサーバーからのレプリ

ケーションを許可する]にチェックを入れ

ます。 

 

 



Windows Server 2012 R2 Hyper-V 導入・操作ガイド 

 - 26 - Copyright 2013-2020 FUJITSU LIMITED 

4 3 で[追加]をクリック後、サーバーの情

報入力画面が表示されます。 

レプリカ作成を許可するサーバーの情

報を入力し、[OK]をクリックします。 

 
 

8.1.9 キーボードの設定 

Alt＋Tab 等の特殊なキーの組み合わせ操作を物理コンピューターと仮想マシンのどちらで使用するの

かを設定します。 

キーボードの設定 

1 有効としたい対象を選択し、［OK］をク

リックします。 
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8.1.10 マウスリリースキーの設定 

統合サービスをインストールしていない仮想マシン上からマウスカーソルを解放する場合のキー組み合

わせを設定します。 

キーボードの設定 

1 マウスカーソルを仮想マシンから解放

するためのキー組み合わせをリストか

ら選択し、［OK］をクリックします。 

 
 

 

8.1.11 拡張セッションモードの設定 

本操作は、拡張セッションモード使用可否を指定します。 

拡張セッションモードの設定 

1 対象の仮想マシンで拡張セッション

モードが使用可能な場合に、拡張セッ

ションモードで仮想マシンに接続するか

どうかを指定します。 

チェックボックスで指定し、［OK］をク

リックします。 
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8.1.12 チェックボックスのリセット 

Hyper-V マネージャーが表示する確認画面など次回から表示しないよう指定できるものがあります。本

操作は、非表示と指定した内容をリセットし、再度表示されるようにします。 

チェックボックスのリセット 

1 ［リセット］をクリックします。 

 

※［リセット］をクリックした時点で本操

作は有効となります。 
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8.2 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。 

 

右クリックで表示されるメニューから[新

規]、[仮想マシン]と選択します。 

 

または右の[操作]ペインから[新規]、

[仮想マシン]と選択します。 
 

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。 

 

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。 

 

 

4 ［世代の指定］画面が表示されます。 

作成する仮想マシンの世代を選択しま

す。 

第 1 世代： 

 従来のバージョンと同じ仮想ハード

ウェアを搭載した仮想マシンです。 

  

第 2 世代： 

 仮想ハードウェア構成が見直され、レ

ガシーハードウェアの排除、新しいハー

ドウェアの追加などが行われた仮想マ
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シンです。使用可能なゲスト OS に制限

があります。 

 

作成する仮想マシン世代を選択し、[次

へ]をクリックします。 

5 [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。 

動的メモリを使用する場合は、[この仮

想マシンに動的メモリを使用します]に

チェックを入れます。 

 

メモリ量、動的メモリ使用設定は仮想マ

シン作成後に変更できます。 

 

[次へ]をクリックします。 

 

 

6 [ネットワークの構成]画面が表示されま

す。 

 

ここでは、作成済みの仮想スイッチを選

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。 

 
 

7 [仮想ハードディスクの接続]画面が表

示されます。 

 

※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 VHDX ファ

イルが作成されます。 

 

他の形式の仮想ハードディスクファイル

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] 

 作成済の仮想ハードディスクファイ

ルを使います。 
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・[後で仮想ハードディスクを接続する] 

 仮想ハードディスクファイルを後で

作成します。 

※「第 1 世代」の仮想マシンでは IDE

ディスクとして接続した仮想ディスクが

起動ディスクとして使用できます。SCSI

ディスクとして接続した場合は仮想マシ

ンの起動には使用できません。「第 2 世

代」の仮想マシンでは、IDE ディスクは

使用できず SCSI ディスクとして接続し

た仮想ディスクを起動に使用します。 

 

[次へ]をクリックします。 

 

8 [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。 

 

第 1 世代： 

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。 

 

第 2 世代： 

選択肢は 2 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。 

第 1 世代 

 
 

 

第 2 世代 
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・ [ブートイメージファイルからオペ

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

イメージファイルを指定します。 

 

いずれかを選択し、 [次へ]をクリックし

ます。 

 

9 [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。 

 

 
10 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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8.3 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はホスト上ではファイルとして管理されます。 

仮想ハードディスクはファイル形式が 2 種類、ディスクの種類として 3 種類存在しています。 

 

仮想ハードディスクのファイル形式 

・VHD        … 従来のファイル形式で容量2040GB以下の仮想ハードディスクが作成で

きます。第 2 世代の仮想マシンで使用することはできません。 

 

・VHDX       … Windows Server 2012からサポートされたファイル形式で最大64TBの仮

想ハードディスクが作成されます。Windows Server 2012 より前のホスト

OS では使用できません。（推奨） 

 

仮想ハードディスクの種類 

・容量可変     … 保存されるデータ量が増えるたびに、仮想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

ハードディスクファイルと比べて、ディスクの I/O 速度は若干低くなりま

す。 

 

・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） 

 

・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。 

 

 

ここでは、容量固定仮想ハードディスクを例に作成手順について説明します。 

  



Windows Server 2012 R2 Hyper-V 導入・操作ガイド 

 - 34 - Copyright 2013-2020 FUJITSU LIMITED 

8.3.1 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]の左ペインか

ら、仮想ハードディスクを配置する

Hyper-V サーバーを選択します。 

右クリックで表示されるメニューから[新

規]-[ハードディスク...]と選択します。 

 

または右の［操作ペイン］から［新規］-

［ハードディスク...］と選択します。  
2 [仮想ハードディスクの新規作成ウィ

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 [ディスクフォーマットの選択]画面が表

示されるため仮想ハードディスクの

フォーマットを選択し、[次へ]をクリックし

ます。 

 

 
4 [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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5 [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。 

 
6 [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。 

 

 

7 [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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8.4 仮想スイッチの作成 
ここでは、Hyper-V 環境の仮想スイッチ作成について説明します。 

以下の 3 種類の仮想スイッチを作成することができます。 

 

・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 つ必

要です。指定により、ホストと共用することもできますが、仮想スイッチ専

用の物理 NIC を用意することを推奨します。仮想スイッチ専用の物理

NIC が用意でき、ホストと共有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。 

 

・内部 … ホストと仮想マシン間で通信できます。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。 

 

・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 2 つ以上用意し、管理 LAN 用（ホスト用）のネットワークとして 1 つ以上、仮想

マシン用のネットワークとして 1 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。 

 

8.4.1 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、デフォルト設定ではアドレスが不足する場合や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 8.1 仮想スイッチマネージャーによる MAC アドレスの範囲設定 
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※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 

    192.168.8.7 

8  →  08 (16 進数) 

    7  →  07 (16 進数) 

 

8.4.2 外部仮想スイッチの作成 

外部仮想スイッチの作成 

1 

 

[Hyper-V マネージャー] 画面の右ペイ

ンの[操作]から[仮想スイッチマネー

ジャー...] をクリックします。 

 
 

2 [仮想スイッチマネージャー]画面が表示

されます。 

 

左ペインの[新しい仮想スイッチ]を選択

し、右ペインから、仮想スイッチの種類

として[外部]を選択します。 

 

[仮想スイッチの作成]ボタンをクリックし

ます。 
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3 新しい仮想スイッチの設定画面が表示

されます。 

 

以下を行います。 

 仮想スイッチ名を入力する 

 [接続の種類]で[外部ネットワーク]

が選択されていることを確認 

 仮想スイッチに割り当てる物理 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 

 シ ン グ ル ル ー ト I/O 仮 想 化

（SR-IOV）を有効にするかどうかを

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]のアラート

が表示されます。 

※ネットワーク接続が失われる可能性

があるため、リモートデスクトップなどを

使用して設定を行っている場合は注意

が必要です。 

 

[はい]をクリックします。  
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8.4.3 SR-IOV について 

外部仮想スイッチ作成時に SR-IOV(シングルルート I/O 仮想化）を有効にするオプションが存在します。 

SR-IOV は仮想マシン上から物理 NIC を直接使用する事ができる機能です。 

仮想マシン通信時のホスト側処理が軽減されるため、ネットワーク高負荷時にホスト側 CPU の負荷軽減

が期待できます。 

 

[注意] 

SR-IOV を使用するためにはサーバーと物理 NIC が SR-IOV に対応している必要があります。 

ご使用にあたってはサーバーと物理 NIC の対応状況をご確認ください。 

また、対応するサーバーであっても BIOS 等で別途、設定が必要な場合もあります。 

 

