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VMware Workstation Pro の使用方法

『VMware Workstation Pro の使用方法』では、VMware Workstation Pro™ を使用して仮想マシンを作成、構成、およ
び管理する方法を説明します。

対象となる読者

この情報は Workstation Pro をインストール、アップグレードまたは使用するユーザーを対象としています。この情報
は、仮想マシン テクノロジーおよびデータセンターの運用に習熟している経験豊富な Windows または Linux のシステ
ム管理者向けに記述されています。
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製品の紹介とシステム要件 1
Workstation Pro を実行するホスト コンピュータは、特定のハードウェア要件およびソフトウェア要件を満たしている
必要があります。Workstation Pro で実行される仮想マシンは特定のデバイスをサポートし、特定の機能を提供します。

この章では次のトピックについて説明します。

n Workstation Pro のホスト システム要件 (P. 9)

n 仮想マシンの機能と仕様 (P. 12)

Workstation Pro のホスト システム要件
Workstation Pro をインストールした物理コンピュータをホスト システムと呼び、そのオペレーティング システムをホ
スト OS と呼びます。Workstation Pro を実行するには、ホスト システムおよびホスト OS が特定のハードウェアおよび
ソフトウェアの要件を満たす必要があります。

ホスト システムのプロセッサ要件
Workstation Pro は、特定のプロセッサ要件を満たしたホスト システムにインストールする必要があります。

サポートされているプロセッサ

ホスト システムは、次の要件を満たす 64 ビットの x86 CPU を搭載している必要があります。

n LAHF/SAHF のロング モードでのサポート

n コア速度 1.3 GHz 以上

マルチプロセッサ システムに対応しています。

Workstation Pro のインストール時、インストーラによって、ホスト システムがサポートされているプロセッサを搭載
しているかどうかが確認されます。ホスト システムが上記のプロセッサ要件を満たさない場合、Workstation Pro をイ
ンストールすることはできません。

64 ビットのゲスト OS のプロセッサ要件

仮想マシン内で実行するオペレーティング システムをゲスト OS と呼びます。64 ビットのゲスト OS を実行するには、
ホスト システムが次のいずれかのプロセッサを搭載している必要があります。

n ロングモードでのセグメント制限をサポートしている AMD 製 CPU

n VT-x をサポートしている Intel 製 CPU

VMware, Inc.  9



VT-x をサポートしている Intel 製 CPU を搭載している場合は、ホスト システムの BIOS で VT-x サポートが有効になっ
ていることを確認する必要があります。VT-x のサポートを有効にするために必要な BIOS 設定は、システム ベンダーに
よって異なります。VT-x サポートが有効になっているかどうかを確認する方法については、VMware ナレッジベースの
記事 http://kb.vmware.com/kb/1003944 を参照してください。

64 ビット オペレーティング システムのインストール時に、Workstation Pro は、ホスト システムがサポートされてい
るプロセッサを搭載しているかどうかを確認します。ホスト システムが上記のプロセッサ要件を満たさない場合、64 ビッ
ト オペレーティング システムをインストールすることはできません。

Windows 7 Aero グラフィックスのプロセッサ要件

Windows 7 Aero グラフィックスをサポートするには、ホスト システムが、Intel Dual Core 2.2 GHz 以降、または AMD
Athlon 4200+ 以降の CPU を搭載していなければなりません。

サポートされるホスト OS
Workstation Pro は、Windows と Linux のホスト OS にインストールできます。

サポートされるホスト OS のリストを確認するには、当社 Web サイトでオンラインの『VMware 互換性ガイド』を検索
してください。

ホスト システムのメモリ要件
ホスト システムには、ホスト OS、ホスト システム上の仮想マシン内で動作するゲスト OS、およびホスト OS とゲスト
OS 上で動作するアプリケーションを実行するのに十分なメモリが必要です。

ホスト システムに必要な最小メモリ容量は 1 GB です。2 GB 以上のメモリを搭載することをお勧めします。

仮想マシンで Windows 7 Aero グラフィックスをサポートする場合は、ホスト システムに最低 3 GB のメモリを搭載す
る必要があります。ゲスト OS に 1 GB、グラフィックス メモリに 256 MB が割り当てられます。

メモリ要件の詳細については、お使いのゲスト OS とアプリケーションのドキュメントを参照してください。

ホスト システムのディスプレイの要件
ホスト システムには 16 ビットまたは 32 ビットのディスプレイ アダプタが必要です。ホスト システムに推奨されている
最新のグラフィックス ドライバを使用してください。

Windows 7 Aero グラフィックスをサポートするには、ホスト システムに NVIDIA GeForce 8800GT 以降または ATI
Radeon HD 2600 以降のグラフィックス プロセッサが必要です。

重要   3DMark '06 のような 3D ベンチマークは、一部のグラフィックス ハードウェアを使用する Windows Vista また
は Windows 7 の仮想マシンで、正確にレンダリングできないか、またはまったくレンダリングできないことがあります。

VMware Workstation Pro の使用
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ホスト システムのディスク ドライブの要件
ホスト システムは、特定のディスク ドライブ要件を満たす必要があります。ゲスト OS は物理ディスクパーティションま
たは仮想ディスクファイルに存在することができます。

表 1‑1.  ホスト システムのディスク ドライブの要件

ドライブの種類 要件

ハード ディスク n IDE、SATA および SCSI ハード ドライブをサポート。
n 各ゲスト OS およびそこで使用するアプリケーション ソフトウェア用に、1 GB 以上の

空きディスク容量が推奨されます。デフォルトのセットアップを使用する場合は、実際

に必要なディスク容量は、ゲスト OS とアプリケーションを物理コンピュータにインス
トールして実行する場合とほぼ同じです。

n 基本インストールには、Windows および Linux で 1.5 GB の空きディスク容量が必要
です。インストールが完了した後でインストーラを削除して、ディスク領域を再利用で

きます。

光学 CD-ROM および DVD n IDE、SATA および SCSI 光学ドライブをサポート。
n CD-ROM および DVD ドライブをサポート。
n ISO ディスク イメージ ファイルをサポート。

フロッピー 仮想マシンをホスト コンピュータのディスク ドライブに接続できます。フロッピー ディスク
のイメージ ファイルもサポートされています。

SSD

ホスト マシンに物理的な solid-state drive (SSD) がある場合、ホストはゲスト OS にそれらが SSD で動作していること
を通知します。

これによってゲスト OS は動作を最適化できます。仮想マシンが SSD を認識してこの情報を使用する方法は、ゲスト OS
および仮想ディスクのディスク タイプ（SCSI、SATA、または IDE）によって異なります。

n Windows 8、Windows 10、Ubuntu、および Red Hat Enterprise Linux 仮想マシンでは、すべてのドライブ タ
イプは、SSD ドライブとして仮想ディスクをレポートできます。

n Windows 7 仮想マシンでは、IDE と SATA 仮想ディスクだけが SSD として仮想ディスクをレポートできます。仮
想マシンでシステム ドライブとして使用されているとき、または仮想マシン内のデータ ドライブとして使用されて
いるときに機械的なドライブとして、SCSI 仮想ディスクは SSD としてレポートするだけです。

n Mac 仮想マシンでは、SATA 仮想ディスクだけが SSD としてレポートされます。IDE および SCSI 仮想ディスクは、
機械的なドライブとしてレポートされます。

仮想マシンのオペレーティング システムを使用して、仮想マシンが仮想ディスクとして SSD を使用していることを確認
します。

ホスト システムの LAN の要件
ホスト OS がサポートするすべてのイーサネット コントローラを使用できます。

非イーサネット ネットワークは、組み込みのネットワークアドレス変換（NAT）を使用するか、ホストオンリー ネット
ワークでホスト OS 上のルーティング ソフトウェアを使用することでサポートされます。

ALSA の要件
仮想マシンで ALSA を使用するには、ホスト システムがいくつかの要件を満たす必要があります。

n ホスト システム上の ALSA ライブラリのバージョンが、バージョン 1.0.16 以降でなければなりません。

n ホスト システムのサウンド カードが ALSA をサポートする必要があります。ALSA プロジェクトの Web サイトに、
ALSA をサポートするサウンド カードとチップセットの最新のリストが表示されています。

n ホスト システム上のサウンド デバイスがミュートされていない必要があります。

第 1 章 製品の紹介とシステム要件
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n サウンド デバイスを利用するための適切なアクセス権が現在のユーザーに付与されている必要があります。

仮想マシンの機能と仕様

Workstation Pro の仮想マシンは、特定のデバイスをサポートし、一定の機能を提供します。

サポートされるゲスト OS
ゲスト OS には、Windows、Linux、およびその他の広く利用されているオペレーティング システムが使用できます。

サポートされるゲスト OS のリストを参照するには、当社 Web サイトでオンラインの『互換性ガイド』を検索してくだ
さい。

一般的なゲスト OS のインストールについては、『ゲスト OS インストール ガイド』を参照してください。

仮想マシンでサポートされるプロセッサ

仮想マシンでは、特定のプロセッサ機能がサポートされています。

n ホスト コンピュータに搭載されているプロセッサと同じ。

n 1 つ以上の論理プロセッサを備えるホスト システム上に 1 つの仮想プロセッサ。

n 2 つ以上の論理プロセッサを備えるホスト システム上に最大で 8 つの仮想プロセッサ（8 Way 仮想対称型マルチプ
ロセッシング、すなわち仮想 SMP）。

注意   Workstation Pro は、2 つ以上の物理 CPU を備えたマルチプロセッサ ホスト、マルチコア CPU を備えたシ
ングルプロセッサ ホスト、ハイパースレッド対応のシングルプロセッサ ホストは、2 つの論理プロセッサを備えて
いると見なします。

仮想マシンのチップ セットおよび BIOS サポート
仮想マシンは特定の仮想マシン チップ セットと BIOS 機能をサポートします。

n Intel 440BX 搭載マザーボード

n NS338 SIO チップ セット

n 82093AA I/O Advanced Programmable Controller（I/O APIC）

n VESA BIOS をサポートする Phoenix BIOS 4.0 Release 6

仮想マシンのメモリ割り当て

単一のホスト システム上で動作するすべての仮想マシンに割り当てられる合計メモリ量を制約するのは、ホストの RAM
サイズのみです。

64 ビット ホストでは、各仮想マシンの最大メモリ容量は 64 GB です。32 ビット ホストでは、各仮想マシンの最大メモ
リ容量は 8 GB です。Workstation Pro では、32 ビット ホスト上で 8GB を超えるメモリを使用するように構成された仮
想マシンをパワーオンできません。32 ビット オペレーティング システムのメモリ管理の制限を超えると、仮想マシン メ
モリのオーバーコミットを引き起こし、システムのパフォーマンスに重大な影響を与えます。

仮想マシンのグラフィックス サポートおよびキーボード サポート
仮想マシンは特定のグラフィックス機能およびキーボードをサポートします。

n VGA と SVGA がサポートされます。

n 104 キー Windows 95/98 拡張キーボードがサポートされます。

VMware Workstation Pro の使用
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n ゲスト OS の Windows XP または Windows 7 以降で OpenGL (Open Graphics Library) の拡張機能である
GL_EXT_texture_compression_s3tc および GL_S3_s3tc を使用するには、そのゲスト OS に Microsoft
DirectX エンド ユーザー ランタイムをインストールする必要があります。OpenGL は、2D および 3D コンピュー
タ グラフィックスを定義するために使用される API です。Microsoft DirectX エンド ユーザー ランタイムは Microsoft
ダウンロード センター Web サイトからダウンロードできます。

仮想マシンの IDE ドライブ サポート
仮想マシンは特定の IDE ドライブおよび機能をサポートします。

n ディスク、CD-ROM および DVD ドライブを含む最大 4 つのデバイスをサポートします。

n DVD ドライブは データ DVD ディスクの読み込みにのみ使用できます。

n DVD ビデオはサポートされていません。

n ハード ディスクには仮想ディスクまたは物理ディスクを使用できます。

n 最大 8TB の IDE 仮想ディスクを使用できます。

n CD-ROM ドライブには物理デバイスまたは ISO イメージ ファイルを使用できます。

仮想マシンの SCSI デバイス サポート
仮想マシンは特定の SCSI デバイスおよび機能をサポートします。

n 最大 60 個のデバイスをサポートします。

n 最大 8TB の SCSI 仮想ディスクを使用できます。

n ハード ディスクには仮想ディスクまたは物理ディスクを使用できます。

n 汎用 SCSI サポートにより、ホスト OS にドライバをインストールすることなく、仮想マシンでデバイスを使用でき
ます。スキャナ、CD-ROM ドライブ、DVD ドライブ、テープ ドライブ、およびその他の SCSI デバイスが汎用 SCSI
サポートで動作します。

n LSI Logic LSI53C10xx Ultra320 SCSI I/O コントローラがサポートされています。

仮想マシンのフロッピー ドライブ サポート
仮想マシンでフロッピー ドライブを使用できます。

n 最大 2 つの 2.88 MB フロッピー デバイスをサポートします。

n フロッピー ドライブには物理ドライブまたはフロッピー イメージ ファイルを使用できます。

仮想マシンのシリアルおよびパラレル ポート サポート
仮想マシンはシリアル（COM）ポートおよびパラレル（LPT）ポートをサポートします。

n 最大 4 つのシリアル（COM）ポートをサポートします。シリアル ポート、Windows/Linux ファイル、または名前
付きパイプに出力可能です。

n 最大 3 つの双方向パラレル（LPT）ポート。パラレル ポートまたはホスト OS のファイルに出力可能です。

仮想マシンの USB ポート サポート
仮想マシンで USB ポートを使用できます。仮想マシンは特定の USB デバイスをサポートします。

n USB 1.1 UHCI（Universal Host Controller Interface）は、すべての仮想マシンのハードウェア バージョンでサ
ポートされています。

n 仮想マシンのハードウェアに Workstation 6 以降の仮想マシンとの互換性がある場合は、USB 2.0 EHCI（Enhanced
Host Controller Interface）コントローラがサポートされています。
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n カーネル バージョン 2.6.35 以降を実行している Linux ゲストおよび Windows 8 ゲストには、USB 3.0 xHCI
（Extensible Host Controller Interface）サポートが提供されます。仮想マシンのハードウェアに、Workstation 8
以降の仮想マシンとの互換性がある必要があります。

n USB 2.0 および 3.0 のサポートには、仮想マシンの設定が USB 2.0 および 3.0 のサポートを有効化するよう構成され
ていること、および互換性のあるゲスト OS と仮想マシン ハードウェアのバージョンがあることが必要です。

n USB プリンタ、スキャナ、PDA、ハード ディスク ドライブ、メモリ カード リーダ、デジタル カメラなどのほとん
どの USB デバイスをサポートします。また、Web カメラ、スピーカー、マイクなどのストリーミング デバイスを
サポートします。

仮想マシンのマウスおよび描画タブレット サポート
仮想マシンは特定のタイプのマウスおよび描画タブレットをサポートします。

n PS/2 および USB マウスをサポートしています。

n シリアル タブレットをサポートしています。

n USB タブレットをサポートしています。

仮想マシンのイーサネット カード サポート
仮想マシンは特定のタイプのイーサネット カードをサポートします。

n 最大 10 枚の仮想イーサネット カードをサポートします。

n AMD PCnet-PCI II イーサネット アダプタをサポートします。64 ビット ゲストでは、Intel Pro/1000 MT サーバ ア
ダプタもサポートします。

仮想マシンのネットワーク サポート
仮想マシンは特定のイーサネット スイッチとネットワーク プロトコルをサポートします。

n Windows ホスト OS の場合、最大 10 個の仮想イーサネット スイッチをサポートします。Linux ホスト OS の場
合、最大 255 個の仮想イーサネット スイッチをサポートします。

n そのうち 3 つはデフォルトでブリッジ、ホストオンリーおよび NAT ネットワークに構成されています。

n TCP/IP、NetBEUI、Microsoft Networking、Samba、Novell NetWare、Network File System など、ほとんど
のイーサネット ベースのプロトコルをサポートします。

n 組み込みの NAT ネットワークは TCP/IP、FTP、DNS、HTTP および Telnet を使ったクライアント ソフトウェアを
サポートします。NAT での PPTP の VPN をサポートします。

仮想マシンのサウンド サポート
Workstation Pro では、Sound Blaster AudioPCI および Intel High-Definition Audio Specification と互換性のある
サウンド デバイスを使用できます。Workstation Pro のサウンド デバイスはデフォルトでは有効に設定されています。

Workstation Pro は、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows XP、Windows
Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、および Linux の
ゲスト OS でサウンドをサポートしています。

サウンドとして、PCM（パルス コード モジュレーション）入出力がサポートされています。.wav ファイル、MP3 オー
ディオ、Real Media オーディオを再生できます。Windows ゲスト OS での MIDI 出力は Windows ソフトウェア シン
セサイザによってサポートされます。MIDI 入力はサポートされません。また、Linux ゲスト OS では MIDI はまったくサ
ポートされません。

Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および最近のほとんどの Linux ディストリビューションでは、サウンド
デバイスを検出し、それに適したドライバをインストールします。

VMware Workstation Pro の使用
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Windows 95、Windows 98、Windows 98SE、および Windows NT 4.0 には、Sound Blaster AudioPCI アダプタの
ドライバは搭載されていません。これらのゲスト OS でサウンドを使用するには、Creative Labs 社の Web サイトから
ドライバをダウンロードして、ゲスト OS にインストールする必要があります。Creative Labs 社は、世界中のさまざま
な地域を対象とする Web サイトを提供しています。地域によってアダプタ名は異なりますが、通常は名前に PCI 128 が
含まれています。

Workstation 7.x 以前の仮想マシンでは、VMware Tools に含まれる vmaudio ドライバが 64 ビットの Windows XP、
Windows 2003、Windows Vista、Windows 2008、および Windows 7 の各ゲスト OS と、32 ビットの Windows
2003、Windows Vista、Windows 2008、および Windows 7 の各ゲスト OS にインストールされます。

Workstation 8.x 以降の仮想マシンでは、64 ビットおよび 32 ビットの両方の Windows Vista と Windows 7 ゲスト
OS、またそれぞれのサーバのゲスト OS で High-Definition Audio（HD Audio）デバイスがデフォルトで提示されま
す。HD Audio のドライバは、VMware Tools の一部としてではなく、Windows によって提供されます。

Linux ホスト システム では、Workstation 7.x 以降で Advanced Linux Sound Architecture（ALSA）がサポートされ
ます。以前のバージョンの Workstation は、Linux ホスト システムで実行する仮想マシンでのサウンドのプレイバック
とレコーディングに Open Sound System（OSS）インターフェイスを使用します。OSS と異なり、ALSA はサウンド
デバイスへの排他的アクセスが必要ありません。ホスト システムと複数の仮想マシンが同時にサウンドを再生できます。

第 1 章 製品の紹介とシステム要件
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Workstation Pro のインストールと使用 2
Workstation Pro は Linux ホスト システムまたは Windows ホスト システムにインストールできます。通常、
Workstation Pro のインストールまたはアップグレードには標準的な GUI ウィザードを使用します。

この章では次のトピックについて説明します。

n Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キーの入手 (P. 17)

n Workstation Pro を他の VMware 製品とともにインストール (P. 18)

n Windows ホスト オペレーティング システムをアップグレードする際の Workstation Pro の再インストール (P. 18)

n Eclipse 用統合仮想デバッガのインストール (P. 19)

n Workstation Pro のインストール (P. 19)

n Workstation Pro のアップグレード (P. 25)

n Workstation Pro のアンインストール (P. 30)

n Workstation Pro の起動 (P. 31)

n Workstation Pro ウィンドウの使用 (P. 32)

n Workstation Pro のオンライン ヘルプの使用 (P. 36)

Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キーの入手
Workstation Pro のインストール ソフトウェアは、ダウンロードしたファイルに含まれています。また、ライセンス キー
は電子メールで送付されます。

両方のホスト プラットフォーム用のインストール ファイルが、パッケージ ボックスに含まれます。ライセンス キーは、
Windows バージョンおよび Linux バージョンのどちらの Workstation Pro にも使用できます。ライセンスはホスト シ
ステムごとに 1 つ必要です。

インストール時に Workstation Pro のライセンス キーを入力しない場合は、後で Workstation Pro の [ヘルプ] - [ライセ
ンス キーの入力] を選択し、Workstation の [アクティベーション] ダイアログ ボックスでライセンス キーを入力して指
定できます。ライセンス キーを購入し、Workstation の [アクティベーション] ダイアログ ボックスで評価版ライセンス
のステータスを確認することもできます。

評価版ライセンスの入手については、当社 Web サイトを参照してください。

注意   ライセンスが無効な場合は、Workstation Pro で仮想マシンのパワーオンを試行するたびに有効なライセンス キー
を入力するように求められます。
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Workstation Pro のインストールを終了すると、[VMware Workstation Pro のバージョン情報] ウィンドウにライセン
ス キーが表示されます。[ヘルプ] - [VMware Workstation Pro のバージョン情報] をクリックします。

n Workstation Pro の個人ライセンスの場合は、ライセンス情報のセクションの [タイプ] フィールドにキーが表示さ
れます。個人ラベル名の後にライセンス キーが表示されます。

n 複数ユーザー用の Workstation Pro ライセンスのバージョンを使用する場合は、[タイプ] フィールドにはボリュー
ムが表示され、ライセンス キーは表示されません。

n Workstation Proライセンスを入力しなかった場合は、[タイプ] フィールドには該当なしが表示され、ライセンス
キーは表示されません。

n Workstation Pro の評価ライセンス キーの場合は、[タイプ] フィールドには該当なしが表示されます。さらに評価
ライセンス キーの有効期限日が表示されます。

試用版の有効期限日の警告

試用版の VMware Workstation Pro を使用する場合は、試用版ライセンスの有効期限日を知らせる通知がホーム ページ
に表示されます。

ライセンス キーを購入するには、[ライセンス キーの取得] をクリックします。ライセンス キーを取得済みの場合は、[ラ
イセンス キーの入力] をクリックします。または、[ヘルプ] メニューに移動して、[ライセンス キーの入力] をクリックし
ます。

Workstation Pro を他の VMware 製品とともにインストール
ホスト システムを Workstation Pro と共有できる VMware 製品は、VMware vSphere Client と VMware vCenter
Converter Standalone のみです。これ以外の VMware 仮想化製品がインストールされているホスト システムには
Workstation Pro をインストールできません。

ホスト システムに他の VMware 仮想化製品がインストールされている場合は、先にその製品をアンインストールしてか
ら Workstation Pro をインストールする必要があります。

Windows ホスト オペレーティング システムをアップグレードする際の
Workstation Pro の再インストール

Microsoft Windows ホスト上でオペレーティング システムをアップグレードする前に、VMware は VMware
Workstation Pro をアンインストールすることを推奨します。

Workstation Pro のインストールおよび構成方法は、使用する Windows のバージョンによって一部異なります。ベスト
プラクティスとして、Workstation Pro が新しいオペレーティング システムに対して正しく構成されていることを確認
するために、オペレーティング システムのアップグレードを実行する前に Workstation Pro のアプリケーションを削除
してください。Workstation Pro をアンインストールすると、古いバージョンの Windows にのみ適用されるレガシー
コンポーネントが残らないことが保証されます。

たとえば、Windows オペレーティング システムをアップグレードする前に Workstation Pro をアンインストールしな
いと、オペレーティング システムのアップグレード後に一部の仮想ネットワーク アダプタが正しく動作しない場合があ
ります。Workstation Proをアンインストールする前に、仮想ネットワーク エディタを開いて使用中の設定をメモしてく
ださい。Workstation Pro の再インストール後、これらの設定を構成し直す必要があります。

Workstation Pro のアンインストール時には、作成した仮想マシンではなく、Workstation Pro のアプリケーションのみ
をアンインストールするだけで構いません。オペレーティング システムのアップグレードが完了したら、Workstation Pro
を再インストールしてください。あるいは、Workstation Pro もアップグレードする場合は、新しいバージョンの
Workstation Pro をインストールしてください。

VMware Workstation Pro の使用
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Eclipse 用統合仮想デバッガのインストール
Eclipse 用統合仮想デバッガを使用する場合は、これをホスト システムにインストールしてから Workstation Pro をイン
ストールする必要があります。

Workstation Pro のインストール後に Eclipse 用統合仮想デバッガをインストールする必要がある場合は、Workstation Pro
のインストーラを再実行して [変更] を選択し、関連する Workstation Pro プラグインをインストールします。

ホスト システムの要件およびサポートされる OS については、『Integrated Virtual Debugger for Eclipse Developer’s
Guide』を参照してください。このガイドは、当社 Web サイトから入手できます。

Workstation Pro のインストール
Windows ホスト システムに Workstation Pro をインストールするには、インストール ウィザードを実行するか、
Microsoft Windows Installer (MSI) の自動インストール機能を使用します。MSI の自動インストール機能は、複数の
Windows ホスト コンピュータに Workstation Pro をインストールする際にウィザードのプロンプトに応答せずにイン
ストールを実行したい場合に有用です。Linux ホスト システムへ Workstation Pro をインストールするには、
Workstation Pro バンドル インストーラを実行します。

n Windows ホストへの Workstation Pro のインストール (P. 19)

Windows ホスト システムに Workstation Pro をインストールするには、Windows セットアップ プログラムと
インストール ウィザードを実行します。

n Windows ホスト上での Workstation Pro の自動インストールの実行 (P. 20)

Microsoft Windows Installer (MSI) の自動インストール機能を使用すれば、ウィザードのプロンプトに応答する
ことなく、複数の Windows ホスト システムに Workstation Pro をインストールできます。これは、大規模な組
織でインストールを実施する場合に有用です。

n Linux ホストへの Workstation Pro のインストール (P. 23)

Linux バンドル インストーラを実行して、Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールします。ほ
とんどの Linux ディストリビューションでは、Linux バンドル インストーラを実行すると GUI ウィザードが起動
されます。Red Hat Enterprise Linux 5.1 など一部の Linux ディストリビューションでは、GUI ウィザードではな
くコマンドライン ウィザードがバンドル インストーラによって起動されます。--console オプションを使用し
てインストーラを実行すると、ターミナル ウィンドウで Workstation Pro をインストールできます。

Windows ホストへの Workstation Pro のインストール
Windows ホスト システムに Workstation Pro をインストールするには、Windows セットアップ プログラムとインス
トール ウィザードを実行します。

リモート接続および仮想マシンの共有は、Workstation Pro のインストール時にデフォルトで有効になっています。リ
モート接続を有効にすると、リモート ホストに接続してリモート仮想マシンを実行できます。仮想マシンの共有を有効に
すると、他の Workstation Pro インスタンスからリモートでアクセス可能な仮想マシンを作成できます。

共有仮想マシンは、VMware Workstation Server （VMware Workstation Server サービス）が管理する共有仮想マシ
ン ディレクトリに格納されます。リモート ユーザーは、ホスト システムの HTTPS ポート 443 を介して VMware
Workstation Server に接続されます。

インストール時に共有仮想マシン ディレクトリを変更したり、他のポートを選択したりするには、[カスタム] オプション
を選択する必要があります。Workstation Pro のインストール後に共有 VMs Workstation Pro 環境設定を変更すること
により、共有仮想マシン ディレクトリの変更、別のポートの選択、リモート接続および仮想マシンの共有の無効化を実行
できます。

開始する前に

n ホスト システムがホスト システムの要件を満たすことを確認します。「Workstation Pro のホスト システム要
件 (P. 9)」を参照してください。
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n ホスト システム上で管理者権限を持っていることを確認します。

n 互換性がない VMware 製品がホスト システムにインストールされていないことを確認します。「Workstation Pro
を他の VMware 製品とともにインストール (P. 18)」を参照してください。

n Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キーを入手します。「Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キー
の入手 (P. 17)」を参照してください。

n Integrated Virtual Debugger for Eclipse を使用する場合は、ホスト システムにインストールします。「Eclipse 用
統合仮想デバッガのインストール (P. 19)」を参照してください。

手順

1 Administrator ユーザーまたはローカルの Administrators グループのメンバーとして、Windows ホスト システム
にログインします。

ドメインにログインする場合、ドメイン アカウントもローカルの Administrator である必要があります。

2 VMware-workstation-<xxxx-xxxx>.exe ファイルをダブルクリックします。ここで、<xxxx-xxxx> はバー
ジョン番号とビルド番号です。

3 セットアップ オプションを選択します。

オプション 説明

標準 Workstation Pro の標準機能をインストールします。Integrated Virtual Debugger
for Eclipse がホスト システムに存在する場合は、関連する Workstation Pro プラグ
インがインストールされます。

カスタム インストールする Workstation Pro 機能を選択して、インストール先を指定できま
す。共有仮想マシン ディレクトリや VMware Workstation Server のポートを変更
したり、拡張仮想キーボード ドライバをインストールしたりする場合にこのオプショ
ンを選択します。拡張仮想キーボード ドライバは、各国語対応のキーボードや特殊な
キーを持つキーボードを適切に処理します。

 

4 プロンプトの指示に従って、インストールを完了します。

設定によっては、インストールの完了後にホスト システムの再起動が必要となる場合があります。

Workstation Pro のインストール後、VMware Workstation Server サービスがホスト システム上で起動します。VMware
Workstation Server サービスは、ホスト システムの再起動のたびに起動します。

Windows ホスト上での Workstation Pro の自動インストールの実行
Microsoft Windows Installer (MSI) の自動インストール機能を使用すれば、ウィザードのプロンプトに応答することな
く、複数の Windows ホスト システムに Workstation Pro をインストールできます。これは、大規模な組織でインストー
ルを実施する場合に有用です。

開始する前に

n ホスト システムがホスト システムの要件を満たすことを確認します。「Workstation Pro のホスト システム要
件 (P. 9)」を参照してください。

n 互換性がない VMware 製品がホスト システムにインストールされていないことを確認します。「Workstation Pro
を他の VMware 製品とともにインストール (P. 18)」を参照してください。

n Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キーを入手します。「Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キー
の入手 (P. 17)」を参照してください。

n Integrated Virtual Debugger for Eclipse を使用する場合は、ホスト システムにインストールします。「Eclipse 用
統合仮想デバッガのインストール (P. 19)」を参照してください。

n ホスト コンピュータに MSI 2.0 以降のランタイム エンジンが搭載されていることを確認します。このバージョンの
インストーラは Windows XP 以降のバージョンの Windows に組み込まれています。また、Microsoft 社から入手
することもできます。詳細については、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。
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n インストール プロパティについて理解しておく必要があります。「インストール プロパティ (P. 21)」を参照してく
ださい。

手順

1 Administrator ユーザーまたはローカルの Administrators グループのメンバーとしてホスト システムにログイン
します。

ドメインにログインする場合、ドメイン アカウントもローカル管理者である必要があります。

2 セットアップ ファイルから管理用インストール イメージを展開します。

セットアップ ファイルには VMware=workstation-xxxx-xxxx.exe のようなファイル名が付けられています。
xxxx-xxxx にはバージョン番号とビルド番号を表す数字が入ります。

たとえば、setup.exe/? と入力すると、Windows メッセージ ボックスにインストーラ用のコマンド ラインの使
用方法が表示されます。

3 インストール コマンドは 1 行で入力してください。

例:

VMware-workstation-full-x.x.x-xxxxxx.exe /s /pass /v/qn REBOOT=ReallySuppress 
"EULAS_AGREED=1 INSTALLDIR=""path_to_program_directory"" ADDLOCAL=ALL 
SERIALNUMBER=""xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx"" "

VMware-workstation-full-x.x.x-xxxxxx.exe /s /v/qn EULAS_AGREED=1 
SERIALNUMBER="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" 

VMware-workstation-full-x.x.x-xxxxxx.exe /s /v/qn EULAS_AGREED=1 
SERIALNUMBER="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" 

オプションで INSTALLDIR プロパティを使用して、インストール用にデフォルトの場所とは異なるファイル パス
を指定できます。

注意   ファイル パスを二重引用符で囲むことが重要です。MSI 引数はすべて /v オプションで渡されます。外側の引
用符が MSI 引数を区切り、二重引用符はその引数の中に引用符を挿入します。

オプションで REMOVE プロパティを使用して、特定の機能のインストールを省略できます。「REMOVE プロパティ
の値 (P. 22)」を参照してください。

また、Windows ホストでは Workstation Pro の自動アンインストールも実行できます。次の例のように指定する
と、ホストから Workstation Pro をアンインストールしてライセンスを削除します。

VMware-workstation-full-x.x.x-xxxxxx.exe /s /v"/qn REMOVE=ALL"

インストール プロパティ

Workstation Pro の自動インストール実行時にインストール プロパティをインストール コマンドで指定すると、インス
トールをカスタマイズできます。

インストール コマンドでインストール プロパティを指定する形式は <プロパティ>="<値>" です。値 1 は True を、値
0 は False を意味します。

表 2‑1.  インストール プロパティ

プロパティ 説明 デフォルト値

AUTHD_PORT 「VMware 認証サービス」の通信で使用するポートを指定します。 902

AUTOSOFTWAREUPDATE 新しいビルドが利用可能になった場合は、Workstation Pro または
Workstation Player の自動アップグレードができます。

1

DATACOLLECTION VMwareヘユーザー エクスペリエンス情報を送信します。 1
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表 2‑1.  インストール プロパティ (続き)

プロパティ 説明 デフォルト値

DATASTORE_PATH 「共有仮想マシン」ディレクトリとして、

「C:\Users\Public\Documents\Shared Virtual Machines」を指定し
ます。

DESKTOP_SHORTCUT Workstation Pro のインストール時に、デスクトップにショートカット
を追加します。

1

ENABLE_VIRTUAL_PRINTIN
G

インストール後に Windows ホストで ThinPrint 仮想印刷のサポートを
有効にします。

0

EULAS_AGREED 製品 EULA をメッセージの確認なしに承認します。インストールまたは
アップグレードを行うには 1 に設定します。

0

HOSTD_HTTPS_PORT VMware Workstation Server の HTTPS ポートを指定します。 443

INSTALLDIR Workstation Pro のデフォルトのインストール場所とは異なるディレク
トリに Workstation Pro をインストールします。