対応していない環境で SR-IOV 有効オプションを指定すると、イベントログに警告イベントが記録され、

SR-IOV は使用できません。(外部仮想スイッチは SR-IOV が無効な状態で使用することができます。) 

 

 
図 8.2 SR-IOV が有効にならなかった場合のイベントログ出力例 
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8.4.4 内部仮想スイッチの作成 

内部仮想スイッチの作成 

1 

 

[Hyper-V マネージャー] 画面の右ペイ

ンの[操作]から[仮想スイッチマネー

ジャー...] をクリックします。 

 
2 [仮想スイッチマネージャー]画面が表示

されます。 

 

左ペインの[新しい仮想スイッチ]を選択

し、右ペインから、[内部]を選択します。 

 

[仮想スイッチの作成]ボタンをクリックし

ます。 

 

 
3 新規の仮想スイッチの設定画面が表示

されます。 

 

以下を行います。 

 仮想スイッチ名を入力する 

 [接続の種類]で[内部ネットワーク]

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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8.4.5 プライベート仮想スイッチの作成 

プライベート仮想スイッチの作成 

1 

 

[Hyper-V マネージャー] 画面の右ペイ

ンの [操作 ]から [仮想スイッチマネー

ジャー...] をクリックします。 

 
2 [仮想スイッチマネージャー]画面が表示

されます。 

 

左ペインの[新しい仮想スイッチ]を選択

し、右ペインから、[プライベート]を選択

します。 

 

[仮想スイッチの作成]ボタンをクリックし

ます。 

 

 
3 新規の仮想スイッチの設定画面が表示

されます。 

 

以下を行います。 

 仮想スイッチ名を入力 

 [接続の種類]で[プライベートネット

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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8.4.6 仮想スイッチの削除 

仮想スイッチの削除（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[仮想スイッチマネー

ジャー...] をクリックします。 

 
2 [仮想スイッチマネージャー]画面が表

示されます。 

 

削除したい仮想スイッチを選択して、右

ペインから、[削除]をクリックします。 

 

※起動中の仮想マシンが使用している

仮想スイッチは削除できません。使用

中の仮想マシンが存在する場合は、仮

想マシンを停止するか接続先を変更し

てください。 

 
 

 

8.4.7 仮想スイッチの拡張 

仮想スイッチの拡張 

1 

 

使用する仮想スイッチの拡張機能を選

択します。 

 

選択可能な拡張機能の一覧とチェック

ボックスが表示されます。 

必要な機能にチェックを入れ[OK]をク

リックします。 

 

 

 
 

 

  



Windows Server 2012 R2 Hyper-V 導入・操作ガイド 

 - 43 - Copyright 2013-2020 FUJITSU LIMITED 

8.5 仮想SANの構成 
仮想 SAN は仮想マシン上から直接使用できるファイバーチャネルです。 

[仮想 SAN マネージャー]から設定を行います。 

仮想 SAN の構成 

1 [Hyper-V マネージャー] 画面の右ペ

インの[操作]から[仮想 SAN マネー

ジャー...] をクリックします。 

 
2 [仮想ファイバーチャネル記憶域ネット

ワークの作成]画面が表示されます。 

［作成］をクリックします。 

 
3 

 

名称の設定と使用するファイバーチャ

ネルの選択を行い［OK］をクリックしま

す。 
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9 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 9-1 仮想マシンの操作 

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オン/オフに

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 選択したチェックポイントの状態を復元します。 

チェックポイントの削除... 選択したチェックポイントデータを削除します。選択したチェックポ

イント以下にサブツリーがある場合は、[チェックポイントのサブツ

リーの削除...]にて削除します。 

チェックポイントのサブツ

リーの削除... 

選択したチェックポイントデータとその配下のサブツリーを削除し

ます。 

チェックポイント 仮想マシンのチェックポイントを取得します。 

戻す... 前回保存したチェックポイントの状態へ戻します。 

停止 仮想マシンの電源をオフにします。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。 

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。 

 

移動... 

 

仮想マシンを別の場所に移動します。 

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、仮想ハードディス

クファイルは削除されません。 

保存済の状態を削除... 保存（サスペンド）状態を解除し、電源をオフにします。ハードウェ

アの電源を切る操作に相当します。 

レプリケーションを有効に

する... 

仮想マシンのレプリケーションの設定を行います。 

※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。 
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9.1 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説明します。 

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。 

① Hyper-V マネージャーからアクセス 

② 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 
この方法では、仮想マシンが電源オン／電源オフのどちらの状態でもアクセスすることができます。 

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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4 ［拡張セッションモード有効時］ 

拡張セッションモードが有効な場合、仮

想マシンへの接続時に［画面の設定］が

表示され、画面解像度の設定ができま

す。 

 

［接続］をクリックすることで仮想マシン

に接続されます。  

5 ［拡張セッションモード有効時］ 

［画面の設定］で［オプションの表示］を

選択し、［ローカルリソース］を選択する

ことで、接続時のオーディオやデバイス

の設定をすることができます。 
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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、事前に仮想マシンのネットワーク設定を行い、リモートデスクトップ接続可能としておく必要が

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 

[コントロールパネル]-[システム]-[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 

2012 R2 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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9.2 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。 

 

9.2.1 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[起

動]をクリックします。 

 

仮想マシンが起動されます。 
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9.2.2 仮想マシンの終了 

仮想マシンの終了は複数の方法があります。 

① 仮想マシン上からシャットダウン 

② [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

③ Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

 

また、シャットダウンの種類は 2 種類あります。 

 

[シャットダウン]  ・・・正常な終了操作。OS の[スタート]→[シャットダウン]の操作と同等。 

[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、通常のシャットダウン操作を行い

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] 画面上で、 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。 

 
 

[注意] 

ゲスト OS のコンソール画面がロックされている場合や、コンソールにシャットダウン権限を持たないユー

ザーがログオンしている場合では、②③のシャットダウン手順を実行しても以下の画面が表示されシャッ

トダウンできない場合があります。 

 

・ ゲスト OS のコンソール画面がロックされている場合 

以下のダイアログが表示されます。 

「強制する」を選択することでシャットダウンが実行されます。 

 
図 9.1 ゲスト OS がロックされている場合 
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・ コンソールにシャットダウン権限を持たないユーザーがログオンしている場合 

以下のダイアログが表示されます。 

該当ユーザーをコンソールからログオフさせた後、再度シャットダウン手順を実行してください。 

 

 
図 9.2 シャットダウン権限の無いユーザーがコンソールにログオンしている場合 
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9.3 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チェックポイントが可能です。 

 

・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、一時停止時はチェック

ポイントを作成できません。 

 

本章では、保存と一時停止の手順について説明します。 

 

9.3.1 保存 

仮想マシンの保存 

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 マネージャー上で保存を行

うこともできます。 

 
2 保存が完了すると仮想マシンは停止

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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9.3.2 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。 
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9.4 チェックポイント 
チェックポイントは Windows Server 2012 まではスナップショットと呼ばれていた機能です。ある時点の仮

想マシンの状態をまるごと保存することができます。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。チェックポイン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、チェックポイントは

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) 

本章ではチェックポイントの作成から復元までの手順、およびチェックポイントデータの削除の方法につ

いても紹介します。 

 

[注意]チェックポイント機能を使用した場合、差分形式の仮想ハードディスクが使用されます。このため、

チェックポイント使用前に比べてディスクアクセス性能が低下する場合があります。また、複数世代を作

成した場合はその都度差分仮想ハードディスクファイルが作成されるため、ディスク格納領域の枯渇な

どの問題を引き起こす場合もあります。これらのことから実運用環境でのチェックポイント使用は推奨し

ていません。 

 

 

9.4.1 チェックポイントの作成 

Hyper-V マネージャー上でのチェックポイント作成の手順を紹介します。以下の手順に従ってチェックポ

イントを作成してください。なお、[仮想マシンの接続]画面でもチェックポイントの作成が可能です。 

チェックポイントの作成 

1 

 

右ペインの [＜仮想マシン名＞ ]から

[チェックポイント]をクリックします。 

 

 
2 チェックポイントの作成が始まります。 

 
3 チェックポイントの作成が完了すると、

Hyper-V マネージャー の中央下欄に

チェックポイントデータの状態が表示さ

れます。 
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9.4.2 チェックポイントからの復元 

チェックポイン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。 

チェックポイントからの復元 

1 

 

[Hyper-V マネージャー ]画面から、

チェックポイントの復元を行う仮想マシ

ンをクリックします。 

 

次に、復元したいチェックポイントデータ

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 

 

[チェックポイントの適用]画面が表示さ

れます。 

 