C:\Program
Files
(86)\VMware\VMw
are Workstation

KEEP_LICENSE Workstation Pro のインストール時にライセンス キーを保持するか削除
するかを指定します。

1

KEEP_SETTINGFILES Workstation Pro のアンインストール時に設定ファイルを保持するか削
除するかを指定します。

1

SERIALNUMBER Workstation Pro のインストール時に、ライセンス キーを入力できま
す。ライセンス キーにハイフンを含めて入力してください（例：xxxxx-
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx）。

 

SOFTWAREUPDATEURL ソフトウェアに更新管理用の特定 URL を指定します (vmware.com か
ら分離)。

STARTMENU_SHORTCUT Workstation Pro のインストール時に [スタート] メニュー項目を追加し
ます。

1

SUPPORTURL Workstation Pro または Workstation Pro の [ヘルプ] メニューから製
品不具合について連絡するためのサポート URL またはメール エイリア
スを設定します。

REMOVE プロパティの値

Workstation Pro の自動インストール実行時に REMOVE プロパティをインストール コマンドで指定すると、いくつかの
機能のインストールをスキップできます。

インストール コマンドで REMOVE プロパティの値を指定する形式は REMOVE=<value> です。複数の機能をスキップす
るには、たとえば REMOVE=<値,値> のように、個々の値をコンマで区切ります。

表 2‑2.  REMOVE プロパティの値

値 スキップする機能

ネットワーク 仮想ブリッジ、ホストオンリー ネットワークや NAT ネットワーク向けのホスト アダプタなどのネットワー
ク コンポーネント。NAT や DHCP を使用する場合は、このコンポーネントを削除しないでください。

USB 仮想 USB ドライバ

キーボード 仮想キーボード ドライバ

ParPort パラレル ポート ドライバ
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Linux ホストへの Workstation Pro のインストール
Linux バンドル インストーラを実行して、Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールします。ほとんど
の Linux ディストリビューションでは、Linux バンドル インストーラを実行すると GUI ウィザードが起動されます。Red
Hat Enterprise Linux 5.1 など一部の Linux ディストリビューションでは、GUI ウィザードではなくコマンドライン ウィ
ザードがバンドル インストーラによって起動されます。--console オプションを使用してインストーラを実行すると、
ターミナル ウィンドウで Workstation Pro をインストールできます。

リモート接続および仮想マシンの共有は、Workstation Pro のインストール時にデフォルトで有効になっています。リ
モート接続を有効にすると、リモート ホストに接続してリモート仮想マシンを実行できます。仮想マシンの共有を有効に
すると、他の Workstation Pro インスタンスからリモートでアクセス可能な仮想マシンを作成できます。

共有仮想マシンは、VMware Workstation Server （vmware-workstation-server）が管理する共有仮想マシン ディ
レクトリに格納されます。リモート ユーザーは、ホスト システムの HTTPS ポート 443 を介して VMware Workstation
Server に接続されます。

インストール時に共有仮想マシン ディレクトリを変更したり、他のポートを選択したりするには、--custom オプショ
ンを指定する必要があります。Workstation Pro のインストール後に共有 VMs Workstation Pro 環境設定を変更するこ
とにより、共有仮想マシン ディレクトリの変更、別のポートの選択、リモート接続および仮想マシンの共有の無効化を実
行できます。

開始する前に

n ホスト システムがホスト システムの要件を満たすことを確認します。「Workstation Pro のホスト システム要
件 (P. 9)」を参照してください。

n 互換性がない VMware 製品がホスト システムにインストールされていないことを確認します。「Workstation Pro
を他の VMware 製品とともにインストール (P. 18)」を参照してください。

n Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キーを入手します。「Workstation Pro ソフトウェアとライセンス キー
の入手 (P. 17)」を参照してください。

n Integrated Virtual Debugger for Eclipse を使用する場合は、ホスト システムにインストールします。「Eclipse 用
統合仮想デバッガのインストール (P. 19)」を参照してください。

n リアルタイム クロック機能は Linux カーネル内にコンパイルします。

n パラレル ポートを PC-style hardware オプション（CONFIG_PARPORT_PC）でビルドし、カーネルのコンパイル
時に m に設定して、カーネル モジュールとしてロードする必要があります。

n Linux コマンドライン インストール オプションについて理解しておく必要があります。一部の構成設定の指定には
--custom オプションを使用する必要があります。「Linux コマンド ライン インストール オプション (P. 24)」を
参照してください。

n ホスト システムの root アクセス権があることを確認します。

手順

1 Workstation Pro を実行するときに使用するユーザー名でホスト システムにログインします。

2 root に切り替えます。

例： su root

使用するコマンドは、Linux ディストリビューションおよび構成によって異なります。

3 ディレクトリを Workstation Pro インストーラ ファイルが含まれるディレクトリに変更します。
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4 ホスト システムに対応する Workstation Pro インストーラを実行します。

例：sh VMware-Workstation-<xxxx-xxxx>.<architecture>.bundle [--<option>]

<xxxx-xxxx> はバージョン番号とビルド番号、<architecture> は i386 または x86_64、<option> はコマンド ラ
イン オプションです。

5 Open Virtualization Format（OVF）Tool のライセンス契約に同意します。

--console オプションを使用する場合、または GUI ウィザードをサポートしないホスト システムに
Workstation Pro をインストールする場合、Enter キーを押して使用許諾契約を最後までスクロールして確認する
か、q を入力して [yes/no] プロンプトにスキップします。

6 プロンプトの指示に従って、インストールを完了します。

Workstation Pro のインストール後、vmware-workstation-server がホスト システム上で起動します。vmware-
workstation-server は、ホスト システムの再起動時に毎回起動します。

Linux コマンド ライン インストール オプション

コマンド ライン インストール オプションを使用して、Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールでき
ます。

インストール オプションを使用するには、root としてログインする必要があります。インストールが終了したら、root
アカウントからログアウトします。

表 2‑3.  Linux コマンド ライン インストール オプション

オプション 説明

--console インストールに端末を使用できるようにします。

--custom このオプションを使用して、次のインストール設定をカスタマイズします。

n インストール ディレクトリの場所。
n VMware Workstation Server に最初に接続するユーザー。このユーザーは、共有仮想

マシンを作成、管理できます。

n 開いているファイル記述子の数のハード制限。

n 共有仮想マシン ディレクトリの場所。
n VMware Workstation Server がホスト システムで使用する HTTPS ポート。

--gtk GUI ベースの VMware インストーラを開きます。デフォルトのオプションです。

--ignore-errors または -I いずれかのインストーラ スクリプトにエラーがあっても、インストールを続行できるように
します。エラーが発生したセクションは完了しないため、コンポーネントが正常に構成され

ない可能性があります。

--regular それまでに回答されていないインストールに関する質問または必須の質問を表示します。デ

フォルトのオプションです。

--required 使用許諾契約のみを表示し、続けて Workstation Pro をインストールします。

--set-setting vmware-installer
installShortcuts

Workstation Pro のインストール時に、ショートカットを追加します。デフォルトは yes
です。

--set-setting vmware-installer
libdir /opt

作成:
n /opt/vmware（Workstation または Workstation Pro）
n /opt/vmware-installer
n /opt/vmware-vix

デフォルトは/usr/libです。

--set-setting vmware-installer
prefix /usr/local

ここで直接実行する (例：vmware、vmplayer、vmware-networks など) 実行ファイルを
インストールします。製品の残りは libdir-derived パスに配布されます。デフォルト
は/usrです。

--set-setting vmware-player
serialNumber

Workstation Pro のインストール時に、ライセンス キーを入力できます。ライセンス キー
にハイフンを含めて入力してください（例：xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx）。
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表 2‑3.  Linux コマンド ライン インストール オプション (続き)

オプション 説明

--set-setting vmware-player-app
simplifiedUI

Workstation Pro の特定の UI 機能を有効または無効にします。デフォルトは noです。

--set-setting vmware-player-app
softwareUpdateEnabled

新しいビルドが利用可能になった場合は、Workstation Pro の自動アップグレードができま
す。

--set-setting vmware-player-app
softwareUpdateURL

ソフトウェアに更新管理用の特定 URL を指定します (vmware.com から分離)。

--set-setting vmware-player-app
supportURL

Workstation Pro または Workstation Pro の [ヘルプ] メニューから製品不具合について連
絡するためのサポート URL またはメール エイリアスを設定します。

--set-setting vmware-workstation
serialNumber

Workstation Pro のインストール時に、ライセンス キーを入力できます。ライセンス キー
にハイフンを含めて入力してください（例：xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx）。

Workstation Pro のアップグレード
以前のバージョンの Workstation から最新バージョンの Workstation Pro にアップグレードするには、Workstation Pro
のインストール プログラムを実行します。

インストール プログラムは Workstation Pro のアップグレード時に、以前のバージョンの Workstation Pro を削除して
から新しいバージョンをインストールします。

最新機能を使用するには、以前のバージョンの Workstation で作成された仮想マシンを最新バージョンの Workstation Pro
にアップグレードする必要があります。

n アップグレードを開始する前に (P. 25)

Workstation Pro をアップグレードする前に、いくつかの手順を実行する必要があります。

n Windows ホスト上での Workstation Pro のアップグレード (P. 26)

Windows ホスト システムで最新バージョンの Workstation Pro にアップグレードするには、Windows 用の
Workstation Pro セットアップ プログラムとインストール ウィザードを実行します。

n Linux ホスト上での Workstation Pro のアップグレード (P. 28)

Linux ホスト システムで最新バージョンの Workstation Pro にアップグレードするには、Workstation Pro 用の
Linux バンドル インストーラを実行します。ほとんどの Linux ディストリビューションでは、Linux バンドル イ
ンストーラを実行すると GUI ウィザードが起動されます。Red Hat Enterprise Linux 5.1 など一部の Linux ディ
ストリビューションでは、GUI ウィザードではなくコマンドライン ウィザードがバンドル インストーラによって
起動されます。--console オプションを使用してインストーラを実行すると、ターミナル ウィンドウで
Workstation Pro をアップグレードできます。

n 仮想マシンのハードウェア互換性の変更 (P. 29)

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更できます。すべての仮想マシンに対してハードウェアのバージョンが設

定されています。ハードウェアのバージョンは、BIOS または EFI、仮想スロット数、最大 CPU 数、最大メモリ構
成、およびその他のハードウェア特性など、仮想マシンがどの仮想ハードウェア機能をサポートするかを表します。

アップグレードを開始する前に

Workstation Pro をアップグレードする前に、いくつかの手順を実行する必要があります。

手順

n すべての仮想マシンが Workstation 7.x、8、9、10、または 11 の仮想マシンであることを確認します。

Workstation 2 または 3 の仮想マシンからアップグレードを直接実行することはできません。

n 新しいバージョンの Workstation Pro のシステム要件を確認します。
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n 仮想マシンがバージョン 5.5 より前の Workstation で作成されており、その仮想マシンにスナップショットが設定
されている場合は、スナップショットを削除してください。

n Workstation 4、5.x、6.x、または 7.x からのアップグレードで、アップグレードする前のバージョンの Workstation
で特定の物理アダプタまたは仮想アダプタへのマッピングにブリッジ設定を使用していた場合は、これらの設定を控

えておきます。

Workstation Pro のアップグレード後、マッピングを作成し直す必要があります。

n 実行中のすべての仮想マシンを Workstation Pro でパワーオフします。

n 仮想マシンがサスペンド状態になっている場合は、Workstation Pro でレジュームしてからパワーオフします。

n バックグラウンドで実行している仮想マシンがある場合は、Workstation Pro で起動してパワーオフします。

n 仮想マシン ディレクトリにあるファイルのバックアップ コピーを作成し、他のディレクトリに保存して、すべての
仮想マシンをバックアップします。

バックアップが必要なファイルには、.vmdk または .dsk ファイル、.vmx または .cfg ファイル、および .nvram
ファイルが含まれます。アップグレード パスによっては、Workstation Pro の最新バージョンと旧バージョンの両
方で仮想マシンを実行できないことがあります。

n Windows XP 上の Workstation 6.x から Windows Vista または Windows 7 上の最新バージョンの Workstation Pro
にアップグレードする場合は、Service Pack 2 がインストールされていることを確認してからホスト OS を Windows
Vista または Windows 7 にアップグレードします。

n Windows Vista 上の Workstation 5.x を Windows Vista 上の最新バージョンの Workstation Pro にアップグレー
ドする場合は、Windows のコントロール パネルで [プログラム] - [プログラムと機能] - [プログラムのアンインス
トール] を選択して、Workstation 5.x を手動でアンインストールします。

n Windows XP 上の Workstation 5.x から Windows Vista または Windows 7 上の最新バージョンの Workstation Pro
にアップグレードする場合は、Windows のコントロール パネルで [プログラムの追加と削除] を選択して、
Workstation 5.x を手動でアンインストールします。

Windows XP から Windows Vista または Windows 7 へのアップグレード時に、仮想マシンの場所が変更される場合が
あります。Windows Vista および Windows 7 のアップグレードは、レジストリを使って仮想マシンを新しい場所にマッ
プします。Windows XP からアップグレードする前の仮想マシンの場所はデフォルトで C:\Documents and
Settings\<username>\My Documents\My Virtual Machines です。アップグレード後の Windows Vista お
よび Windows 7 の仮想マシンの場所はデフォルトで C:\Users\<username>\Documents\Virtual
Machines\<guestOSname> です。

Windows ホスト上での Workstation Pro のアップグレード
Windows ホスト システムで最新バージョンの Workstation Pro にアップグレードするには、Windows 用の
Workstation Pro セットアップ プログラムとインストール ウィザードを実行します。

リモート接続および仮想マシンの共有は、Workstation Pro をアップグレードするとデフォルトで有効になります。リ
モート接続を有効にすると、リモート ホストに接続してリモート仮想マシンを実行できます。仮想マシンの共有を有効に
すると、他の Workstation Pro インスタンスからリモートでアクセス可能な仮想マシンを作成できます。

共有仮想マシンは、VMware Workstation Server （VMware Workstation Server サービス）が管理する共有仮想マシ
ン ディレクトリに格納されます。リモート ユーザーは、ホスト システムの HTTPS ポート 443 を介して VMware
Workstation Server に接続されます。

アップグレード時に共有仮想マシン ディレクトリを変更したり、他のポートを選択したりするには、[カスタム] オプショ
ンを選択する必要があります。Workstation Pro のアップグレード後に共有 VM の Workstation Pro 環境設定を変更す
ることにより、共有仮想マシン ディレクトリの変更、別のポートの選択、リモート接続および仮想マシンの共有の無効化
を実行できます。
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開始する前に

n ホスト システムがホスト システムの要件を満たすことを確認します。「Workstation Pro のホスト システム要
件 (P. 9)」を参照してください。

n ライセンス キーが手元にあることを確認してください。

n ホスト システム上で管理者権限を持っていることを確認します。

n アップグレードを準備します。「アップグレードを開始する前に (P. 25)」を参照してください。

手順

1 Administrator ユーザーまたはローカルの Administrators グループのメンバーとして、Windows ホスト システム
にログインします。

ドメインにログインする場合、ドメイン アカウントもローカルの Administrator である必要があります。

2 VMware-workstation-<xxxx-xxxx>.exe ファイルをダブルクリックします。ここで、<xxxx-xxxx> はバー
ジョン番号とビルド番号です。

3 [アンインストール] をクリックして以前のバージョンの Workstation Pro をアンインストールします。

4 ホスト システムの再起動後、Administrator ユーザーまたはローカルの Administrators グループのメンバーとし
てホスト システムにログインします。

ドメインにログインする場合、ドメイン アカウントもローカルの Administrator である必要があります。

5 セットアップ オプションを選択します。

オプション 説明

標準 Workstation Pro の標準機能をインストールします。Integrated Virtual Debugger
for Eclipse がホスト システムに存在する場合は、関連する Workstation Pro プラグ
インがインストールされます。

カスタム インストールする Workstation Pro 機能を選択して、インストール先を指定できま
す。共有仮想マシン ディレクトリや VMware Workstation Server のポートを変更
したり、拡張仮想キーボード ドライバをインストールしたりする場合にこのオプショ
ンを選択します。拡張仮想キーボード ドライバは、各国語対応のキーボードや特殊な
キーを持つキーボードを適切に処理します。

 

6 プロンプトに従ってアップグレードを完了します。

設定によっては、インストールの完了後にホスト システムの再起動が必要となる場合があります。

Workstation Pro のアップグレードが完了し、ホスト システムを再起動すると VMware Workstation Server サービス
が起動します。VMware Workstation Server サービスは、ホスト システムの再起動のたびに起動します。