[チェックポイントを作成してから適用]を

クリックすると、今の状態のチェックポイ

ントを作成してから、復元が行われま

す。 

 

[適用]をクリックすると、現在のチェック

ポイントは作成されずに、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。 

 

が適用したチェックポイントデー

タの下に移動していることを確認しま

す。 
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9.4.3 チェックポイントの削除 

取得したチェックポイントを削除する方法を紹介します。 

チェックポイントの削除は、各ツリーの最新のチェックポイントを削除する方法、サブツリーを含むチェック

ポイントデータ群を削除する方法の 2 通りがあります。 

チェックポイントデータは一度削除すると復元はできません。 

チェックポイントの削除 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面で、チェッ

クポイントの削除を行う仮想マシンをク

リックします。 

 

次に、削除するチェックポイントデータ

（またはサブツリーをもつチェックポイン

トデータ）を選択します。 

 

[チェックポイントの削除 ...]（または

[チェックポイン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 

 

チェックポイントデータの削除が完了し

ます。 

 

 

※チェックポイント削除後に仮想ハード

ディスクファイルの結合処理が自動的

に実行されます。 
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9.5 仮想マシンの移動 
仮想マシンを別の場所に移動します。 

移動先として別サーバーおよび自サーバー上の別の記憶域が指定できます。 

 

※仮想マシンの移動を行うためには事前に「8.1.5 ライブマイグレーションの設定」にてライブマイグレー

ションでの送受信を有効にしておく必要があります。 

 

9.5.1 仮想マシンを別サーバーへ移動 

仮想マシンの移動(別サーバーへ) 

1 

 

Hyper-V マネージャーで移動したい仮

想マシンを選択し、右ペインで[移動]を

クリックします。 

 
2 仮想マシンの移動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 [仮想マシンを移動する]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 
4 移動先のコンピューター名を入力し、

[次へ]をクリックします。 
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5 移動先での仮想マシンデータ格納先を

指定します。 

 

適切なものを選択し、[次へ]をクリックし

ます。 

 
6 移動先の仮想マシンデータ格納フォル

ダ名を入力します。 

 

※画面は[仮想マシンのデータを 1 つの

場所に移動する]を選択した場合 

 

入力が完了したら[次へ]をクリックしま

す。 

 
7 指定した操作内容が表示されるため、

確認し問題がなければ[完了]をクリック

します。 

 
8 仮想マシンの移動が開始されます。 
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9 移動先に対応するネットワーク接続が

存在しない場合など、追加の情報が必

要となった場合は、必要な情報の入力

画面が表示されます。 

適切なものを入力し、[次へ]をクリックし

ます。 

 
10 再び定義内容の確認画面が表示され

ます。 

指定した操作内容が表示されるため、

確認し問題がなければ[完了]をクリック

します。 

 

 
11 仮想マシンの移動が開始されます。 
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9.5.2 仮想マシンを自サーバー内の別の記憶域へ移動 

仮想マシンの移動(記憶域の移動) 

1 

 

Hyper-V マネージャーで移動したい仮

想マシンを選択し、右ペインで[移動]を

クリックします。 

 
2 仮想マシンの移動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 [仮想マシンの記憶域を移動する]を選

択し[次へ]をクリックします。 

 
4 移動先での仮想マシンデータ格納先を

指定します。 

 

適切なものを選択し、[次へ]をクリックし

ます。 
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5 移動先の仮想マシンデータ格納フォル

ダ名を入力します。 

 

※画面は[仮想マシンのデータを 1 つの

場所に移動する]を選択した場合 

 

入力が完了したら[次へ]をクリックしま

す。 

 
6 指定した操作内容が表示されるため、

確認し問題がなければ[完了]をクリック

します。 

 
7 仮想マシンの移動が開始されます。 
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9.6 エクスポート/インポート 
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ディスク、チェックポイントファイ

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。 

Windows Server 2012 R2 からは動作中の仮想マシンのエクスポートも可能となりました。 

 

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。 

 

9.6.1 エクスポート 

仮想マシンのデータを指定したフォルダに書き出します。 

仮想マシンのエクスポート 

1 

 

エクスポートしたい仮想マシンをクリック

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、仮想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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9.6.2 インポート 

仮想マシンデータを指定したフォルダから読み込み、仮想マシンとしてインポートします。 

仮想マシンのインポート 

1 

 

インポートしたい仮想マシンデータ(エク

スポートしたデータなど)を、仮想マシン

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 仮想マシンインポートウィザードが起動

されます。 

[次へ]をクリックします。 

 
3 インポート対象のデータが格納された

フォルダを指定します。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 

 
4 指定したフォルダで見つかった仮想マ

シンが表示されます。インポートする仮

想マシンを選択し、[次へ]をクリックしま

す。 
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5 インポートの種類を選択します。 

・［仮想マシンをインプレースで登録す

る］ 

 指定したフォルダに存在する仮想マシ

ンの各ファイルを直接使用し、仮想マ

シンを登録します。 

 

・［仮想マシンを復元する］ 

 GUID を変更せずに仮想マシンを登録

します。仮想マシンの各ファイルは指

定した場所にコピーされて使用されま

す。 

 

・［仮想マシンをコピーする］ 

 仮想マシンに新規に GUID を割り当て

て登録します。仮想マシンの各ファイ

ルは指定した場所にコピーされます。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 

 

6 仮想マシンの各定義ファイルを格納す

る場所を指定します。 

※[仮想マシンをインプレースで登録す

る]を選択した場合は表示されません。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 
7 仮想マシンが使用する仮想ハードディ

スクファイルの格納場所を指定します。 

※[仮想マシンをインプレースで登録す

る]を選択した場合は表示されません。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 
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8 内容を確認し、[完了]をクリックします。 

 
9 インポートが開始されます。 
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9.7 レプリケーション 
レプリケーションは別のサーバーに仮想マシンのレプリカを作成し、災害発生時の復旧などに備えるた

めの機能です。仮想マシンを選択しレプリケーションを有効にすることで指定したサーバーに仮想マシン

のレプリカが作成されます。 

レプリケーション 

1 

 

Hyper-V マネージャーでレプリケーショ

ンを行う仮想マシンを選択し右ペインか

ら[レプリケーションを有効にする]をク

リックします。 

 
2 レプリケーション有効化のウィザードが

起動します。 

[次へ]をクリックします。 

 
3 レプリカ先となるレプリカサーバー名を

指定します。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 

 
4 レプリカサーバーへ接続する場合の認

証方法、データ圧縮有無を選択します。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 
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5 レプリカの対象とする仮想ハードディス

クを指定します。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 
6 レプリカサーバーへデータを送信する

間隔を指定します。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 
7 回復ポイントの数を指定します。 

複数指定する場合は数や間隔を指定し

ます。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 

 

 
8 初回のレプリケーションの送信方法と

送信開始タイミングの指定を行います。 

 

指定後、[次へ]をクリックします。 
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9 入力した内容の確認を行います。 

 

問題がなければ[完了]をクリックしま

す。 

 
10 指定した条件でレプリケーションが開始

されます。 

 

 

 
 

 

9.8 仮想マシンの削除 
仮想マシンの削除により仮想マシン定義を削除します。仮想マシンで使用していた仮想ハードディスク

ファイルの削除は行われないため、必要に応じて別途削除する必要があります。 

 

仮想マシンの削除 

1 

 

Hyper-V マネージャーで削除したい仮

想マシンを選択し、右ペインから[削除]

を選択します。 

 

動作中の仮想マシンの削除はできませ

ん。 
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10 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ます。 

 

10.1 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「10.4 仮想マシンの運用管理設定」を参照してください)。 

 

 [注意] 

ゲスト OS が 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。 

 

以下にゲスト OS として、Windows 7 を使用した場合の、統合サービスインストール手順を例として記載し

ます。他の Windows 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、仮想

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、仮想マシンを

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。 

 

 
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。 
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4 OSによっては標準で含まれている統合

サービス相当機能が古いバージョンの

統合サービスとして検出される場合が

あります。この場合は［OK］をクリック

し、アップグレードを行います。 

 

［参考］ 

インストールしようとしている統合サー

ビス以降のバージョンの統合サービス

が既にインストールされている場合は、

インストールは実行されません。 

 
5 Hyper-V 統合サービスのインストール

が始まります。 

 

 

 
6 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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10.2 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に対して次の操作を行うことができます。 

※仮想ハードディスクの状態により可能な操作は異なります。 

・最適化 …容量可変の仮想ハードディスクに対して、実際には使用していない領

域を削除し、仮想ハードディスクのファイルサイズを小さくします。仮想

ハードディスクの最大サイズは変化しません。 

 