次に進む前に

最新機能を使用するには、既存の仮想マシンを新しいバージョンの Workstation Pro にアップグレードする必要があり
ます。「仮想マシンのハードウェア互換性の変更 (P. 29)」を参照してください。

以前のバージョンの Workstation Pro で、仮想ネットワークを特定の物理アダプタまたは仮想アダプタにマップするブ
リッジ設定を使用していた場合は、マッピングを作成し直します。以前のバージョンの Workstation で作成したチーム
は、新しいバージョンの Workstation Pro で使用できるように変換します。
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Linux ホスト上での Workstation Pro のアップグレード
Linux ホスト システムで最新バージョンの Workstation Pro にアップグレードするには、Workstation Pro 用の Linux
バンドル インストーラを実行します。ほとんどの Linux ディストリビューションでは、Linux バンドル インストーラを
実行すると GUI ウィザードが起動されます。Red Hat Enterprise Linux 5.1 など一部の Linux ディストリビューション
では、GUI ウィザードではなくコマンドライン ウィザードがバンドル インストーラによって起動されます。--console
オプションを使用してインストーラを実行すると、ターミナル ウィンドウで Workstation Pro をアップグレードできます。

リモート接続および仮想マシンの共有は、Workstation Pro をアップグレードするとデフォルトで有効になります。リ
モート接続を有効にすると、リモート ホストに接続してリモート仮想マシンを実行できます。仮想マシンの共有を有効に
すると、他の Workstation Pro インスタンスからリモートでアクセス可能な仮想マシンを作成できます。

共有仮想マシンは、VMware Workstation Server （vmware-workstation-server）が管理する共有仮想マシン ディ
レクトリに格納されます。リモート ユーザーは、ホスト システムの HTTPS ポート 443 を介して VMware Workstation
Server に接続されます。

アップグレード時に共有仮想マシン ディレクトリを変更したり、他のポートを選択したりするには、--custom オプ
ションを指定する必要があります。Workstation Pro のアップグレード後に共有 VM の Workstation Pro 環境設定を変
更することにより、共有仮想マシン ディレクトリの変更、別のポートの選択、リモート接続および仮想マシンの共有の無
効化を実行できます。

開始する前に

n ホスト システムがホスト システムの要件を満たすことを確認します。「Workstation Pro のホスト システム要
件 (P. 9)」を参照してください。

n ライセンス キーが手元にあることを確認してください。

n アップグレードを準備します。「アップグレードを開始する前に (P. 25)」を参照してください。

n Linux コマンドライン インストール オプションについて理解しておく必要があります。一部の構成設定の指定には
--custom オプションを使用する必要があります。「Linux コマンド ライン インストール オプション (P. 24)」を参
照してください。

n ホスト システムへの root アクセス権があることを確認します。

手順

1 Workstation Pro を実行するときに使用するユーザー名でホスト システムにログインします。

2 root に切り替えます。

例： su root

使用するコマンドは、Linux ディストリビューションおよび構成によって異なります。

3 ディレクトリを Workstation Pro インストーラ ファイルが含まれるディレクトリに変更します。

4 ホスト システムに対応する Workstation Pro インストーラを実行します。

例：sh VMware-Workstation-<xxxx-xxxx>.<architecture>.bundle [--<option>]

<xxxx-xxxx> はバージョン番号とビルド番号、<architecture> は i386 または x86_64、<option> はコマンド ラ
イン オプションです。

5 Open Virtualization Format（OVF）Tool のライセンス契約に同意します。

--console オプションを使用する場合、または GUI ウィザードをサポートしないホスト システムに
Workstation Pro をインストールする場合、Enter キーを押して使用許諾契約を最後までスクロールして確認する
か、q を入力して [yes/no] プロンプトにスキップします。

6 プロンプトの指示に従って、インストールを完了します。
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Workstation Pro のアップグレード後に、vmware-workstation-server がホスト システムで起動します。vmware-
workstation-server は、ホスト システムの再起動時に毎回起動します。

次に進む前に

最新機能を使用するには、既存の仮想マシンを新しいバージョンの Workstation Pro にアップグレードする必要があり
ます。「仮想マシンのハードウェア互換性の変更 (P. 29)」を参照してください。

以前のバージョンの Workstation Pro で、仮想ネットワークを特定の物理アダプタまたは仮想アダプタにマップするブ
リッジ設定を使用していた場合は、マッピングを作成し直します。以前のバージョンの Workstation で作成したチーム
は、新しいバージョンの Workstation Pro で使用できるように変換します。

仮想マシンのハードウェア互換性の変更

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更できます。すべての仮想マシンに対してハードウェアのバージョンが設定され

ています。ハードウェアのバージョンは、BIOS または EFI、仮想スロット数、最大 CPU 数、最大メモリ構成、およびそ
の他のハードウェア特性など、仮想マシンがどの仮想ハードウェア機能をサポートするかを表します。

Workstation Pro をアップグレードする際、新しいバージョンの Workstation Pro で提供される新機能を使用できるよ
うにするために、以前のバージョンの Workstation Pro で作成した仮想マシンのハードウェアの互換性を変更する必要
があります。古いバージョンの仮想マシンは新しいバージョンの Workstation Pro で実行できますが、新機能を活用す
ることはできません。

現在使用している他の VMware 製品との互換性を保持するために、ハードウェアの互換性を最新の Workstation Pro の
バージョンに変更しない場合があります。

注意   仮想マシンのハードウェアの互換性を変更しない場合でも、VMware Tools を最新のバージョンにアップグレード
して VMware Tools の最新機能を使えるようにすることをお勧めします。

開始する前に

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更するときの注意事項や制限事項について理解しておく必要があります。「仮想マ

シンのハードウェアの互換性を変更する際の注意事項 (P. 30)」を参照してください。

手順

1 仮想ディスク（.vmdk）ファイルのバックアップ コピーを作成します。

2 Workstation 5.x 仮想マシンからアップグレードする場合、または Workstation 5.x 仮想マシンにダウングレードす
る場合は、ゲスト OS の NIC 設定を控えておきます。

仮想マシンに固定 IP アドレスを指定している場合は、アップグレード後は DHCP により IP アドレスが自動的に割
り当てられるように設定が変更されることがあります。

3 ゲスト OS をシャットダウンしてから仮想マシンをパワーオフにします。

4 仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [ハードウェア互換性の変更] を選択します。

5 ウィザードのプロンプトに従って、仮想マシンのハードウェアの互換性を変更します。

ハードウェアの互換性設定を選択すると、その設定と互換性のある VMware 製品のリストが表示されます。たとえ
ば、Workstation 4、5、または 6 を選択すると、その Workstation ではサポートされない Workstation 6.5 以降
の機能のリストも表示されます。

注意   Workstation 10 を使用して、共有仮想マシンやリモート仮想マシンのハードウェアの互換性を変更します。
ただし、以前に作成した仮想マシンのグレードダウンはできません。
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6 仮想マシンをパワーオンします。

Windows 98 オペレーティング システムがインストールされている仮想マシンを Workstation 6.5 以降の仮想マシ
ンにアップグレードする場合は、仮想マシンをパワーオンするときに PCI-PCI ブリッジ ドライバをインストールす
る必要があります。

注意   Workstation 6.5 以降のバージョンでは、PCI-PCI ブリッジが Workstation 6 より 32 個多いため、プロンプ
トに 32 または 33 回応答する必要があります。

7 ゲスト OS の NIC 設定が変更されている場合は、控えておいた NIC 設定を使って元の設定に戻してください。

8 仮想マシンに最新バージョンの VMware Tools がインストールされていない場合は、VMware Tools を更新します。

仮想マシンを以前のバージョンの Workstation Pro にアップグレードする場合でも、最新バージョンの
Workstation Pro で提供される VMware Tools のバージョンにアップデートする必要があります。新しいバージョ
ンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

注意   物理ディスクから実行する仮想マシンをアップグレードしようとすると、「<ドライブ名>をアップグレードすることがで

きません。パラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラー メッセージが表示されることがありますが、このメッ
セージは無視してください。

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更する際の注意事項

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更する前に、いくつかの注意事項や制限事項について理解しておく必要があります。

n Workstation 5.x、6、6.5、7.x およびそれ以降の仮想マシンでは、元の仮想マシンのバージョンを変更するか、ま
たは完全クローンを作成するかを選択できます。完全クローンを作成する場合、元の仮想マシンはそのままの状態で

残されます。

n ESX Server と互換性のある Workstation 5.x の仮想マシンを Workstation 6、6.5、7.x またはそれ以降にアップグ
レードした場合、後で [ハードウェアの互換性を変更] ウィザードを使用して ESX 互換の仮想マシンに再度ダウング
レードすることはできません。

n Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows 7、または Windows 8 の仮想マシンをアッ
プグレードする場合は、Microsoft プロダクト アクティベーション機能によりゲスト OS のアクティベーションを再
度行うように求められる場合があります。

n Workstation 9 以前のものを使用して、共有またはリモート仮想マシンのハードウェアの互換性を変更することはで
きません。

n Workstation 10 以降を使用すると、共有やリモート仮想マシンのハードウェアの互換性を変更できます。ただし、
以前に作成した仮想マシンのグレードダウンはできません。

Workstation Pro のアンインストール
Windows ホストから Workstation Pro をアンインストールするには、Windows のセットアップ プログラムを使用し
ます。Linux ホストから Workstation Pro をアンインストールするには、バンドル インストーラを実行します。

重要   Workstation Pro をアンインストールして構成を保存しないと、Workstation Pro を再インストールしたときに、
共有仮想マシンが仮想マシン ライブラリの [共有 VM] リストに表示されなくなります。再びリストに仮想マシンを表示す
るには、それらを再度共有にする必要があります。
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Windows ホストからの Workstation Pro のアンインストール
Windows ホスト システムから Workstation Pro をアンインストールするには、Windows セットアップ プログラムを
実行します。

手順

1 Administrator ユーザーまたはローカルの Administrators グループのメンバーとして、Windows ホスト システム
にログインします。

ドメインにログインする場合、ドメイン アカウントもローカル管理者である必要があります。

2 VMware-workstation-<xxxx-xxxx>.exe ファイルをダブルクリックします。ここで、<xxxx-xxxx> はバー
ジョン番号とビルド番号です。

3 ようこそ画面で [次へ] クリックしてから [削除] をクリックします。

4 (オプション) 製品ライセンスおよび Workstation Pro の構成情報を保存するには、該当するチェック ボックスを選
択します。

5 [次へ] をクリックして Workstation Pro のアンインストールを開始します。

Linux ホストからの Workstation Pro のアンインストール
Workstation Pro を Linux ホストからアンインストールするには、コマンドを実行する必要があります。

開始する前に

ホスト システムへの root アクセス権があることを確認します。

手順

1 Workstation Pro を実行するときに使用するユーザー名で Linux ホスト システムにログインします。

2 root に切り替えます。

例： su root

使用するコマンドは、Linux ディストリビューションおよび構成によって異なります。

3 ターミナル ウィンドウで、vmware-installer -u vmware-workstation を入力します。

4 [次へ] をクリックして Workstation Pro のアンインストールを開始します。

Workstation Pro の起動
Workstation Pro の起動方法は、ホスト システムのプラットフォームと、Workstation Pro のインストール時に選択し
たオプションに応じて変わります。

Windows ホスト システムでは、[スタート] メニュー項目に加えて、デスクトップ ショートカット、クイック起動ショー
トカット、またはその両方を使用できます。

Linux ホスト システムでは、コマンド ラインから Workstation Pro を起動します。Red Hat Enterprise Linux 5.1 など
一部の Linux ディストリビューションでは、[アプリケーション] の [システム ツール] メニューからも Workstation Pro
を起動できます。

手順

n Windows ホスト システムで Workstation Pro を起動するには、[スタート] - [プログラム] - [VMware] - [VMware
Workstation] を選択します。
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n Linux ホスト システムで Workstation Pro を起動するには、ターミナル ウィンドウで vmware コマンドを入力し
ます。

オプション コマンド

/usr/bin がデフォルトのパスにある vmware &

/usr/bin がデフォルトのパスにない /usr/bin/vmware &
 

Workstation Pro の初回起動時に、Workstation Pro はエンド ユーザー ライセンス基本契約書に対する同意を求めるプ
ロンプトを表示します。Workstation Pro を起動すると、Workstation Pro ウィンドウが開きます。

Workstation Pro ウィンドウの使用
仮想マシンは、ホスト システムの画面上で実行される別のコンピュータと同様です。Workstation Pro が表示できるの
は、別のコンピュータのスクリーンだけではありません。Workstation Pro ウィンドウから仮想マシンにアクセスし、実
行することが可能です。また、仮想マシンから別の仮想マシンへの切り替えも容易な操作で実行できます。

Workstation Pro の使用方法を学ぶ最良の方法は、まず使ってみることです。Workstation Pro ウィンドウは、直感的に
使いやすくなっています。

n Workstation Pro ウィンドウでの仮想マシンの使用 (P. 32)

Workstation Pro ウィンドウを使用して、仮想マシンを操作できます。

n 仮想マシン ライブラリの使用 (P. 33)

仮想マシン ライブラリは、Workstation Pro ウィンドウの左側に表示されます。ライブラリを使用して、
Workstation Proの仮想マシン、フォルダ、リモート ホストを表示、選択します。ライブラリは、デフォルトで表
示されます。

n サムネイル バーの使用 (P. 34)

サムネイル バーは、Workstation Pro ウィンドウの下部に表示されます。

n ステータス バーの使用 (P. 34)

ステータス バーは、Workstation Pro ウィンドウの下部に表示されます。ステータス バーにあるアイコンを使用
して、Workstation Pro のメッセージを表示したり、ハード ディスク、CD/DVD ドライブ、フロッピー ドライ
ブ、ネットワーク アダプタなどのデバイスを操作したりできます。ステータス バーはデフォルトで表示されます。

n Workstation Pro タブの使用 (P. 34)

ライブラリの項目を選択すると、Workstation Pro は Workstation Pro ウィンドウの右ペインにタブを作成しま
す。タブは、デフォルトで表示されます。

n Workstation Pro ウィンドウのカスタマイズ (P. 35)

[表示] メニューから項目を選択して、Workstation Pro ウィンドウの外観をカスタマイズできます。

n ホット キーの組み合わせ (P. 35)

キーボード ショートカットを使用して、Workstation Pro および仮想マシンを操作できます。Workstation Pro で
使用できるほとんどのキーボード ショートカットは、Workstation Pro のメニューで関連するコマンドの横に表示
されています。

Workstation Pro ウィンドウでの仮想マシンの使用
Workstation Pro ウィンドウを使用して、仮想マシンを操作できます。

手順

n [ホーム] タブにあるアイコンを使用して、新しい仮想マシンを作成したり、既存の仮想マシンを開いたり、
Workstation Pro のヘルプ システムを表示したりできます。
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n ライブラリでパワーオフ状態の仮想マシンを選択するか、そのタブをクリックすると、仮想マシンの概要ビューが表

示されます。

概要ビューには、構成情報の概要と仮想マシンの状態が表示されます。概要ビューから、仮想マシンのパワーオンお

よび仮想マシンの設定の編集を実行できます。

n ライブラリでアクティブな仮想マシンを選択するか、そのタブをクリックすると、コンソール ビューが表示されます。

コンソール ビューは、物理コンピュータのモニタ表示に似ています。ツールバーにある [コンソール ビュー] ボタン
をクリックすることで、コンソール ビューと概要ビュー間を切り替えることができます。

n Workstation Pro ウィンドウの上部のメニュー バーにある [VM] メニューを使用することで、選択した仮想マシン
のすべての操作を実行できます。

[VM] メニューは、仮想マシンがパワーオンまたはパワーオフ状態のときに使用できます。仮想マシンの現在の状態
でサポートされていない操作の場合は、そのメニュー項目を使用できません。

n ライブラリで仮想マシンを選択して、Workstation Pro ウィンドウの上部のツール バーにあるボタンを使用するこ
とで、選択した仮想マシンの一般的な操作と表示の変更を実行できます。

ツール バーにあるボタンでは、スナップショットの作成と管理、フル スクリーン モードとユニティ モードの開始、
複数のモニタのサイクル、およびコンソール ビューと概要ビュー間の切り替えを実行できます。

n 仮想マシンがパワーオン状態の場合、Workstation Pro ウィンドウの下部のステータス バーにあるアイコンを使用
して、Workstation Pro のメッセージを表示したり、CD/DVD ドライブ、フロッピー ドライブ、ネットワーク ア
ダプタなどの仮想デバイスを操作したりできます。

取外し可能デバイスのアイコンをクリックまたは右クリックすることで、デバイスの接続または切断を実行したり、

デバイスの設定を編集したりできます。[メッセージ ログ] アイコンをクリックすると、メッセージ ログが表示され
ます。メッセージには、仮想マシンに関する警告情報が含まれます。アイコンの表示が薄いときは、すべてのメッ