・変換 …容量可変の仮想ハードディスクと容量固定の仮想ハードディスクを相

互に変換します。また VHD と VHDX のファイルフォーマット変換を行いま

す。変換後は別ファイルとして保存されます。 

 

・拡張 … 仮想ハードディスクの最大サイズを 1GB 単位で拡張します。 

 

・結合 … 差分仮想ハードディスクファイルと親仮想ハードディスクファイルを結

合します。差分仮想ハードディスクファイルがチェックポイントにより作成

されたものである場合は、チェックポイント削除時に自動的に結合されま

す。チェックポイントで使用中の仮想ハードディスクファイルの結合処理

を手動で行った場合、チェックポイントの管理情報と不整合が発生し、仮

想マシン動作に影響を与える恐れがあります。チェックポイントで使用中

の仮想ハードディスクファイルの結合は行わないでください。 

 

・縮小     …仮想ハードディスクの未割り当て領域を解放することで仮想ハードディ

スクの最大サイズを縮小します。ファイルフォーマットが VHDX の場合の

み操作できます。解放可能な領域が存在しない場合はメニューに表示さ

れません。 

 

本章では、仮想ハードディスクの拡張について説明します。 

 

10.2.1 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。 
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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。 

 
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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10.2.2 仮想 SCSI ハードディスクを動作中の仮想マシンに追加 

以下の条件の場合、仮想 SCSI ハードディスクを動作中の仮想マシンに追加することができます。 

・ 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こと。 

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

・ 仮想 SCSI ハードディスクを接続する仮想 SCSI コントローラーが設定済みであること。 

（仮想 SCSI コントローラーは動的追加ができません。） 

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]

の画面で追加する仮想ハードディスク

ファイルを指定した後、[OK]をクリックし

ます。 
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4 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。 

 

[注意] 

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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10.2.3 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 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]から接続し動

作中の仮想マシンにアクセスします。 

 

 

 

※画面は Windows 7 をゲスト OS として

使用した場合を例としています。仮想

SCSI 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。 

 

※Windows 7 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  

 

［注意］ 

マウントを解除しなくてもハードディスク

削除は可能ですが、その場合はゲスト

OS 上でエラーが発生します。  

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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10.3 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、「対象の仮想マシンを選択」→「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 10.1 仮想マシンの設定画面 

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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本バージョンより仮想ハードウェア構成が見直された第2世代の仮想マシンが追加されました。

従来の仮想マシンを「第 1 世代」、新たに追加された仮想マシンを「第 2 世代」と呼びます。 

以下に「第 1 世代」と「第 2 世代」の仮想マシンの差分、特徴を記載します。 

 

表 10-1 仮想マシンの世代による差 

 第 1 世代 第 2 世代 

特徴 従来と同等の仮想マシン レガシーデバイスを排除した仮想マ

シン 

ゲスト OS サポート対象のゲスト OS のすべて

が使用可能 

Windows Server 2012 または 

Windows 8 以降の 64bitOS のみ動作

可能 

仮想マシンファー

ム 

BIOS EFI 

RemoteFX3D ビデ

オアダプター 

使用可能 なし 

IDE コントローラー 使用可能(ブートのために必要) なし 

SCSI コントロー

ラー 

使用可能(ブート不可) 使用可能(ブート可能) 

ハードドライブ IDE/SCSI コントローラーに接続 SCSI コントローラーに接続 

仮想ハードディスクファイルは VHDX

形式のみ対応 

DVD ドライブ IDE コントローラーに接続 

iso イメージファイル/ホストの物理ド

ライブ使用可能 

SCSI コントローラーに接続 

iso イメージファイルのみ使用可能 

ファイバーチャネ

ルアダプター 

使用可能 使用可能 

レガシネットワー

クアダプター 

使用可能 なし 

ネットワークアダ

プー 

使用可能 使用可能 

COM ポート 使用可能(名前付パイプ) なし 

 

フロッピーディスク

ドライブ 

使用可能(vfd ファイル) なし 
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表 10-2 仮想マシンのハードウェア設定 

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、ファイバーチャネルアダ

プター、レガシネットワークアダプター、RemoteFX 3D ビデオアダプ

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後に使用可能なネットワークアダプター

です。 

・ファイバーチャネルアダプター 

仮想マシンから直接使用できるファイバーチャネルアダプターで

す。 

 

以下は「第 1 世代」の仮想マシンの場合のみ追加可能です。 

・レガシ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 

仮想マシン上で高度なグラフィック機能が使用できます。 

 

BIOS [第 1 世代] 

BIOS の設定として、以下を変更します。 

・スタートアップ順序の指定 

 

ファームウェア [第 2 世代] 

ファームウェア設定として、以下を変更します。 

・セキュアブートの有効/無効 

・ブート順 

 

メモリ 仮想マシンに割り当てられ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 

・仮想マシンに認識させる NUMA トポロジ設定 

 

RemoteFX 3D ビデオ

アダプター 

[第 1 世代] 

RemoteFX 3D ビデオアダプターの設定を変更します。 

以下のものが設定できます。 

・モニターの最大数 

・モニターの最大解像度 

 

IDE コントローラー [第 1 世代] 
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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 

 

［第 2 世代］ 

・CD/DVD ドライブの追加、削除 

 

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 

－高度な機能 

  ・サービス品質の管理（QoS）の設定 

  ・仮想ハードディスク共有設定 

 

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 

 

ファイバーチャネル

アダプター 

ファイバーチャネルアダプターの設定を変更します。 

・使用する仮想 SAN の変更 

・ポートアドレス(WWNN/WWPN)の変更 

 

レガシネットワークア

ダプター 

[第 1 世代] 

レガシネットワークアダプターの設定を変更します。 

・仮想スイッチの変更 

・VLAN の有効化/無効化 

-高度な機能 

・MAC アドレスの変更 

・MAC アドレススプーフィングの有効化/無効化 

・DHCP ガードの有効化/無効化 

・ルーターガードの有効化/無効化 

・保護されているネットワークの有効化/無効化 

・ポートミラーリングの設定変更 

・ゲストでの NIC チーミング参加有無 

-テストフェールオーバー(レプリカ有効時、レプリカ先) 

・テストフェールオーバー時の仮想スイッチの設定 

 

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。 

・仮想スイッチの変更 

・VLAN の有効化/無効化 

・帯域幅管理 

-ハードウェアアクセラレーター 

・仮想マシンキューの有効化/無効化 

・IPsec タスクオフロードの有効化/無効化 

・シングルルート I/O 仮想化の有効化/無効化 

-高度な機能 
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・MAC アドレスの変更 

・MAC アドレススプーフィングの有効化/無効化 

・DHCP ガードの有効化/無効化 

・ルーターガードの有効化/無効化 

・保護されているネットワークの有効化/無効化 

・ポートミラーリングの設定変更 

・ゲストでの NIC チーミング参加有無 

-フェールオーバーの TCP/IP(レプリカ有効時) 

・フェールオーバー時の TCP/IP の設定 

-テストフェールオーバー(レプリカ有効時、レプリカ先) 

・テストフェールオーバー時の仮想スイッチの設定 

 

COM [第 1 世代] 

名前付きパイプを介した仮想 COM ポートを構成します。 

 

フロッピーディスクド

ライブ 

[第 1 世代] 

仮想フロッピーディスクを指定します。 
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10.3.1 ハードウェアの追加 

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、ネットワークアダプターを追加する手順を以下に示します。 

ネットワークアダプターの追加 

1 

 

[Hyper-V マネージャー]画面でネット

ワークアダプターを追加する仮想マシン

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が表示され

ます。 

 

※追加可能なハードウェアは対象とす

る仮想マシン世代により異なります。 

（画面は第 1 世代のものです。） 

 

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 

 

[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 

 

ネットワークアダプターが追加されま

す。 
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10.3.2 詳細な設定 

仮想ハードウェアは細かい動作条件が設定可能なものがあります。ここでは各仮想ハードウェアの定義

画面を解説します。 

 

(1) BIOS 

仮想マシンの BIOS 設定を行います。 

BIOS 

1 

 

［BIOS］ 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

仮想マシン BIOS の設定としてブートデ

バイスの優先順序が指定できます。 

 

 

 
 

(2) ファームウェア 

仮想マシンのファームウェア設定を行います。 

ファームウェア 

1 

 

［ファームウェア］ 

仮想マシンが「第 2 世代」の場合に設定

できます。 

 

セキュアブート可否およびブートデバイ

スの優先順序が指定できます。 
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(3) メモリ 

仮想マシンのメモリに関する設定を行います。 

メモリ 

1 

 

［メモリ］ 

仮想マシンの RAM 容量、動的メモリの

動作条件などを指定できます。 
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(4) プロセッサ 

仮想マシンのプロセッサ設定を行います。 

プロセッサ数、システムリソース配分、互換性、NUMA 構成の設定を行うことができます。 

プロセッサ 

1 

 

[プロセッサ] 

仮想プロセッサの数の指定とリソースコ

ントロールの設定ができます。 

リソースコントロールは仮想マシンが使

用するリソースの確保と制限を行いま

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。 

 

※仮想マシンの予約と限度を設定する

とそれぞれの値の全システムリソース

に対する割合が下段に表示されます。 

 

・ 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。 

 

 

2 [プロセッサ]-[互換性] 

仮想マシンをサーバー間で移動する場

合、プロセッサのサポート命令レベルが

低いサーバーに対しては仮想マシンを

動作させたままで移動することができま

せん。本項目を設定すると仮想マシン

上でのプロセッササポート命令レベル

が制限されます。これによりサポート命

令のレベルが異なるサーバー間の移動

の問題が軽減されます。 
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3 [プロセッサ]-[NUMA] 

仮想マシン上で認識させる NUMA 構成

の設定を行います。 

仮想マシンの NUMA 構成を物理マシン

と合わせることによりNUMA構成を意識

するアプリケーション動作時のパフォー

マンスを向上できる場合があります。 

 

 
 

 

(5) RemoteFX 3D ビデオアダプター 

RemoteFX 3D ビデオアダプターの設定を行います。 

RemoteFX 3D ビデオアダプター 

1 

 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

RemoteFX 3D ビデオアダプターで使用

するモニターの最大数と画面解像度を

指定します。 
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(6) IDE コントローラー 

IDE コントローラーの設定を行います。 

IDE コントローラー 

1 

 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

仮想マシン上の IDE コントローラーに接

続されるデバイスの設定を行います。 

 

 
 

 

(7) SCSI コントローラー 

SCSI コントローラーの設定を行います。 

SCSI コントローラー 

1 

 

仮想マシン上の SCSI コントローラーに

接続されるデバイスの設定を行いま

す。 
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(8) ハードドライブ 

ハードドライブの設定を行います。 

ハードドライブ 

1 

 

[ハードドライブ] 

仮想マシンの IDE または SCSI コント

ローラーに接続した仮想ハードドライブ

の設定を行います。 

 

 

 

2 [ハードドライブ]-[高度な機能] 

サービスの品質の管理（QoS）、仮想

ディスク共有の設定を行います。 

 

仮想ディスク共有は SCSI コントロー

ラー配下に接続している場合のみ指定

できます。また、仮想ハードディスクファ

イルの格納先等の条件が存在します。 

また、仮想ディスク共有を行った場合

は、チェックポイントやエクスポート等、

動作に制限が発生する機能が存在しま

す。 
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(9) DVD ドライブ 

DVD ドライブの設定を行います。 

DVD ドライブ 

1 

 

仮想 DVD ドライブの設定を行います。 

 

仮想マシンの世代により設定可能な内

容が異なります。 

 

「第 1 世代」 

・IDE コントローラーに接続 

・iso イメージファイル 

・ホスト DVD ドライブを接続して使用可

能 

 

「第 2 世代」 

・SCSI コントローラーに接続 

・iso イメージファイルのみ使用可能 

 

第 1 世代 

 
 

第 2 世代 
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(10) ファイバーチャネルアダプター 

仮想ファイバーチャネルアダプターの各種設定を行います。 

ファイバーチャネルアダプター 

1 

 

［ファイバーチャネルアダプター］ 

仮想マシンのファイバーチャネルアダプ

ターで使用する仮想 SAN 定義を選択、

編集します。 
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(11) レガシネットワークアダプター 

仮想レガシネットワークアダプターの各種設定を行います。 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合のみ使用できます。 

[注意] 

仮想ネットワークに関連する機能には GUI が用意されておらず PowerShell コマンドによる設定が必要な

ものが存在します。これらの機能が設定された状態では GUI 操作が失敗する場合があります。これらの

項目の設定値は GUI 上から確認できないため、異常発生時の確認作業が困難になる可能性があります。

GUI 範囲外の定義を PowerShell コマンドにより行っている場合は注意してください。 

レガシネットワークアダプター 

1 

 

[レガシネットワークアダプター] 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

接続先仮想スイッチ、VLAN ID の設定

ができます。 

 

 
2 [レガシネットワークアダプター]-[高度

な機能] 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

MACアドレスや DHCPガード、ルーター

ガード、プロテクテッドネットワーク、

ポートミラーリング、NIC チーミングの設

定を行います。 

 

・MAC アドレス 

  ネットワークアダプーで使用する

MAC アドレスを指定します。 

・DHCP ガード 

  不正な DHCP から保護します。 

・ルーターガード 

  不正なルーターから保護します。 

・保護されているネットワーク 

  フェールオーバークラスター使用時

にネットワーク切断時のフェールオー

バーを可能とします。 

・ポートミラーリング 

  ポート監視の設定を行います。 

・NIC チーミング 

 ゲスト OS 上で NIC チーミングを行う場

合に指定します。 
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3 [レガシネットワークアダプター]-[テスト

フェールオーバー] 

 

レプリカ機能を使用している場合、レプ

リカ先で指定できます。 

テストフェールオーバー実行時に使用

する仮想スイッチを設定できます。 
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(12) ネットワークアダプター 

仮想ネットワークアダプターの各種設定を行います。 

[注意] 

仮想ネットワークに関連する機能には GUI が用意されておらず PowerShell コマンドによる設定が必要な

ものが存在します。これらの機能が設定された状態では GUI 操作が失敗する場合があります。これらの

項目の設定値は GUI 上から確認できないため、異常発生時の確認作業が困難になる可能性があります。

GUI 範囲外の定義を PowerShell コマンドにより行っている場合は注意してください。 

ネットワークアダプター 

1 

 

[ネットワークアダプター] 

接続先仮想スイッチ、VLAN ID、帯域制

限の設定ができます。 

 

 
 

2 [ネットワークアダプター]-[高度な機能] 

 

MACアドレスや DHCPガード、ルーター

ガード、ポートミラーリング、NIC チーミ

ングの設定を行います。 

 

 

MACアドレスや DHCPガード、ルーター

ガード、プロテクテッドネットワーク、

ポートミラーリング、NIC チーミングの設

定を行います。 

 

・MAC アドレス 

  ネットワークアダプーで使用する

MAC アドレスを指定します。 

・DHCP ガード 

  不正な DHCP から保護します。 

・ルーターガード 

  不正なルーターから保護します。 

・保護されているネットワーク 

  フェールオーバークラスター使用時

にネットワーク切断時のフェールオー

バーを可能とします。 

・ポートミラーリング 

  ポート監視の設定を行います。 

・NIC チーミング 

 ゲスト OS 上で NIC チーミングを行う場

合に指定します。 

 
 



Windows Server 2012 R2 Hyper-V 導入・操作ガイド 

 - 96 - Copyright 2013-2020 FUJITSU LIMITED 

 

 
 

 

3 [ネットワークアダプター]-[ハードウェア

アクセラレーター] 

 

仮想マシンキュー、 IPsec タスクオフ

ロード、SR-IOV の使用有無の設定が

できます。 

なお、実際に使用する場合は仮想ネッ

トワークに接続した物理 NIC が各機能

をサポートしている必要があります。 

 

 
 

4 [ネットワークアダプター]-[フェールオー

バーの TCP/IP] 

 

レプリカ機能を使用している場合に設

定できます。 
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5 [ネットワークアダプター]-[テストフェー

ルオーバー] 

 

レプリカ機能を使用している場合、レプ

リカ先で指定できます。 

テストフェールオーバー実行時に使用

する仮想スイッチを設定できます。 
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(13) COM 

仮想 COM ポートの設定を行います。 

COM 

1 

 

［COM］ 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

仮想マシンの COM ポートに接続する名

前付きパイプを指定します。 

［注意］ 

仮想マシンの COM ポートに接続できる

のは名前付きパイプのみです。ホスト

の物理 COM ポートを使用することはで

きません。 

 

 
 

 

(14) フロッピーディスクドライブ 

仮想フロッピーディスクドライブの設定を行います。 

フロッピーディスクドライブ 

1 

 