セージが既読であることを表します。

n ライブラリ内のアイテムを選択するか、タブをクリックすることで、仮想マシン、フォルダ、リモート ホスト間の
切り替えをすばやく実行できます。

仮想マシン ライブラリの使用
仮想マシン ライブラリは、Workstation Pro ウィンドウの左側に表示されます。ライブラリを使用して、Workstation Pro
の仮想マシン、フォルダ、リモート ホストを表示、選択します。ライブラリは、デフォルトで表示されます。

開始する前に

ライブラリが表示されていない場合、[表示] - [カスタマイズ] - [ライブラリ] を選択します。

手順

n ライブラリの仮想マシン、フォルダ、リモート ホストを右クリックしてコンテキスト メニューを表示し、一般的な
操作を実行します。

n ライブラリの特定の仮想マシンを検索するには、検索ボックスに名前、説明の一部、ゲスト OS 名を入力します。

たとえば、ゲスト OS が Windows 8 の仮想マシンをすべて検索するには、Windows 8 と入力します。フォルダお
よびリモート ホストも検索できます。

n ライブラリの仮想マシンまたはフォルダをお気に入りとしてマークするには、仮想マシンまたはフォルダを右クリッ

クして [お気に入りとしてマーク] を選択するか、星のアイコンをクリックします。

n パワーオンされている仮想マシンまたはお気に入り項目のみを表示するには、ライブラリのドロップダウン メニュー
を使用します。

デフォルトでは、ライブラリにはすべての項目が表示されます。

n ライブラリから項目を削除するには、項目を右クリックして [削除] を選択します。
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サムネイル バーの使用
サムネイル バーは、Workstation Pro ウィンドウの下部に表示されます。

アクティブな仮想マシンの場合、Workstation Pro はサムネイルをリアルタイムでアップデートし、仮想マシンの現時点
の内容を示します。仮想マシンがサスペンドされた状態の場合、サムネイルは、仮想マシンがサスペンドされた時点のス

クリーンショットを示します。

開始する前に

サムネイル バーが表示されていない場合、[表示] - [カスタマイズ] - [サムネイル バー] を選択します。

手順

n サムネイルをクリックして、仮想マシンの概要ビューまたはコンソール ビューを表示できます。

n サムネイルをクリックして、仮想マシンから別の仮想マシンへすばやく切り替えることができます。

n サムネイルの順序を変更するには、仮想マシンのタブの順序を変更します。

サムネイルは、仮想マシンのタブと同じ順序で表示されます。仮想マシンのタブを移動するには、新しい場所にド

ラッグ アンド ドロップします。

n サムネイル バーに表示される仮想マシンを変更するには、サムネイル バー ドロップダウン メニューから [仮想マシ
ンを開く] または [仮想マシンのフォルダ表示] を選択します。

ドロップダウン メニューは、サムネイル バーの下矢印をクリックすると表示されます。

ステータス バーの使用
ステータス バーは、Workstation Pro ウィンドウの下部に表示されます。ステータス バーにあるアイコンを使用して、
Workstation Pro のメッセージを表示したり、ハード ディスク、CD/DVD ドライブ、フロッピー ドライブ、ネットワー
ク アダプタなどのデバイスを操作したりできます。ステータス バーはデフォルトで表示されます。

手順

n ステータス バーにあるアイコンの上にマウス ポインタを移動すると、その名前が表示されます。

n 取外し可能デバイスのアイコンをクリックまたは右クリックすることで、デバイスの接続または切断を実行したり、

デバイスの設定を編集したりできます。

n メッセージ ログ アイコンをクリックすると、メッセージ ログが表示されます。

メッセージには、仮想マシンに関する警告情報が含まれます。アイコンの表示が薄いときは、すべてのメッセージが

既読であることを表します。

Workstation Pro タブの使用
ライブラリの項目を選択すると、Workstation Pro は Workstation Pro ウィンドウの右ペインにタブを作成します。タ
ブは、デフォルトで表示されます。

手順

n [ホーム] タブのリンクを使用して、仮想マシンを作成したり、仮想マシンを開いたり、リモート サーバに接続した
り、物理マシンを仮想化したり、仮想ネットワーク エディタを使用したり、Workstation Pro の設定をカスタマイ
ズしたり、ソフトウェア アップデートをダウンロードしたり、ヘルプ システムを表示したりします。

n 仮想マシンのタブを使用して、仮想マシンの構成情報を表示したり、仮想マシンのハードウェアおよびオプション設

定を変更したり、仮想マシンの説明を作成または変更したりできます。

n [共有 VM] タブを使用して、ホスト システムのすべての共有仮想マシンの情報を表示できます。
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n リモート ホストのタブを使用して、リモート ホストの CPU、メモリ、ディスクの使用状況などの情報、リモート ホ
ストで実行する仮想マシンおよび仮想マシンのタスクを参照できます。

n タブを閉じるには、[ファイル] - [タブを閉じる] を選択します。

Workstation Pro ウィンドウのカスタマイズ
[表示] メニューから項目を選択して、Workstation Pro ウィンドウの外観をカスタマイズできます。

手順

1 [表示] - [カスタマイズ] を選択して、Workstation Pro のウィンドウ表示を選択します。

オプション 説明

ライブラリ ウィンドウの左側に仮想マシン ライブラリが表示されます。ライブラリを使用して、
Workstation Proの仮想マシン、フォルダ、リモート ホストを表示、選択できます。
ライブラリは、デフォルトで表示されます。

サムネイル バー サムネイル バーは、ウィンドウの下部に表示されます。選択されたサムネイル バー
オプションによって、サムネイル バーには開いているすべての仮想マシンまたは選択
したフォルダ内の仮想マシンが表示されます。

ツール バー ツール バーは、ウィンドウの上部に表示されます。ツール バーのアイコンを使用し
て、仮想マシンの開始および終了、スナップショットの作成、表示の変更など、一般

的なタスクを実行できます。ツール バーはデフォルトで表示されます。

ステータス バー ステータス バーは、仮想マシンが選択されている場合にウィンドウの下部に表示され
ます。ステータス バーにあるアイコンを使用して、Workstation Pro のメッセージ
を表示したり、ハード ディスク、CD/DVD ドライブ、フロッピー ドライブ、ネット
ワーク アダプタなどの仮想マシン デバイスを操作したりできます。ステータス バー
はデフォルトで表示されます。

タブ ライブラリの項目を選択すると、Workstation Pro の右ペインにタブが作成されま
す。タブは、デフォルトで表示されます。

 

2 サムネイル バーに表示する仮想マシンを指定するには、[表示] - [カスタマイズ] - [サムネイル バーのオプション] を
選択します。

オプション 説明

開いている仮想マシン サムネイル バーには、開いているすべての仮想マシンのサムネイルが表示されます。

仮想マシンのフォルダ表示 サムネイル バーには、選択したフォルダ内の仮想マシンのサムネイルが表示されます。
 

ホット キーの組み合わせ
キーボード ショートカットを使用して、Workstation Pro および仮想マシンを操作できます。Workstation Pro で使用
できるほとんどのキーボード ショートカットは、Workstation Pro のメニューで関連するコマンドの横に表示されてい
ます。

表 2‑4.  ホット キーの組み合わせ

ショートカット 操作

Ctrl+G キーボードおよびマウスの入力を有効にします。

Ctrl+Alt マウス カーソルを解放します。

<Ctrl> + <Alt> + <Insert> ゲスト OS のシャットダウン、またはゲスト OS の種類によってはログオフ。このコマンドは、仮想マシ
ンだけで認識されます。

<Ctrl> + <Alt> +
<Delete>

ゲスト OS のシャットダウン、またはオペレーティング システムの種類によってはログオフ。
Windows ホストで拡張仮想キーボード機能を使用しない場合は、Workstation Pro が入力先になってい
る場合でも、このコマンドはホスト OS と仮想マシンの両方で認識されます。ホスト OS のセッション終
了画面をキャンセルしてから仮想マシンに戻り、ログオフまたはシャットダウンするか、あるいは管理タ

スクを実行します。
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表 2‑4.  ホット キーの組み合わせ (続き)

ショートカット 操作

<Ctrl> + <Alt> + <Enter> フル スクリーン モードを開始します。

<Ctrl> + <Alt> + スペース
バー

すべてのコマンドを仮想マシンに送信し、Workstation Pro では処理しません。<Ctrl> + <Alt> を押し
たままスペースバーを押して放し、そのまま <Ctrl> + <Alt> キーを押しながら組み合わせの次のキーを
押します。

<Ctrl> + <Tab>
<Ctrl> + <Shift> + <Tab>

（Windows ホストのみ）タブ間を切り替えます。

<Ctrl> + <Alt> + 右方向
キー

フル スクリーン モードで、パワーオン状態の次の仮想マシンに切り替えます。

<Ctrl> + <Alt> + 左方向
キー

フル スクリーン モードで、1 つ前のパワーオン状態の仮想マシンに切り替えます。

<Ctrl> + <Shift> + U ユニティ モードで、仮想マシンの [スタート] または [アプリケーション] メニューにアクセスします。
ユニティ環境設定を変更して、ユニティ ホットキーの組み合わせを変更できます。

Workstation Pro で仮想マシンの一般的な操作のホットキーの組み合わせを Ctrl + Shift キーに変更した場合、Ctrl + Alt
キーではなく Ctrl + Shift キーを押して現在の仮想マシンからコントロールを解放します。

Workstation Pro のオンライン ヘルプの使用
Workstation Pro のオンライン ヘルプは、Workstation Pro の設定と一般的なタスクに関する情報を提供します。オン
ライン ヘルプを使うと、Workstation Pro の環境設定や仮想ハードウェアの設定、仮想マシンのオプションに関する情
報をすばやく入手できます。

たとえば、仮想マシンを構成中に特定のハードウェアの設定に関する情報が必要になった場合は、その設定のダイアログ

ボックスにある[ヘルプ] をクリックします。ヘルプ ウィンドウが開いて関連するヘルプ トピックが右パネルに表示されま
す。ヘルプ システム全体を表示するには、[ヘルプ] - [ヘルプ トピック]（Windows ホストの場合）、または [ヘルプ] - [目
次]（Linux ホストの場合）を選択します。
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仮想マシンの作成 3
Workstation Pro 内に新規の仮想マシンを作成するには、[新規仮想マシン] ウィザードを使用する、既存の Workstation Pro
仮想マシンまたは仮想マシン テンプレートのクローンを作成する、サードパーティ製または Open Virtualization Format
(OVF) 準拠の仮想マシンをインポートする、物理マシンから仮想マシンを作成するといった方法があります。

共有仮想マシン（リモート ユーザーが使用可能）およびリモート ホスト上で動作する仮想マシンを作成することもでき
ます。第 8 章「リモート接続の使用と仮想マシンの共有 (P. 207)」を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンの概要 (P. 37)

n 仮想マシンの新規作成の準備 (P. 38)

n ローカル ホストの仮想マシンの新規作成 (P. 47)

n 仮想マシンのクローン (P. 52)

n 物理マシンの仮想化 (P. 54)

n 仮想マシンのインポート (P. 56)

n VMware Tools のインストールとアップグレード (P. 57)

n 仮想マシン ファイル (P. 68)

仮想マシンの概要

仮想マシンは、物理マシン同様にオペレーティング システムおよびアプリケーションを実行するソフトウェア コンピュー
タです。仮想マシンは、仮想マシンが実行される物理マシンの物理リソースを使用します。物理マシンをホスト システム
と呼びます。仮想マシンには物理ハードウェアと同じ機能を提供する仮想デバイスが含まれ、さらに移植性、管理性、セ

キュリティに優れています。

仮想マシンのオペレーティング システムおよび仮想リソースは、物理コンピュータとほぼ同じ方法で管理します。たとえ
ば、仮想マシンのオペレーティング システムは、物理コンピュータのオペレーティング システムと同じ方法でインストー
ルします。オペレーティング システム ベンダーからインストール ファイルが含まれる CD-ROM、DVD、ISO イメージ
を入手する必要があります。
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仮想マシンの新規作成の準備

[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、Workstation Pro に仮想マシンを新規作成します。仮想マシンのさまざまな設
定の決定を求めるプロンプトが表示されます。[新規仮想マシン] ウィザードを起動する前に、これらの設定について決定
しておく必要があります。

仮想マシン構成の選択

[新規仮想マシン] ウィザードを起動すると、標準構成とカスタム構成のどちらを選択するかを求めるプロンプトが表示さ
れます。

標準構成

標準構成を選択した場合、仮想マシンのいくつかの基本設定を指定するか、デフォルト設定を使用する必要があります。

n ゲスト OS のインストール方法。

n 仮想マシンの名前と仮想マシン ファイルの場所。

n 仮想ディスクのサイズと仮想ディスクを複数の仮想ディスク ファイルに分割するかどうか。

n メモリ割り当て、仮想プロセッサの数、ネットワーク接続タイプなどの特定のハードウェア設定をカスタマイズする

かどうか。

カスタム構成

ハードウェア カスタマイズで次のいずれかを実行する必要がある場合、カスタム構成を選択する必要があります。

n デフォルトのハードウェア互換性設定とは異なる Workstation Pro バージョンの仮想マシンを作成する場合。

n SCSI コントローラの I/O コントローラ タイプを選択する場合。

n 仮想ディスク デバイス タイプを選択する場合。

n 仮想ディスクを新規作成するのではなく、物理ディスクまたは既存の仮想ディスクを構成する場合。

n 仮想ディスク領域を最大ディスク領域まで徐々に大きくするのではなく、すべての仮想ディスク領域を割り当てる場

合。

仮想マシン ハードウェアの互換性設定の選択
すべての仮想マシンに対してハードウェアのバージョンが設定されています。ハードウェアのバージョンは、BIOS また
は EFI、仮想スロット数、最大 CPU 数、最大メモリ構成、およびその他のハードウェア特性など、仮想マシンがどの仮想
ハードウェア機能をサポートするかを表します。仮想マシンのハードウェアの互換性設定により仮想マシンのハードウェ

ア機能が決まります。

標準構成を選択すると、ウィザードは、Workstation Pro の環境設定で構成されたデフォルトのハードウェア互換性設定
を使用します。デフォルトでは、デフォルトのハードウェア互換性設定は、インストールされている Workstation Pro の
バージョンです。

[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成を選択すると、仮想マシンのハードウェア互換性設定を選択するよう求める
プロンプトが表示されます。ハードウェアの互換性設定を選択すると、その選択と互換性のある VMware 製品およびバー
ジョンのリストが表示されます。選択した設定に対する制限事項と使用できない機能のリストも表示されます。選択した

設定で機能の互換性チェック ボックスが使用できる場合は、チェック ボックスを選択して、さらに制限項目を表示でき
ます。

仮想マシンをデプロイして異なる VMware 製品で実行するには、その製品と互換性のあるハードウェア互換性設定を選
択する必要がある場合があります。
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ゲスト OS の選択
[新規仮想マシン] では、仮想マシンの内部で実行するオペレーティング システムのソース メディアを選択するよう求める
プロンプトが表示されます。物理ドライブに挿入されたインストーラ ディスクまたは ISO イメージ ファイルを指定でき
ます。または[新規仮想マシン] ウィザードによって未使用のハード ディスクを持つ仮想マシンを作成することもできます。

インストーラ ディスクまたは ISO イメージ ファイルを選択し、オペレーティング システムが簡易インストールをサポー
トしている場合、ゲスト OS が自動的にインストールされ、VMware Tools もインストールされます。インストーラ ディ
スクまたは ISO イメージ ファイルに製品キー コードが含まれ、すでに自動インストールを実行するように設定済みの場
合、簡易インストール機能を使用する唯一のメリットは、VMware Tools が自動的にインストールされることです。

注意   リモート仮想マシンの場合、インストーラ ディスクまたは ISO イメージ ファイルを選択する前に、物理ドライブ
または ISO イメージ ファイルがローカル ホストまたはリモート ホストのどちらにあるかを指定する必要があります。

[新規仮想マシン] ウィザードによって未使用のハードディスクを持つ仮想マシンを作成する場合、オペレーティング シス
テムとバージョンを指定するよう求めるプロンプトが表示されます。仮想マシンを作成した後、ゲスト OS を手動でイン
ストールする必要があります。Workstation Pro はこの情報を使用して、適切なデフォルト値と仮想マシンに関連する
ファイル名を設定し、パフォーマンス設定を調整し、ゲスト OS の特有の動作やバグに対応します。使用するオペレーティ
ング システムがウィザードのリストにない場合は、オペレーティング システムとバージョンの両方に [その他] を選択し
ます。

簡易インストールをサポートしているオペレーティング システムを簡易インストールを使用せずにインストールする場合
には、ウィザードに未使用のディスクを持つ仮想マシンを作成するように指示し、ゲスト OS を手動でインストールする
ことができます。

簡易インストール情報の提供

[新規仮想マシン] ウィザードが簡易インストールをサポートしているオペレーティング システムを検出すると、ゲスト
OS に関する情報がプロンプトに表示されます。仮想マシン作成後にゲスト OS が自動的にインストールされ、VMware
Tools もインストールされます。