［フロッピーディスクドライブ］ 

仮想マシンが「第 1 世代」の場合に設定

できます。 

 

仮想フロッピーディスクとして使用する

仮想フロッピーディスクファイルを指定

します。 

 

［注意］ 

ホスト上の物理フロッピーディスクを使

用することはできません。 
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10.4 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

象の仮想マシンを選択」→「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 10.2 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 10-3 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、仮想マシン定義の格納

フォルダ名や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 6 種類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。  

[注意] 

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 (ボリュームチェックポイント) 

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

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 ライターが実行され、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。 

ゲストサービス 

 ホストからゲストへのファイルコピーコマンド（Copy-VMFile）を使用可

能にします。デフォルトでは無効となっています。 

 

チェックポイント

ファイルの場所 

仮想マシンのチェックポイン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。 

 

レプリケーション レプリカ機能を有効にした場合に指定します。 

レプリカ先サーバーや認証方法、間隔、回復ポイント数などの設定を

行います。 

スマートページン

グファイルの場所 

スマートページングファイルの格納場所を指定します。動的メモリを使

用した仮想マシン再起動時にメモリ不足が発生すると、ここで指定した

場所にスマートページングファイルが作成され使用されます。 

 

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
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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。 

 

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 

仮想マシンのメモリ内容がディスクに書き込まれ保存状態と

なります。 

・ 仮想マシンを停止する 

仮想マシンの電源をオフにします。 

・ 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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11 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記載しています。 

・ クラスター環境の設定 

※クラスター環境の構築そのものは本資料の対象外です。 

・ 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 

 チェックポイント 

・ 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 11.1 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) 
 

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 

(SAN/iSCSI/SMB) 

FC or NIC FC or NIC 
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12 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(仮想スイッチ定義

等)は Hyper-V マネージャーから行います。 

 

 

12.1 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。 

 
 

  

仮想マシンの作成 

(15.1) 

仮想マシンの起動 

 (17.2.1) 

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 

(15.6.2) 

仮想スイッチの構成 

(16.1) 

・ 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 

・ 仮想スイッチ構成の設定 
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12.2 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参照してく

ださい。 

 

 
 

 

 

仮想マシンの操作 
・ 開始              (17.2.1) 

・ シャットダウン      (17.2.2) 

・ 停止            (17.2.2) 

・ 保存             (17.3.1) 

・ 一時停止         (17.3.2) 

・ ライブマイグレーション       (17.4.1) 

・ クイックマイグレーション   (17.4.2) 

・ 仮想マシン記憶域の移動      (17.4.3) 

・ チェックポイント       (17.6) 

・ インポート/エクスポート  (17.7) 

ハードウェア設定  (15.6.4) 
・ 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         (17.5.1) 

・ メンテナンスモード    (17.5.2) 
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13 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は「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。これはク

ラスター環境では Hyper-V 仮想マシンもクラスター上の「役割」として管理するためです。 

 

13.1 フェールオーバークラスターマネージャーの概観 
フェールオーバークラスターマネージャーはクラスター環境全般のための管理ツールです。 

［サーバーマネージャー］ → [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 13.1 フェールオーバークラスターマネージャーの概観 

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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13.1.1 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    …（14 章で説明） 

 仮想マシンの設定    …（15 章で説明） 

 仮想マシンの操作    …（17 章で説明） 

 

 

13.2 Hyper-Vマネージャーの概観 
Hyper-V マネージャーは Hyper-V のための管理ツールです。 

「Hyper-V マネージャー」の概観については、「7 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。 

 

13.2.1 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、非クラスタ環境と同様に以下の機能を提供しています。 

ただし仮想マシンの設定などクラスター全体で変更を反映する必要がある項目については機能が抑止

されています。 

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   …（16 章で説明） 

 仮想マシンの操作    …（17 章で説明） 

 仮想マシンの環境設定    …（15 章で説明） 
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14 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。 

 

14.1 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。 

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。 

 

14.1.1 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、「記憶域」、

「ディスク」と選択し、中央ペインでクラ

スター共有ボリュームとして使用する

ディスクを選択します。 

 

右ペインの[操作]から[クラスターの共

有ボリュームへの追加]をクリックしま

す。  
2 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:\ClusterStorage\Volume1” 

※Volumeの後には通番が振られます。  
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14.2 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）の中から通信可能なものが選択され使用されます。

以下にクラスターネットワークの設定方法を記述します。 

 

14.2.1 クラスターで使用するネットワーク 

クラスターで使用するネットワーク 

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、「ネットワー

ク」を選択します。 

表示されるネットワーク一覧から設定を

行うネットワークを選択し、プロパティを

開きます。 

 
2 ネットワークの設定を行います。 

 

・［このネットワークでのクラスターネット

ワーク通信を許可する］ 

 クラスター構成サーバーのハートビー

ト通信や、クラスター共有ボリューム使

用時のリダイレクト通信など、クラスター

間の制御のためにネットワークが使用

されます。 

 

・［クライアントにこのネットワーク経由

の接続を許可する］ 

 クラスターのリソースとしてこのネット

ワークを使用するアドレスを登録できま

す。 

 

・［このネットワークでのクラスターネット

ワーク通信を許可しない］ 

 クラスターの制御のためにこのネット

ワークを使用しません。 
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14.2.2 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 

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、「ネットワー

ク」を選択し、右ペインから、［ライブマイ

グレーションの設定］を選択します。 

 

 
2 ライブマイグレーションで使用するネット

ワークを選択します。複数指定する場

合は［上へ］［下へ］のボタンにより優先

度を指定できます。 

ライブマイグレーション実行時はここで

定義されたネットワークを指定された優

先順位で使用されます。 
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15 クラスター環境での仮想マシン設定 
仮想マシン、仮想ハードディスクの作成や設定は「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。 

 

15.1 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」と選択します。 

 

 

 
2 仮想マシンを作成するノードを選択しま

す。 

 
3 [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。 
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4 [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。 

 

5 ［世代の指定］画面が表示されます。 

作成する仮想マシンの世代を選択しま

す。 

・第 1 世代 

 従来のバージョンと同じ仮想ハード

ウェアを搭載した仮想マシンです。 

  

・第 2 世代 

 仮想ハードウェア構成が見直されレガ

シーハードウェアの排除、新しいハード

ウェアの追加などが行われた仮想マシ

ンです。使用可能なゲスト OS に制限が

あります。 

 

 

6 [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。 

動的メモリを使用する場合は［この仮想

マシンに動的メモリを使用します］に

チェックを入れます。 

 

メモリ量、動的メモリ使用設定は仮想マ

シン作成後に変更できます 

 

[次へ]をクリックします。 
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7 [ネットワークの構成]画面が表示されま

す。 

 

使用したい作成済の仮想スイッチが存

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。 

[次へ]をクリックします。 

 
 

8 [仮想ハードディスクの接続]画面が表

示されます。 

 

仮想マシンで使用する仮想ハードディ

スクの設定を行います。 

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] 

 仮想マシン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 VHDX

ファイルが作成されます。 

それ以外の仮想ハードディスクファイル

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] 

 作成済の仮想ハードディスクファイル

を使います。 

・[後で仮想ハードディスクを接続する] 

 仮想ハードディスクファイルを後で作

成します。 

 

※「第 1 世代」の仮想マシンでは IDE

ディスクとして接続した仮想ディスクが

起動ディスクとして使用できます。SCSI

ディスクとして接続した場合は仮想マシ

ンの起動には使用できません。「第 2 世

代」の仮想マシンでは IDE ディスクは使

用できず SCSI ディスクとして接続した

仮想ディスクを起動に使用します。 
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9 [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。 

 

第 1 世代： 

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。 

 

第 2 世代： 

選択肢は 2 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。 

・ [ブートイメージファイルからオペ

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

イメージファイルを指定します。 

 

いずれかを選択し、 [次へ]をクリックし

ます。 
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10 [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。 

 

 
11 「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 物 理

CD/DVD-ROM ドライブや共有ディスク

以外の場所に格納した ISO ファイルを

指定している場合は可用性に関する警

告が出力されます。 

 

 

12 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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15.2 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。「8.3 仮想ハードディス

クの作成」を参照してください。 

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。 

 

15.2.1 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」と選択します。 

 

 

 
2 仮想ハードディスクを作成するノードを

選択します。 

 
3 [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。 
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4 [ディスクフォーマットの選択]画面が表

示されるため仮想ハードディスクの

フォーマットを選択し、[次へ]をクリック

します。 

 
5 [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。 

 
6 [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

ク上を指定する必要があります。 

 