Windows ゲスト OS では、次の簡易インストール情報を提供する必要があります。

表 3‑1.  Windows ゲストの簡易インストール情報

簡易インストール プロンプト 説明

[Windows プロダクト キー] （オプション）製品キーは、インストール メディアにボリューム ライセンス製品キーが含ま
れている場合を除いて入力してください。ここで製品キーを入力すると、ゲスト OS をイン
ストールするときには製品キーの入力を求めるプロンプトは表示されません。

[インストールする Windows のバージョン] インストールする Windows オペレーティング システムのエディションを選択してください。

[フル ネーム] ゲスト OS の登録に使用する名前。Administrator または Guest という名前は使用しない
でください。これらの名前を使用すると、ゲスト OS のインストール時には異なる名前を入
力する必要があります。

[パスワード] （オプション）Windows 2000 を除く Windows OS では Administrator アクセス権を持
つアカウントに使用するパスワード。Windows 2000 では、これは Administrator アカウ
ントのパスワードになります。Windows XP Home では、パスワードのない Administrator
アカウントが作成され、ゲスト OS に自動的にログインします。

[自動的にログオン（パスワードが必要）] （オプション）ログイン認証情報を保存し、仮想マシンをパワーオンしたときのログイン ダ
イアログ ボックスを省略します。この機能に使用する名前とパスワードを入力する必要があ
ります。

Linux ゲスト OS では、次の簡易インストール情報を提供する必要があります。
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表 3‑2.  Linux ゲストの簡易インストール情報

プロンプト 説明

[フル ネーム] 登録が必要な場合、ゲスト OS の登録に使用する名前。Workstation Pro では、名（ファー
スト ネーム）が仮想マシンのホスト名として使用されます。

[ユーザー名] ユーザー名。小文字、数字、ダッシュ記号を使用できます。ただし、ユーザー名の先頭文

字にダッシュ記号を使用しないでください。root という名前は使用しないでください。オ
ペレーティング システムによっては、このユーザーに sudo アクセス権が設定されます。
このユーザーに root 権限を割り当てるときは、su を使用する必要がある場合もあります。

[パスワード] [ユーザー名] および root ユーザーのパスワード。

「簡易インストールによる ゲスト OS のインストール (P. 49)」を参照してください。

仮想マシン名とファイルの場所の指定

[新規仮想マシン] ウィザードで、仮想マシン名と仮想マシン ファイルのディレクトリを求めるプロンプトが表示されます。

仮想マシン ファイルのデフォルトのディレクトリ名はゲスト OS の名前から生成され、たとえば Microsoft Windows
7 (32-bit) となります。

標準の仮想マシンでは、仮想マシン ファイルのデフォルトのディレクトリは仮想マシン ディレクトリ内にあります。最
適なパフォーマンスを実現するには、仮想マシン ディレクトリをネットワーク ドライブ上に配置しないようにします。
他のユーザーがその仮想マシンにアクセスする必要がある場合は、そのユーザーがアクセス可能な場所に仮想マシンのファ

イルを保存してください。

共有仮想マシンの場合、仮想マシン ファイルのデフォルトのディレクトリは共有仮想マシン ディレクトリ内にあります。
共有仮想マシン ファイルは共有仮想マシン ディレクトリ内に置く必要があります。

仮想マシン ディレクトリ

Workstation Pro は、仮想マシン ディレクトリに標準仮想マシンを保存します。

デフォルトの仮想マシン ディレクトリの場所は、ホスト OS によって異なります。

表 3‑3.  デフォルトの仮想マシン ディレクトリ

ホスト OS デフォルトの場所

Windows Server 2008 R2 C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My
Virtual Machines

<username> は現在ログインしているユーザーの名前です。

Windows 7
Windows 8
Windows 10

C:\Users\ <username> \Documents\Virtual Machines

<username> は現在ログインしているユーザーの名前です。

Linux <homedir>/vmware

<homedir> は現在ログインしているユーザーのホーム ディレクトリです。

共有仮想マシン ディレクトリ

Workstation Pro は共有仮想マシン ディレクトリに共有仮想マシンを保存し、VMware Workstation Server がこの共
有仮想マシンを管理します。

共有仮想マシン ディレクトリのデフォルトの場所は、ホスト OS によって異なります。
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表 3‑4.  デフォルトの共有仮想マシン ディレクトリ

ホスト OS デフォルトの共有仮想マシン ディレクトリ

Windows Server 2008 R2 C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Shared Virtual Machines

Windows 7
Windows 8
Windows 10

C:\Users\Public\Documents\Shared Virtual Machines

Linux /var/lib/vmware/Shared VMs

仮想マシンのプロセッサ数の選択

[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成を選択すると、仮想マシンのプロセッサ数を指定するよう求めるプロンプト
が表示されます。

複数の仮想プロセッサの指定は、2 つ以上の論理プロセッサを備えたホスト マシンのみでサポートされています。ハイ
パースレッド対応 CPU またはデュアルコア CPU を備えたシングル プロセッサ ホストは 2 つの論理プロセッサを備えて
いると見なされます。2 つの CPU を備えたマルチプロセッサ ホストは、デュアルコアまたはハイパースレッド対応であ
るかどうかに関係なく、2 つ以上の論理プロセッサを備えていると見なされます。

主に Office やインターネット生産性向上アプリケーションを実行する Windows 仮想マシンの場合は、複数の仮想プロ
セッサの使用は有益ではないため、デフォルトのシングル プロセッサが最適です。サーバの負荷が大きいものや、データ
量の多いコンピューティング アプリケーションの場合は、追加の仮想プロセッサを付加するとアプリケーションのパフォー
マンスが向上する場合があります。

アプリケーション 推奨されるプロセッサ数

デスクトップ アプリケーション 1 プロセッサ

サーバ OS 2 プロセッサ

ビデオ エンコーティング、モデリング、科学技術 4 プロセッサ

状況によっては、追加のプロセッサを付加すると仮想マシンやご使用のコンピュータの全体的なパフォーマンスが低下す

ることがあります。これは、OS やアプリケーションがプロセッサを効果的に使用していない場合に発生します。その場
合は、プロセッサ数を減らすことをお勧めします。

コンピュータのすべてのプロセッサを仮想マシンに割り当てると、パフォーマンスが極度に低下します。ホスト OS はア
プリケーションが実行していない場合でも、バックグラウンド タスクを引き続き実行する必要があります。すべてのプロ
セッサを仮想マシンに割り当てると、重要なタスクの完了を妨げることになります。

仮想マシンのメモリの割り当て

[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成を選択すると、メモリ割り当てのデフォルト設定を指定するよう求めるプロ
ンプトが表示されます。

色分けされたアイコンは、最大推奨メモリ、推奨メモリ、およびゲスト OS 推奨最小メモリの値を示します。仮想マシン
に割り当てるメモリを調整するには、スライダを値の範囲内で動かします。設定範囲の上限は、実行するすべての仮想マ

シンに割り当てられているメモリの量によって決まります。仮想マシンのメモリのスワップを有効にする場合は、指定さ

れたスワッピングの量を反映した値になります。

64 ビット ホストの場合、各仮想マシンの最大メモリ容量は 64 GB です。32 ビット ホストの場合、各仮想マシンの最大
メモリ容量は 8 GB です。32 ビット ホストでは、8 GB を超えるメモリを使用するように構成された仮想マシンはパワー
オンできません。32 ビット オペレーティング システムのメモリ管理の制限を超えると、仮想マシン メモリのオーバーコ
ミットを引き起こし、システムのパフォーマンスに重大な影響を与えます。

単一のホスト マシンで動作するすべての仮想マシンに割り当てられる合計メモリ量を制約するのは、ホスト マシンの RAM
サイズだけです。

Workstation Pro のメモリ設定を変更することにより、すべての仮想マシンが利用できるメモリの総計を変更できます。
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仮想マシンのネットワーク接続タイプの選択

[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成を選択すると、仮想マシンのネットワーク接続の種類を構成するよう求める
プロンプトが表示されます。

リモート仮想マシンを作成する場合、カスタム ネットワークまたはネットワーク接続なしを選択する必要があります。

表 3‑5.  ネットワーク接続設定

設定 説明

[ブリッジ ネットワークを使用] 仮想マシンにブリッジ ネットワーク接続を構成します。ブリッジ ネットワークを使用すると、
仮想マシンは外部イーサネット ネットワークに直接アクセスできます。仮想マシンは外部ネッ
トワークに独自の IP アドレスを持つ必要があります。
ホスト システムがネットワークに接続されており、仮想マシンに独自の IP アドレスを設定でき
る（または DHCP サーバから IP アドレスが割り当てられる）場合は、この設定を選択します。
ネットワーク上の他のコンピュータは、仮想マシンと直接通信できます。

[NAT を使用] 仮想マシンに NAT 接続を構成します。NAT を使用すると、仮想マシンとホスト システムはネッ
トワーク外部では認識されない 1 つのネットワーク ID を共有します。
仮想マシンに独自の IP アドレスを割り当てずにインターネット接続を可能にする場合は、NAT
を選択します。

[ホストオンリー ネットワークを使用] 仮想マシンにホストオンリー ネットワーク接続を構成します。ホストオンリー ネットワークは、
ホスト OS が認識できる仮想ネットワーク アダプタを使用して、仮想マシンとホスト システム
との通信を実現します。

ホストオンリー ネットワークを使用した場合、仮想マシンが通信できるのは、ホスト システム、
およびホストオンリー ネットワーク内の他の仮想マシンのみです。隔離された仮想ネットワー
クを構築するときは、ホストオンリー ネットワークを選択します。

[ネットワーク接続を使用しない] 仮想マシンにネットワーク接続を構成しません。

[カスタム]（Windows ホスト）または
[指定されたネットワーク]（Linux ホス
ト）

（リモート仮想マシンのみ）特定の仮想ネットワークを選択します。

仮想スイッチ、仮想ネットワーク アダプタ、仮想 DHCP サーバ、および NAT デバイスについては 第 7 章「ネットワー
ク接続の構成 (P. 171)」 を参照してください。

仮想マシンの I/O コントローラ タイプの選択
[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成を選択すると、I/O コントローラ タイプを選択するよう求めるプロンプトが
表示されます。

Workstation Pro は仮想マシンに IDE コントローラおよび SCSI コントローラをインストールします。一部のゲスト OS
は SATA コントローラをサポートしています。IDE コントローラは常に ATAPI です。SCSI コントローラには、BusLogic、
LSI Logic、LSI Logic SAS のいずれかを選択できます。ESX ホスト上にリモート仮想マシンを作成する場合、VMware
準仮想化 SCSI (PVSCSI) アダプタも選択できます。

BusLogic および LSI Logic アダプタはパラレル インターフェイスです。LSI Logic SAS アダプタはシリアル インター
フェイスです。LSI Logic アダプタの性能は向上しており、標準の SCSI デバイスを使用する場合は、こちらのアダプタの
方がスムーズに動作します。さらに、LSI Logic アダプタは ESX Server 2.0 以降でサポートされています。

PVSCSI アダプタは、スループットが高く CPU 利用率が低い高性能なストレージ アダプタです。SAN 環境のようにハー
ドウェアやアプリケーションが大きな I/O スループット量を必要とする環境に最適です。PVSCSI アダプタは DAS 環境に
は適していません。

注意   どの SCSI コントローラを使うかは、仮想ディスクを IDE、SCSI または SATA のディスクにするかを決める上で影
響はありません。
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Windows XP などの一部のゲスト OS には、LSI Logic や LSI Logic SAS アダプタ用のドライバが含まれていません。
LSI Logic 社の Web サイトからダウンロードする必要があります。LSI Logic 社の Web サイトで Mylex (BusLogic) 互
換のホスト バス アダプタ用ドライバを見つけるには、サポート ページをモデル番号で検索します。たとえば、BT/KT-958
ドライバの場合、958 で検索します。

ドライバのサポートに関する詳細については『VMware ゲスト OS インストールガイド』を参照してください。ゲスト
OS のサポート情報および既知の問題、および SATA サポートについては、当社 Web サイトからオンラインの『VMware
互換性ガイド』を参照してください。

仮想マシンのハード ディスクの選択
[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成を選択すると、仮想マシンのハード ディスクを構成するよう求めるプロンプ
トが表示されます。

仮想ディスクは簡単に設定でき、同じホスト システムの別の格納場所にも異なるホスト システムにも移動することが可
能なため、ほとんどの場合で仮想マシンに最適な選択です。標準構成では、Workstation Pro は仮想マシン用に新しい仮
想ハード ディスクを作成します。

場合によっては、既存の仮想ハード ディスクを選択したり、仮想マシンが物理ハード ディスクやホスト システムの未使
用パーティションにアクセスできるようにしたりできます。

n 仮想マシンの仮想ハード ディスク タイプの選択 (P. 43)

[新規仮想マシン] ウィザードのカスタム構成中に新しい仮想ディスクを作成することを選択すると、仮想マシンの
仮想ハード ディスク タイプを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。

n ディスク モードの選択 (P. 44)

Linux ホストでカスタム構成を選択した場合、[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、ディスクに通常モードま
たは独立モードを構成できます。

n 物理ディスクまたは未使用パーティションの使用の準備 (P. 44)

ホスト システムで物理ディスクまたは未使用のパーティションを使用するように仮想マシンを構成する前に、特定
のタスクを実行する必要があります。

n 仮想マシンのディスク容量の指定 (P. 45)

[新規仮想マシン] ウィザードで、カスタム構成中に新しい仮想ディスクを作成するように指示すると、仮想ディス
クのサイズを設定し、ディスクを複数の仮想ディスク（.vmdk）ファイルに分割するかどうかを指定するよう求め

るプロンプトが表示されます。

n 仮想ディスク ファイルの名前と場所の指定 (P. 46)

[新規仮想マシン] ウィザードのカスタム構成中に、新しい仮想ディスクを作成すること、既存の仮想ディスクを使
用すること、または物理ディスクを使用することを選択すると、仮想ディスク（.vmdk）ファイルの名前と場所の

指定を求めるプロンプトが表示されます。

仮想マシンの仮想ハード ディスク タイプの選択

[新規仮想マシン] ウィザードのカスタム構成中に新しい仮想ディスクを作成することを選択すると、仮想マシンの仮想ハー
ド ディスク タイプを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。

仮想ディスクは、どのゲスト OS を使用している場合でも IDE ディスクにセットアップできます。仮想マシンで利用でき
る LSI Logic または BusLogic SCSI コントローラのドライバがインストールされているゲスト OS では、仮想ディスクを
SCSI ディスクとして設定することも可能です。一部のゲスト OS を使用している場合、仮想ディスクを SATA ディスク
としてセットアップできます。

仮想ディスク ノードおよびモードの設定は仮想マシン作成後に変更できます。
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ディスク モードの選択

Linux ホストでカスタム構成を選択した場合、[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、ディスクに通常モードまたは独
立モードを構成できます。

通常モードでは、作成する仮想マシンのスナップショットにディスクが含まれます。仮想マシンのスナップショットを作

成する際にディスク上のデータを記録したくない場合には、ディスクを独立モードとして構成します。

さらに、ディスクを独立モードとして構成する場合は、仮想マシンをパワーオフする際やスナップショットを復元する際

に、ディスクに対して加えた変更内容を保持するのか、破棄するのかを指定できます。

仮想マシン設定を変更してスナップショットから仮想ディスクを除外することもできます。

物理ディスクまたは未使用パーティションの使用の準備

ホスト システムで物理ディスクまたは未使用のパーティションを使用するように仮想マシンを構成する前に、特定のタス
クを実行する必要があります。

[新規仮想マシン] ウィザードを実行して新しい仮想マシンに物理ディスクを追加する前、および既存の仮想マシンに物理
ディスクを追加する前に、次のタスクを実行する必要があります。

手順

1 パーティションがホストからマウントされている、または別の仮想マシンから使用されている場合、マウントを解除

します。

ホストがそのオペレーティング システムを実行し続けている間に、仮想マシンとゲスト OS は物理ディスク パーティ
ションにアクセスします。ホストのオペレーティング システムで同時にマウントされるパーティションを仮想マシ
ンが変更できるように設定すると、そのパーティションが破損してしまう可能性があります。

オプション 説明

パーティションが Windows Server 2008
R2 ホストにマップされている

a [スタート] - [設定] - [コントロール パネル] - [管理ツール] - [コンピュータの管理]
- [記憶域] - [ディスクの管理] を選択します。

b パーティションを選択し、[操作] - [すべてのタスク] - [ドライブ文字とパスの変
更] を選択します。

c [削除] をクリックします。

パーティションが Windows 7、Windows
8 または Windows 10 ホストにマップされ
ている

a [スタート] - [コントロール パネル] を選択します。
b メニュー バーで、[コントロール パネル] の横の矢印をクリックします。
c ドロップダウン メニューから、[コントロール パネルのすべての項目] - [管理ツー

ル] - [コンピュータの管理] - [記憶域] - [ディスクの管理（ローカル）] を選択し
ます。

d パーティションを右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更] を選択します。
e [削除] をクリックし、[OK] をクリックします。

 

2 インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、インストールできるパーティションの種類を確認します。

Windows 7 ホストでは、システム パーティション、またはシステム パーティションを含む物理ディスクを仮想マ
シンで使用することはできません。DOS、Windows 95、および Windows 98 オペレーティング システムは、最
初のプライマリ パーティションにインストールする必要があります。Linux などのその他のオペレーティング シス
テムは、ドライブのあらゆる場所のプライマリや拡張パーティションにインストールできます。

3 物理パーティションまたはディスクに後で必要となるデータが含まれる場合、データをバックアップします。

4 物理ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する場合、セカンダリ IDE チャネルのマスターが CD-
ROM ドライブであれば、そのディスクがセカンダリ IDE チャネルのスレーブとして構成されていないことを確認し
ます。
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5 Linux ホストの場合は、デバイス グループのメンバーシップまたはデバイスの使用権を適切に設定してください。

a Workstation Pro を実行するユーザーが、マスター物理ディスク デバイスに対して読み取り権および書き込み
権があることを確認します。

ほとんどのディストリビューションでは、/dev/hda（IDE 物理ディスク）や /dev/sdb（SCSI 物理ディス
ク）などの物理デバイスに disk というグループ ID が割り当てられています。この場合、Workstation Pro の
ユーザーを「disk」グループに追加することができます。別のオプションとして、デバイスの使用権を変更す

ることも可能です。このオプションに関連するすべてのセキュリティ問題について検討します。

b Workstation Pro ユーザーに、オペレーティング システムやブート マネージャを含むすべての /dev/hd[abcd]
物理デバイスへのアクセス権を与えます。

パーミッションが正しく設定されている場合、Workstation Pro の物理ディスク構成ファイルへのアクセスが
制御されます。この信頼性により、オペレーティング システムの起動に必要な構成ファイルやその他のファイ
ルに、ブート マネージャがアクセスできます。たとえば、LILO は、別のドライブにある Linux 以外のオペレー
ティング システムを起動する際、Linux パーティションにある /boot を読み取る必要があります。

仮想マシンのディスク容量の指定

[新規仮想マシン] ウィザードで、カスタム構成中に新しい仮想ディスクを作成するように指示すると、仮想ディスクのサ
イズを設定し、ディスクを複数の仮想ディスク（.vmdk）ファイルに分割するかどうかを指定するよう求めるプロンプト

が表示されます。

仮想ディスクは、1 個または複数の仮想ディスク ファイルで構成されます。仮想ディスク ファイルには仮想マシンのハー
ド ディスク ドライブの内容が保存されます。ほとんどすべてのファイルの内容は仮想マシンのデータです。ファイルの
ごく一部は、仮想マシン オーバーヘッドに割り当てられます。仮想マシンが直接物理ディスクに接続されている場合、仮
想ディスク ファイルは、仮想マシンがアクセスを許可されたパーティションに関する情報を保存します。

仮想ディスク ファイルは 0.001GB から 8TB の範囲内でサイズを指定できます。仮想ディスクを単一ファイルとして保存
するか、または複数のファイルに分割するかについても選択できます。

ファイル サイズに制限があるファイル システムに仮想ディスクを保存する場合は、[仮想ディスクを複数のファイルに分
割] を選択します。950GB より容量の小さい仮想ディスクを分割する場合は、2GB ずつの一連の複数の仮想ディスク ファ
イルが作成されます。950GB より容量の大きい仮想ディスクを分割する場合は、2 つの仮想ディスク ファイルが作成さ
れます。1 つ目の仮想ディスク ファイルの最大容量は 1.9TB で、2 つ目の仮想ディスク ファイルには残りのデータが保
存されます。

カスタム構成では、[今すぐ全ディスク容量を割り当てる] を選択することにより、仮想ディスク領域を最大量まで徐々に
大きくするのではなく、ただちにすべてのディスク領域を割り当てることができます。ただちにすべてのディスク領域を

割り当てるとパフォーマンスが高くなる可能性がありますが、仮想ディスクに指定するのと同じ大きさの物理ディスク領

域を必要とするため、この操作には時間がかかります。すべてのディスクをすぐに割り当てる場合は、ディスクの圧縮機

能を使用できません。

仮想マシン作成後、仮想ディスクの設定を編集したり、仮想ディスクを追加したりできます。

ディスク サイズの互換性

仮想ディスクのサイズは 8TB に制限されています。ただし、ハードウェア バージョン、バス タイプ、コントローラ タイ
プも仮想ディスクのサイズに影響します。

Workstation のハードウェア バージョン バス タイプ コントローラ タイプ 最小ディスク サイズ

10, 11, 12 IDE ATAPI 8192 GB (8 TB)

10, 11, 12 SCSI BusLogic 2040 GB (2 TB)

10, 11, 12 SCSI LSI Logic 8192 GB (8 TB)

10, 11, 12 SCSI LSI Logic SAS 8192 GB (8 TB)

10, 11, 12 SATA AHCI 8192 GB (8 TB)
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Workstation のハードウェア バージョン バス タイプ コントローラ タイプ 最小ディスク サイズ

9, 8, 7, 6.5 すべて すべて 2040 GB (2 TB)

6.0, 5 すべて すべて 950 GB

コントローラ タイプを見つけるには、仮想マシン .vmx ファイルを開きます。設定 scsi0.virtualDev の値は、コン
トローラ タイプを決定します。

値 コントローラ タイプ

空または存在しない BusLogic

lsilogic LSI Logic

lsisas1068 LSI Logic SAS

仮想ディスク ファイルの名前と場所の指定

[新規仮想マシン] ウィザードのカスタム構成中に、新しい仮想ディスクを作成すること、既存の仮想ディスクを使用する
こと、または物理ディスクを使用することを選択すると、仮想ディスク（.vmdk）ファイルの名前と場所の指定を求める

プロンプトが表示されます。

表 3‑6.  各ディスク タイプに必要な情報

ディスクのタイプ 説明

新しい仮想ディスク すべてのディスク領域を 1 つのファイルに保存するように指定した
場合、Workstation Pro は、ユーザーが 1 つの 40GB ディスク ファ
イルを作成するときに指定したファイル名を使用します。ディスク

領域を複数のファイルに保存するように指定した場合、

Workstation Pro はユーザーが指定したファイル名を使用して 2 つ
目以降のファイル名を生成します。ファイルのサイズ拡大を許可し

ている場合は、2 つ目以降のファイル名の番号に s が付きます
（Windows XP Professional-s001.vmdk など）。仮想
ディスクの作成時にすべてのディスク領域を割り当てる指定の場合

は、2 つ目以降のファイル名の番号に f が付きます（Windows
7-f001.vmdk など）。

既存の仮想ディスク 既存の仮想ディスク ファイルの名前と場所を選択します。

物理ディスク ウィザードのプロンプトに従って物理デバイスを選択し、ディスク

全体を使用するか個別のパーティションを使用するかを指定した後、

仮想ディスク ファイルを指定する必要があります。Workstation Pro
はこの仮想ディスク ファイルを使用して物理ディスクのパーティ
ション アクセス構成情報を保存します。

注意   VMware 製品の旧バージョンでは、仮想ディスク ファイルに .dsk 拡張子を使用しています。

仮想マシンのハードウェアのカスタマイズ

[新規仮想マシン] ウィザードの最後のページで [ハードウェアをカスタマイズ] をクリックして、仮想マシンのハードウェ
アをカスタマイズできます。

メモリ割り当て、仮想 CPU の数、CD/DVD とフロッピーのドライブ設定、ネットワーク接続の種類などのデフォルトの
ハードウェア設定を変更できます。
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仮想マシン作成用ワークシート

このワークシートを出力して、[標準仮想マシン] ウィザードの実行時に指定する値を記入できます。

表 3‑7.  ワークシート： 仮想マシンの作成

オプション 値を記入してください

ハードウェアの互換性設定

ゲスト OS ソース

ゲスト OS の種類（手動インストール）

Windows ゲストの簡易インストール情報
n プロダクト キー
n OS バージョン
n フル ネーム
n パスワード

n 自動ログインの認証情報

Linux ゲストの簡易インストール情報
n フル ネーム
n ユーザー名

n パスワード

仮想マシン名

仮想マシンの格納場所

プロセッサ数

メモリの割り当て

ネットワーク接続の種類

I/O コントローラ タイプ

ハード ディスク

仮想ハード ディスク タイプ

ディスク容量

仮想ディスク ファイルの名前と場所

ローカル ホストの仮想マシンの新規作成
[新規仮想マシン] ウィザードを実行して、ローカル ホスト システムに仮想マシンを新規作成します。

また、[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、共有仮想マシンおよびリモート仮想マシンを作成できます。共有仮想マ
シンはリモート ユーザーが使用できます。リモート仮想マシンはリモート ホストで実行されます。第 8 章「リモート接
続の使用と仮想マシンの共有 (P. 207)」を参照してください。

開始する前に

n [新規仮想マシン] ウィザードで仮想マシンを作成するのに必要な情報が手元にあることを確認します。「仮想マシン
の新規作成の準備 (P. 38)」を参照してください。

n インストールするゲスト OS がサポートされていることを確認します。当社 Web サイトでオンラインの『VMware
互換性ガイド』を参照してください。

n インストールするゲスト OS の情報については、『VMware ゲスト OS インストール ガイド』を参照してください。

n インストーラ ディスクからゲスト OS をインストールする場合、ホスト システムの CD-ROM ドライブにインストー
ラ ディスクを挿入します。
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n ISO イメージ ファイルからゲスト OS をインストールする場合、ISO イメージ ファイルがホスト システムにアクセ
ス可能なディレクトリにあることを確認します。

n 仮想マシンがホスト システムの物理ディスクまたは未使用パーティションを使用する場合、適切な準備作業を実行
します。「物理ディスクまたは未使用パーティションの使用の準備 (P. 44)」を参照してください。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードを開始します。

オプション 説明

Windows ホスト n ホストがリモート サーバに接続されていない場合は、[ファイル] - [新規仮想マシ
ン] を選択します。

n ホストがリモート サーバに接続されている場合は、[ファイル] - [新規仮想マシン]
- [このコンピュータ] を選択します。

Linux ホスト [ファイル] - [新規仮想マシン] を選択します。
 

2 構成タイプを選択します。

オプション 説明

標準 基本の仮想マシン設定のデフォルトを使用するか、特定値を指定するかを確認するプ

ロンプトが表示されます。ほとんどの場合、標準構成タイプの使用が適しています。

カスタム カスタム構成タイプを選択する必要があるのは、デフォルトのハードウェアの互換性

設定とは異なる仮想マシン バージョンを作成する、SCSI アダプタの I/O アダプタ タ
イプを指定する、IDE、SCSI、SATA のいずれかの仮想ディスクを作成するかを指定
する、仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する、既存の仮想ディスクを使用

する、ディスク領域を最大ディスク サイズまで徐々に増やすのではなく、すべての仮
想ディスク領域を一度に割り当てる、などの場合です。

 

3 [カスタム] オプションを選択した場合、ハードウェアの互換性設定を選択します。

ハードウェアの互換性設定により、仮想マシンのハードウェア機能が決まります。

4 ゲスト OS のソースを選択します。

オプション 説明

物理ディスクの使用 インストール ディスクを挿入した物理ドライブを選択します。

ISO イメージの使用 ゲスト OS の ISO イメージ ファイルの格納場所を入力するか、その場所を参照して
指定します。

後でゲスト OS をインストールする 未使用のディスクがある仮想マシンを作成します。仮想マシンを作成したら、ゲスト

OS を手動でインストールする必要があります。
 

5 ゲスト OS の情報を指定します。

オプション 説明

簡易インストールを使用する ゲスト OS の簡易インストール情報を入力します。

簡易インストールを使用しない ゲスト OS の種類とバージョンを選択します。ゲスト OS がリストにない場合、[その
他] を選択します。

 

6 仮想マシン名を入力して、仮想マシン ファイルのディレクトリを入力または参照します。

7 プロンプトに従って仮想マシンを構成します。

標準構成を選択すると、仮想ディスク サイズを構成し、仮想ディスクを複数のファイルに分割するかどうかを指定
するよう要求されます。カスタム構成を選択した場合は、仮想マシン プロセッサ、メモリ割り当て、ネットワーク
構成、I/O コントローラ タイプ、仮想ディスク、仮想ディスクの種類とモードを構成するためのプロンプトが表示さ
れます。
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8 (オプション) ハードウェア構成をカスタマイズするには、[ハードウェアをカスタマイズ] をクリックします。

また、仮想マシンを作成した後でも、仮想ハードウェア設定を変更できます。

9 (オプション) 仮想マシンの作成後にパワーオンするには、[この仮想マシンを作成後にパワーオンする] を選択します。

このオプションは、ゲスト OS を手動でインストールしている場合は使用できません。

10 [完了] をクリックすると、仮想マシンが作成されます。

簡易インストールを使用している場合、仮想マシンのパワーオン時にゲスト OS のインストールが開始します。ゲスト OS
のインストールは自動的に行われ、通常、何も入力することなく実行されます。ゲスト OS がインストールされると、簡
易インストールは VMware Tools をインストールします。

簡易インストールを使用していない場合、仮想マシンはライブラリに表示されます。

次に進む前に

簡易インストールを使用し、[新規仮想マシン] ウィザードの完了時に仮想マシンがパワーオンされなかった場合は、仮想
マシンをパワーオンしてゲスト OS のインストールを開始します。「簡易インストールによる ゲスト OS のインストー
ル (P. 49)」を参照してください。

簡易インストールを使用しなかった場合、ゲスト OS を手動でインストールします。「ゲスト OS の手動インストー
ル (P. 50)」を参照してください。

簡易インストールによる ゲスト OS のインストール
簡易インストールを使用する場合は、通常はゲスト OS のインストール中に情報を入力する必要はありません。

ただし、[新規仮想マシン] ウィザードで簡易インストール情報の一部を入力しなかった場合は、製品キー、ユーザー名、
またはパスワードの入力を求められる場合があります。

また、ゲスト OS が複数のディスクまたは ISO イメージ ファイルで構成されている場合は、次のディスクを求められるこ
とがあります。

手順

n インストール中に製品キー、ユーザー名、またはパスワードの入力を求められれた場合は、仮想マシンのウィンドウ

内をクリックして必要な情報を入力します。

マウスとキーボードの入力が仮想マシンによってキャプチャされます。

n 物理ディスクを使用していてインストール中に次のディスクを求められた場合は、ホスト システムの CD-ROM また
は DVD ドライブを使用します。

n 複数の ISO イメージ ファイルを使用していてインストール中に次のディスクを求められた場合は、次の ISO イメー
ジ ファイルを選択します。

オプション 説明

Windows ホスト [ディスクの変更] をクリックして次の ISO イメージ ファイルを参照します。

Linux ホスト a [VM] - [取外し可能デバイス] - [CD/DVD] - [設定] を選択して、次の ISO イメー
ジ ファイルを参照します。

b [接続済み] を選択します。
c [保存] をクリックします。
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ゲスト OS の手動インストール
ゲスト OS は、実際のコンピュータにオペレーティング システムをインストールする場合と同様の方法で、仮想マシンに
インストールできます。[新規仮想マシン] ウィザードで仮想マシンを作成するときに簡易インストールを使用しない場合、
手動でゲスト OS をインストールする必要があります。

ゲスト OS は、インストーラ ディスクまたは ISO イメージ ファイルからインストールできます。PXE サーバを使用して、
ゲスト OS をネットワーク上でインストールすることもできます。仮想マシンをインストーラ ディスクから起動できない
ようにしているホスト構成の場合は、インストーラ ディスクから ISO イメージ ファイルを作成できます。

開始する前に

n オペレーティング システムがサポートされていることを確認します。当社 Web サイトでオンラインの『VMware
互換性ガイド』を参照してください。

n インストールするゲスト OS の情報については、『ゲスト OS インストール ガイド』を参照してください。

手順

1 インストーラ ディスクからゲスト OS をインストールする場合、物理 CD-ROM または DVD ドライブを使用するよ
うに仮想マシンを構成し、そのドライブをパワーオン時に接続するように構成します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

b [ハードウェア] タブで [CD/DVD ドライブ]を選択します。

c [パワーオン時に接続] を選択します。

d （リモート仮想マシンのみ）CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブの場所を選択します。

e [物理ドライブを使用する] を選択し、ドライブを選択します。

f [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

2 ISO イメージ ファイルからゲスト OS をインストールする場合、仮想マシンの CD/DVD ドライブが ISO イメージ
ファイルを参照するように構成し、そのドライブをパワーオン時に接続するように構成します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

b [ハードウェア] タブで [CD/DVD ドライブ]を選択します。

c [パワーオン時に接続] を選択します。

d （リモート仮想マシンのみ）ISO イメージ ファイルの場所を選択します。

e [ISO イメージ ファイルを使用] を選択して ISO イメージ ファイルの場所を参照します。

f [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

3 インストーラ ディスクからゲスト OS をインストールする場合、CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブにディス
クを挿入します。