 
7 [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。 
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8 [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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15.3 仮想マシン役割のクラスター設定 
仮想マシン役割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。 

 

仮想マシン役割のプロパティ 

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「役割」を選択し、

中央ペインに仮想マシン役割一覧を表

示させます。表示された一覧から設定

したい仮想マシンサービスを選択し、右

クリックでメニューを表示させます。 

表示されたメニューからプロパティを選

択します。 

  
 

15.3.1 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、この優先度の設定に従っ

た処理が実行されます。 

 

・［優先順位］ 

自動起動設定時に起動優先度を指定

します。 

以下のものが選択できます。 

・高 

・中 

・低 

・自動開始しない 

 

 

 

 

  



Windows Server 2012 R2 Hyper-V 導入・操作ガイド 

 - 119 - Copyright 2013-2020 FUJITSU LIMITED 

15.3.2 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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15.4 仮想マシンリソースのクラスター設定 
仮想マシンリソースの設定を行います。 

仮想マシンリソースのプロパティ 

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「役割」をクリック

し、中央ペインに仮想マシン役割一覧

を表示させます。 

一覧から設定したい仮想マシンを選択

します。 

 
2 中央ペイン下部に表示される詳細情報

画面で「リソース」タブを選択します。 

 
3 「リソース」タブ内に表示される仮想マシ

ンを選択し、右クリックで表示されるメ

ニューから「プロパティ」を選択します。 
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15.4.1 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変更が

できます。 

 

 
 

15.4.2 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変更が

できます。 
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15.4.3 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。 

 

・［リソースエラーへの対応］ 

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。 

 

・［保留タイムアウト］ 

リソースのオンライン・オフラインの切り

替えに使用できる時間を保留タイムア

ウト時間として設定します。 

 

 
 

 

15.4.4 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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15.4.5 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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15.5 仮想マシン上のサービスの監視の構成 
仮想マシン上で動作させているサービスの生存監視を設定することができます。 

仮想マシンは OS として Windows Server 2012(以降)を使用し、ホストと同一または信頼関係の有るドメイ

ンに所属し、ホストとネットワークで接続されている必要があります。 

仮想マシン上で動作しているサービスが異常停止した場合などに仮想マシンの再起動を設定することが

できます。 

 

 

15.5.1 監視の構成 

監視の構成 

1 

 

監視対象仮想マシン上の操作： 

Windows ファイアウォールの設定を開

き、［仮想マシンの監視］を許可するよう

チェックを入れます。 

 
2 ホスト上の操作： 

［フェールオーバークラスターマネー

ジャー］で対象仮想マシンを選択し、右

クリックで表示されるメニューから［他の

アクション］－［監視の構成］を選択しま

す。 

 
3 ［サービスの選択］ 

監視対象として指定可能なサービスの

一覧が表示されます。 

監視対象としたいサービスを選択し

［OK］をクリックします。 
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4 対象仮想マシンの［要約］に監視対象

サービスとして指定したサービスが表

示されることを確認します。 
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15.6 クラスター環境での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「10 仮想マシンの環境設定」を参照してください。 

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。 

 

15.6.1 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。 

 

15.6.2 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。「10.1 統合サービスのインストール」を

参照してください。 

［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。 

 

15.6.3 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。「10.2 仮想ハードディスクの編集」を参照して

ください。 

 

15.6.4 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。「10.3 仮想マシン

のハードウェア設定」を参照してください。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。 
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［Hyper-V マネージャーからの設定］ 

クラスター環境を使用している場合、Hyper-V マネージャーから設定できない項目が一部存在します。設

定できない項目はフェールオーバークラスターマネージャーから設定する必要があります。 

 

Hyper-V マネージャーからの設定 

1 

 

右図のようにクラスター環境では

Hyper-V マネージャーからは設定でき

ない項目が存在します。 

フェールオーバークラスターマネー

ジャーから設定してください。 

 
 

 

15.6.5 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。「10.4 仮想マシンの運用管理設定」を

参照してください。ただし、「15.6.4 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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16 クラスター環境での Hyper-V サーバー環境設定 
クラスター環境でのHyper-Vサーバー環境設定は非クラスター環境と同様に「Hyper-Vマネージャー」か

ら実施できます。「8 Hyper-V サーバーの環境設定」を参照してください。 

ただし、「仮想マシンの新規作成」、「仮想マシンのハードディスク作成」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」から実施してください。 

 

 

16.1 Hyper-Vの設定 
Hyper-V の環境設定方法は非クラスター環境と同一になります。「8.1Hyper-V の設定」を参照してくださ

い。 

ただし、以下の注意点があります。 

・ 仮想マシン／仮想ハードディスク格納先について 

クラスター環境では仮想マシン／仮想ハードディスクはクラスターディスク／クラスター共有ボリュー

ムなど、クラスターを構成するそれぞれのノード上からアクセスできる場所に配置する必要がありま

す。 

このため、初期既定フォルダの内容で作成した仮想マシン／仮想ハードディスクをクラスター環境で

使用することができません。既定フォルダとしてクラスター共有ボリュームを指定するか、作成時に

個別に適切な場所を指定する必要があります。 

 

・ 仮想スイッチの構成について 

仮想スイッチ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

の仮想スイッチを使用している仮想マシンの起動や、ノード間の移動に失敗する場合があります。 

・ 仮想 SAN の構成について 

仮想SAN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

SAN を使用している仮想マシンの起動や、ノード間の移動に失敗する場合があります。 

・ レプリケーション構成の設定について 

クラスター環境では非クラスター環境用のレプリカサーバーではなく、クラスター環境用のレプリカブ

ローカーを使用する必要があります。このため、設定方法が非クラスター環境とは異なります。 

レプリカブローカーの設定に関しては次項を参照してください。 

・ Hyper-V 環境構成変更時の整合性チェックについて 

クラスター環境で Hyper-V 環境の構成変更を行った場合は、クラスターとして整合性が取れている

ことを確認するために、「フェールオーバークラスターマネジャー」から「クラスターの検証」を実施す

ることをお勧めします。 
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16.2 レプリカブローカーの設定 
レプリカブローカーはクラスター環境用のレプリカサーバー機能です。クラスター環境ではレプリカサー

バーは使用できずレプリカブローカーを使用する必要があります。 

 

16.2.1 レプリカブローカーの作成 

レプリカブローカーの作成 

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［役割］を選択し、

右クリックで表示されるメニューから［役

割の構成］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］をクリックします。 

 
3 ［役割の選択］で［Hyper-V レプリカブ

ローカー］を選択し、［次へ］をクリックし

ます。 

 
4 レプリカブローカーのアクセスポイントと

して使用する名前と IP アドレスを指定し

ます。 

指定後、［次へ］をクリックします。 

 

※ここで設定した名前とアドレスでレプ

リカの要求を受け付けます。 
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5 入力した内容を確認し、問題がなけれ

ば［次へ］をクリックします。 

 

Hyper-Vレプリカブローカーの登録処理

が実行されます。 

 
6 Hyper-Vレプリカブローカーの登録処理

結果が表示されます。エラーが発生し

ていないことを確認し［完了］をクリック

します。 

 
7 役割一覧に［Hyper-V レプリカブロー

カー］が存在することを確認します。 
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16.2.2 レプリカブローカーの設定 

 Hyper-V レプリカブローカーは作成しただけでは使用できません。動作のための設定が必要になりま

す。 

レプリカブローカーの設定 

1 

 

［フェールオーバークラスターマネー

ジャー］の役割一覧から Hyper-V レプリ

カブローカーを選択し右クリックメニュー

から［レプリケーション設定］を選択しま

す。 

 
2 レプリカブローカーの接続に関する設

定を行います。 

設定する内容は「8.1.8 レプリケーション

の構成の設定」と同様です。 

※[レプリカファイルを格納する既定の

場所]は CSV 配下または共有フォルダ

を指定する必要があります。 

 

設定が完了したら［OK］をクリックしま

す。 

 
3 設定完了後、ファイアウォール設定に

関する注意が表示される場合がありま

す。コントロールパネルの［Windows ファ

イアウォール］にて設定を確認します。 
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4 ファイアウォールの設定 

Windows ファイアウォールの設定を開

き、［Hyper-V レプリカ HTTP］および

［Hyper-V レプリカ HTTPS］の設定を行

います。 
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17 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。 

 

17.1 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 種類あります。 

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 

② Hyper-V マネージャーからアクセス 

③ 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方法です。 

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 仮想マシン役割から接続する場合 

 

[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、[役割]を選

択し、中央ペインに表示される[役割]一

覧から接続したい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 

 
 

 

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。 

「9.1 仮想マシンへのアクセス」を参照してください。 

 

［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「オフライン」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。 

「9.1 仮想マシンへのアクセス」を参照してください。 
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17.2 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。 

 

17.2.1 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、[役割]を選

択し、中央ペインに表示される[役割]一

覧から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「開始」を選択します。 

 
 

 

17.2.2 仮想マシンの終了 

仮想マシンの終了は複数の方法があります。 

① 仮想マシン上からシャットダウン 

② [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

③ Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

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 

 

また、シャットダウンの種類は 2 種類あります。 

[シャットダウン]  ・・・正常な終了操作。OS の[スタート]→[シャットダウン]の操作と同等。 

[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 

② [仮想マシン接続]画面上からシャットダウン 

③ Hyper-V マネージャー上からシャットダウン 

①～③ 非クラスター環境と同様に指示をすることができます。「9.2.2 仮想マシンの終了」を参照してくだ

さい。 

ただし、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」

になっている場合は①～③の方法ではなく「④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。 

 

  



Windows Server 2012 R2 Hyper-V 導入・操作ガイド 

 - 135 - Copyright 2013-2020 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、[役割]を選

択し、中央ペインに表示される[役割]一

覧から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「シャットダウン」を選択しま

す。 

「停止」を選ぶこともできます。 

 

 
2 停止の場合は確認画面が表示される

ので「はい」を選択します。 

［停止の場合］ 

 

 

 

［注意］ 

フェールオーバークラスターマネジャー上からシャットダウンを行う場合、仮想マシンが正しくシャットダウ

ン処理を実行できない状態であった場合、［停止］が実行されます。このため、コンソールにシャットダウ

ン権限の無いユーザーがログオンしている場合やコンソールの画面ロックが行われている場合にシャッ

トダウン指示を行うと強制的に停止状態となります。ご注意ください。 
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17.3 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上に保存されます。また、

保存中でも、仮想マシンのエクスポートやチェックポイントが可能です。 

  

・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

チェックポイン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。 

 

17.3.1 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、[役割]を選

択し、中央ペインに表示される[役割]一

覧から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「保存」を選択します。 

 

 
2 保存が開始されます。 
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17.3.2 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。 
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17.4 仮想マシンの移動 
仮想マシンをノード間で移動する機能です。 

クラスターノード間の移動方法が 2 種類、記憶域の移動方法が 1 種類あります。 

※クラスター環境では仮想マシンをクラスター構成ノード以外へ移動させることはできません。 

 

表 17-1 仮想マシンのノード間移動 

 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） 

クラスター共有ボリュームまたはファイル共有サーバー上に作成し

ている仮想マシンを移動することができます。 

※LUN 上の仮想マシンのライブマイグレーションは、サポートされ

ておりません。 

 

2 ク イ ッ ク 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。 

※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 に登録されている仮想マシンが移動の単位となります。（単体

の仮想マシンを移動することはできません） 

 

3 仮想マシン記憶

域 

仮想マシンを構成するファイルをクラスター内の別の共有記憶域

に移動します。 

 

 

 

17.4.1 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。 

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]画面の左ペインでおよび中央

ペインで移動したい仮想マシンを選択

します。 

右クリックで表示されるメニューから

「移動」-「ライブマイグレーション」-

「ノードの選択」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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17.4.2 クイックマイグレーション 

仮想マシンを別のノードに移動します。移動時に仮想マシンのメモリ情報をディスクに保存し、そのメモリ

情報を移動先で読み込み仮想マシンを再開させるため、通常、数十秒程度の停止時間が発生します。 

仮想マシンのクイックマイグレーション 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインでおよび中央

ペインで移動したい仮想マシンを選択

します。 

右クリックで表示されるメニューから

「移動」-「クイックマイグレーション」-

「ノードの選択」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。 

 
 

 

 

17.4.3 仮想マシン記憶域の移動 

仮想マシン記憶域の移動 

1 

 

[フェールオーバークラスターマネー

ジャー]画面の左ペインでおよび中央ペ

インで移動したい仮想マシンを選択しま

す。 

右クリックで表示されるメニューから「移

動」-「仮想マシン記憶域」を選択しま

す。 

 

 
2 仮想マシンを構成するファイルの移動

先を指定します。 
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17.5 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、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。 

 

17.5.1 所有者の移動 

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 1 つのノード

です。ファイルシステムの更新など排他的なアクセスが必要になった場合や、一部のノードからディスク

装置へのアクセスが不能になった場合は所有者ノードを経由して他のノードはクラスター共有ボリューム

へアクセスを行います。これをリダイレクトアクセスと呼びます。 

 

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。 

 
 

 

 

17.5.2 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。 

そのため、「\ClusterStorage\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「記憶域」－「ディス

ク」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一覧

から対象の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「他のアクショ

ン」→「メンテナンスモードを有効化」を

選択します。 
 

2 メンテナンスモード有効化の確認ダイア

ログが表示されます。 

問題がなければ［はい］をクリックしま

す。 
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3 選択したディスクがメンテナンスモード

になったことを確認します。 

 
4 [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「記憶域」－「ディス

ク」を選択します。 

中央ペインに表示されるディスク一覧

から対象の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「他のアクショ

ン」→「メンテナンスモードを無効化」を

選択します。 
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17.6 チェックポイント 
チェックポイントは仮想マシンの状態をまるごと保存する機能です。保存した状態は、簡単に元に戻す

ことができます。チェックポイントは複数世代取得され、分岐取得も可能です。また、チェックポイントは仮

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) 

本章ではクラスター環境でのチェックポイントの作成から復元までの手順、およびチェックポイントデータ

の削除の方法についても紹介します。 

 

[注意]チェックポイント機能を使用した場合、差分形式の仮想ハードディスクが使用されます。このため、

チェックポイント使用前に比べてディスクアクセス性能が低下する場合があります。また、複数世代を作

成した場合はその都度差分仮想ハードディスクファイルが作成されるため、ディスク格納領域の枯渇な

どの問題を引き起こす場合もあります。これらのことから実運用環境でのチェックポイント使用は推奨し

ていません。 

 

17.6.1 チェックポイントの作成 

クラスター環境でのチェックポイント作成方法は非クラスター環境と同一です。「9.4.1チェックポイントの作

成」を参照してください。 

 

17.6.2 チェックポイントからの復元 

クラスター環境でのチェックポイント復元方法は非クラスター環境と同一です。「9.4.2 チェックポイントから

の復元」を参照してください。 

 

17.6.3 チェックポイントの削除 

クラスター環境でのチェックポイント削除方法は非クラスター環境と同一です。「9.4.3チェックポイントの削

除」を参照してください。 
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17.7 エクスポート/インポート 
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ディスク、チェックポイントファイ

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。 

 

17.7.1 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。「9.6.1 エクスポート」を参照してください。 

 

17.7.2 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。「9.6.2 インポート」を参照してください。 

ただし、以下の注意事項が存在します。 

[注意]  

１） 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既定の保存場所を共有ディスク上に設定後、イン

ポート時に「仮想マシンをコピーする」を選択してください。 

２） 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[役割]-[役割の構成]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[役割]－[役割の構

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。 
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3 一覧から「仮想マシン」を選択し[次へ]を

クリックします。 

 
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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17.8 仮想マシンの削除 
仮想マシンをクラスター上から削除します。クラスター上から仮想マシンを削除しても Hyper-V マネー

ジャー上の仮想マシンは削除されません。仮想マシンを完全に削除する場合はクラスター上から削除実

行後に Hyper-V マネージャー上から削除を実施してください。 
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PC サーバ FUJITSU Server 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 FUJITSU Server PRIMERGY（プライマジー） 
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/ 

・FUJITSU Server PRIMERGY 機種比較表 
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/select-spec/ 

・FUJITSU Server PRIMERGY サーバ選定ガイド 
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/select-model/ 

PC サーバ FUJITSU Server PRIMERGY のお問い合わせ先。 

・PC サーバ FUJITSU Server PRIMERGY お問い合わせ 
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/contact/ 

 
基幹 IA サーバ FUJITSU Server 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 FUJITSU Server PRIMEQUEST（プライムクエスト） 

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/ 
・FUJITSU Server PRIMEQUEST 製品ラインナップ 

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/ 
基幹 IA サーバ FUJITSU Server PRIMEQUEST のお問い合わせ先。 

・本製品のお問い合わせ 
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/contact/ 

 

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/select-spec/
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/select-model/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/contact/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/contact/
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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。 
 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。 
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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。 
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