4 仮想マシンをオンにします。

5 後はオペレーティング システム ベンダーのインストール指示に従ってください。

6 オペレーティング システムが複数のインストーラ ディスクで構成されていて次のディスクの挿入を求められた場合、
物理ドライブに次のディスクを挿入します。

7 オペレーティング システムが複数の ISO イメージ ファイルで構成されている場合、次の CD のイメージ ファイルを
選択します。

a [VM] - [取外し可能デバイス] - [CD/DVD] - [切断] を選択して、現在の ISO イメージ ファイルを切断します。

b [VM] - [取外し可能デバイス] - [CD/DVD] - [設定] を選択して、次の ISO イメージ ファイルを選択します。

c [接続済み] を選択して [OK] をクリックします。
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8 オペレーティング システムの標準ツールを使用して、設定を構成します。

次に進む前に

VMware Tools をインストールします。VMware Tools をインストールしてからオペレーティング システムのライセン
スをアクティベートしてください。「VMware Tools のインストール (P. 58)」 を参照してください。

物理ディスクまたは未使用のパーティションへのゲスト OS のインストール
ホスト システムの物理ディスクまたは未使用のパーティションにゲスト OS を直接インストールできます。

物理ディスクは、既存のローカル ディスクやパーティションに直接アクセスします。物理ディスクを使用して、既存の
ディスク パーティションからゲスト OS を実行できます。

Workstation Pro は最大 2TB までの物理ディスク容量をサポートします。ただし、既存の SCSI ディスクまたはパーティ
ションにすでにインストールされているオペレーティング システムからの起動はサポートされていません。

ホスト システム上でネイティブに稼働するオペレーティング システムを仮想マシンで稼働するように切り替えることは、
コンピュータからハード ドライブを取り外して、そのハード ドライブを異なるマザーボードやハードウェアが構成され
ている別のコンピュータに取り付けるようなものです。実行する手順は、仮想マシンのゲスト OS によって異なります。
ほとんどの場合、物理ディスクまたは未使用のパーティションにインストールされたゲスト OS は、ホスト システムでそ
のデータを利用することができても、仮想マシンの外部で起動することはできません。仮想マシンの外部でも起動できる

オペレーティング システムの使用については、当社 Web サイトで VMware テクニカル ノートの「Dual-Boot Computers
and Virtual Machines」を参照してください。

物理ディスク上の 1 つ以上のパーティションを使用するよう仮想マシンを構成した後は、ゲスト OS で fdisk あるいは
同様のユーティリティを実行してパーティション テーブルを変更しないでください。fdisk あるいは同様のユーティリ
ティをホスト OS 上で実行して物理ディスクのパーティション テーブルを変更した場合は、仮想マシンの物理ディスクを
新しく作成し直す必要があります。パーティション テーブルを変更すると、物理ディスクに存在していたファイルはすべ
て失われます。

重要   物理ディスクをホスト システムとゲスト OS 間のファイルの共有に使用することはできません。ホスト システムと
ゲスト OS の両方が同じパーティションを認識できるようにすると、データが破損する可能性があります。代わりに、共
有フォルダを使用してホスト システムとゲスト OS 間でファイルを共有してください。

仮想マシンのショートカットの作成

ショートカットを使用してデスクトップから仮想マシンを選択できます。

開始する前に

仮想マシンは、Workstation Pro の仮想マシン ライブラリに存在している必要があります。

この機能は Windows ホスト システム上でのみ利用可能です。

手順

1 仮想マシン ライブラリから仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンをホスト デスクトップまたはフォルダにドラッグします。

仮想マシンのショートカットが作成されます。

このショートカットをダブルクリックして、仮想マシンを選択できます。
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仮想マシンのクローン

ゲスト OS とアプリケーションのインストールには、時間がかかることがあります。クローン機能を使用すると、一度の
インストールと構成で仮想マシンのコピーを多数作成することが可能です。仮想マシンのクローンは、仮想マシンをコピー

するよりすばやく簡単に作成できます。

クローンは、多数の同一仮想マシンをグループに配置する必要がある場合に便利です。たとえば、MIS 部は構成済みのオ
フィス アプリケーションが入っている仮想マシンのクローンを作成し、各従業員に提供することができます。完全な開発
環境を構成した仮想マシンを用意し、ソフトウェア テストの基本構成としてその仮想マシンのクローンを繰り返し作成し
て使用できます。

この既存の仮想マシンを親仮想マシンと呼びます。クローン処理が完了すると、クローンは独立した仮想マシンとなります。

クローンに対して加えた変更は親仮想マシンに影響を与えず、親仮想マシンに対して加えた変更もクローンには影響しま

せん。クローンの MAC アドレスと UUID は、親仮想マシンのものとは別になります。

n リンク クローンの使用 (P. 52)

リンク クローンは、クローン作成後継続的に親仮想マシンと仮想ディスクを共有する、仮想マシンのコピーです。

n 完全クローンの使用 (P. 53)

完全クローンは、完全で独立した仮想マシンのコピーです。完全クローンは、クローン作成後に親仮想マシンとは

何も共有しません。完全クローンの作業は、完全に親仮想マシンとは別に行われます。

n リンク クローンの親仮想マシン用にテンプレート モードを有効化 (P. 53)

リンク クローンの親仮想マシンを誤って削除してしまうのを防ぐには、その親仮想マシンをテンプレートとして指
定します。テンプレート モードを有効にすると、仮想マシン、および仮想マシンのスナップショットを削除できな
くなります。

n 仮想マシンのクローン作成 (P. 53)

仮想マシンのクローンを作成するには、[仮想マシンのクローン作成] ウィザードを使用します。親仮想マシン ファ
イルの検索をしたり、手動でコピーを作成する必要はありません。

リンク クローンの使用
リンク クローンは、クローン作成後継続的に親仮想マシンと仮想ディスクを共有する、仮想マシンのコピーです。

リンク クローンは親のスナップショットから作成されるため、ディスク領域が節約され、複数の仮想マシンが同じソフト
ウェアを使用できます。スナップショットの設定の瞬間に親仮想マシンで利用可能なすべてのファイルは、リンク クロー
ンで使用し続けることができます。

親仮想マシンの仮想ディスクへの継続的な変更は、リンク クローンには影響せず、リンク クローンのディスクへの変更
は、親仮想マシンには影響しません。リンク クローンは親仮想マシンへのアクセスが必要になります。親仮想マシンにア
クセスできない場合は、リンク クローンを使用できません。

リンク クローンの作成はすばやくできるので、各タスクにそれぞれ独自の仮想マシンを作成することができます。他の
ユーザーがリンク クローンをすばやく作成できるように、ローカル ネットワーク上に仮想マシンを保存して、他のユー
ザーと仮想マシンを共有することも可能です。たとえば、サポート チームは仮想マシンのバグを複製し、エンジニアはそ
の仮想マシンのリンク クローンを作成してバグの処理を行うことができます。

リンク クローンからリンク クローンを作成できますが、そのリンク クローンのパフォーマンスは低下します。リンク ク
ローンから完全クローンを作成すると、その完全クローンは、リンク クローンまたはその親にあたるマシンへのアクセス
を必要としない独立した仮想マシンになります。可能であれば、親仮想マシンのリンク クローンを作成してください。

重要   リンク クローンを破棄せずにそのリンク クローンのスナップショットを削除することはできません。スナップショッ
トを安全に削除できるのは、このスナップショットに依存するクローンも削除する場合のみです。
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完全クローンの使用

完全クローンは、完全で独立した仮想マシンのコピーです。完全クローンは、クローン作成後に親仮想マシンとは何も共

有しません。完全クローンの作業は、完全に親仮想マシンとは別に行われます。

完全クローンは仮想ディスクを親仮想マシンと共有しないため、一般に、パフォーマンスはリンク クローンよりも高くな
ります。完全クローンはリンク クローンより作成に時間がかかります。関連ファイルが大きい場合の完全クローンの作成
は、数分かかる場合があります。

完全クローンは、クローン作成時の仮想マシンの状態のみを複製するため、親仮想マシンのスナップショットにアクセス

できません。

リンク クローンの親仮想マシン用にテンプレート モードを有効化
リンク クローンの親仮想マシンを誤って削除してしまうのを防ぐには、その親仮想マシンをテンプレートとして指定しま
す。テンプレート モードを有効にすると、仮想マシン、および仮想マシンのスナップショットを削除できなくなります。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンでは、テンプレート モードを有効にできません。

開始する前に

親仮想マシンにスナップショットが 1 つも作成されていない場合は、スナップショットを作成します。「仮想マシンのス
ナップショットの作成 (P. 102)」を参照してください。

手順

1 リンク クローンの親として使用する仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [詳細] を選択します。

3 [クローン作成に使用するテンプレート モードを有効にする] を選択して、[OK] をクリックします。 

仮想マシンのクローン作成

仮想マシンのクローンを作成するには、[仮想マシンのクローン作成] ウィザードを使用します。親仮想マシン ファイルの
検索をしたり、手動でコピーを作成する必要はありません。

開始する前に

n さまざまな種類のクローンについて理解しておく必要があります。「完全クローンの使用 (P. 53)」および「リンク ク
ローンの使用 (P. 52)」を参照してください。

n ゲスト OS の最適化ユーティリティを使用し、親仮想マシンのドライブを最適化してください。

n 親仮想マシンが Workstation 4.x 仮想マシンおよび Workstation 4.x 互換の仮想マシンの場合は、Workstation 5.x
以降にアップグレードします。

n リンク クローンを作成する場合は、親仮想マシンに対してテンプレート モードを有効にします。「リンク クローン
の親仮想マシン用にテンプレート モードを有効化 (P. 53)」を参照してください。

n 親仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 親仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [クローン] を選択します。

2 クローンの作成元となる親の状態を選択します。

クローンは、親仮想マシンの現在の状態、または既存のスナップショットから作成できます。親仮想マシンの現在の

状態を選択する場合、Workstation Pro はクローンを作成する前に親仮想マシンのスナップショットを作成します。

注意   親仮想マシンに対してテンプレート モードが有効化されていると、現在の状態からクローンを作成できません。
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3 リンク クローンと完全クローンのどちらを作成するかを指定します。

4 クローンで作成する仮想マシンの仮想マシン名と場所を入力します。

5 [完了] をクリックしてクローンを作成し、[閉じる] でウィザードを終了します。

複製される仮想ディスクのサイズによって異なりますが、完全クローンの作成には数分を要します。

6 親仮想マシンが固定 IP アドレスを使用している場合、IP アドレスの競合を避けるため、クローンがネットワークに
接続する前にクローンの固定 IP アドレスを変更します。

クローン用の新しい MAC アドレスと UUID はウィザードで自動的に作成されますが、仮想マシン名や固定 IP アド
レスなど、その他の構成情報は親仮想マシンと同じです。

リンク クローンの概要ビューには、親仮想マシンの仮想マシン構成ファイル（.vmx）へのパスが表示されます。

物理マシンの仮想化

Workstation Pro では Windows 物理マシンから仮想マシンを作成できます。物理マシンを仮想化する場合、新しい仮想
マシンに物理マシンのすべてのアプリケーション、ドキュメント、設定をキャプチャします。この機能を使用するには、

Workstation Pro が Windows ホスト システムで実行している必要があります。

開始する前に

n 仮想化する物理マシンが Windows を実行していることを確認します。Workstation Pro では、非 Windows 物理
マシンから仮想マシンを作成できません。

n 仮想化する物理マシンおよび Workstation Pro ホスト システムの管理者アクセス権があることを確認します。

n Workstation Pro ホスト システムに、仮想化する物理マシンへのネットワーク アクセス権限があることを確認しま
す。

n Workstation Pro ホスト システム上でユーザー アカウント制御 (UAC) が無効化されていることを確認します。その
手順は 「仮想化する Windows 物理マシンの準備 (P. 55)」 を参照してください。

n 仮想化する物理マシンで実行中のファイアウォール アプリケーションをオフにします。

n 仮想化する物理マシンを準備します。「仮想化する Windows 物理マシンの準備 (P. 55)」を参照してください。

手順

1 仮想化する物理マシンをパワーオンします。

2 Windows ホスト システムの Workstation Pro で、[ファイル] - [物理マシンの仮想化] を選択します。

Workstation Pro で物理マシンを仮想化したことがない、またはサードパーティの仮想マシンをインポートしたこと
がない場合は、VMware vCenter Converter Standalone をダウンロードしてインストールする必要があります。
VMware vCenter Converter Standalone のインストールが完了したら、仮想化ウィザードを再起動する必要があ
ります。

3 仮想化する物理マシンのホスト名または IP アドレス、ユーザー名、パスワードを入力します。

Administrator アカウント、またはローカルの Administrators グループのメンバーであるユーザー アカウントを
使用する必要があります。

4 新しい仮想マシンの名前を入力して、仮想マシン ファイルを保存するホスト システムの場所を指定します。

5 ホスト システム上のユーザー アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

6 [完了] をクリックして、物理マシンから仮想マシンを作成します。

仮想マシン作成に必要な時間は、物理マシンのハード ディスク サイズによって異なります。

新しい仮想マシンを初めてパワーオンすると、VMware Tools インストールが開始します。
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仮想化する Windows 物理マシンの準備
アクセス権限およびネットワーク アクセスに関する問題を避けるため、[物理マシンを仮想化] ウィザードを実行する前に
Windows 物理マシンを準備する一定の手順を実行する必要があります。

手順

u Windows 物理マシンでユーザー アカウント制御 (UAC) を無効化します。

n Windows Vista では、[ユーザー アカウント] コントロール パネルを開き、[ユーザー アカウント制御の有効化
または無効化] を選択し、[ユーザー アカウント制御（UAC）を使ってコンピュータの保護に役立たせる] の選
択を解除します。

n Windows 7 以降では、[ユーザー アカウント制御設定の変更] コントロール パネルを開き、スライダを [通知し
ない] までドラッグします。

物理マシン仮想化中の Windows 認証問題のトラブルシューティング
[物理マシンを仮想化] ウィザードで Windows 物理マシンに接続しようとすると、ユーザー認証が失敗します。

問題

物理マシンにユーザー認証を設定すると、[物理マシンを仮想化] ウィザードから、ユーザー認証が正しくない、または物
理マシンに接続する十分な権限がないと通知される。

原因

簡易ファイルの共有またはユーザー アカウント制御（UAC）が、物理マシンで有効に設定されています。

解決方法

「仮想化する Windows 物理マシンの準備 (P. 55)」 のステップを実行して、[物理マシンを仮想化] ウィザードを再実行し
ます。

Windows アクティベーション問題のトラブルシューティング
物理マシンから仮想マシンを作成して Workstation Pro で使用するときに、Windows のアクティベートを求めるプロン
プトが表示されます。

問題

Windows Vista または Windows 7 の物理マシン、または Windows がプレインストール済みの物理 PC から仮想マシ
ンを作成した後、仮想マシンで Windows の再アクティベートを求められる。

原因

Windows Vista または Windows 7 の物理マシンから仮想マシンを作成すると、オペレーティング システムは、コン
ピュータ ハードウェアの変更を検出します。ハードウェアを大幅に変更すると、Windows を再度アクティベートするよ
うに求められます。

一部の新しいコンピュータにプレインストールされている Windows の OEM バージョンは、 そのコンピュータ用にカス
タマイズされています。Windows の OEM ライセンスは移行できません。

解決方法

Windows ライセンス キーが正常にアクティベートされている物理マシンから作成された仮想マシンは、Workstation Pro
で実行するときに再アクティベートが必要です。

Windows Vista および Windows 7 のアクティベーション プロセスは、Windows XP のアクティベーション プロセス
とは異なります。Windows 7 では、製品のアクティベーション キーは 1 回のみ使用できます。以前使用したアクティ
ベーション キーを Workstation Pro で入力すると、仮想マシンを正常にアクティベートできません。
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アクティベーション ウィザードにより、このアクティベーション キーは使用済みであるため、Microsoft アクティベー
ション ホットラインに連絡して第 2 キーを取得するように通知されます。以前にこのライセンス キーをホットラインで
取得していない場合は、新しいアクティベーション キーを受け取ります。同じキーについての再連絡でない限り、ホット
ラインはオペレータには転送されません。

再アクティベーションが必要な理由の詳細については、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。

仮想マシンのインポート

他の形式の仮想マシンを Workstation Pro にインポートできます。

Windows XP モードの仮想マシンのインポート
Windows XP モード仮想マシンをインポートして Workstation Pro で実行できます。Windows XP モード仮想マシン
をインポートすると Workstation Pro は VMware ランタイム (.vmx) フォーマットの仮想マシンを新規作成します。

Workstation Pro で同時にパワーオンできる Windows XP モード仮想マシンは 1 つだけです。Windows XP Mode 仮
想マシンを別のホスト システムに移動すると、新しい仮想マシンになるため、アクティベートが必要です。

注意   Virtual PC を使用して元の Windows XP モード仮想マシンに加えられた変更は、Workstation Pro でインポート
される仮想マシンには影響を及ぼしません。

開始する前に

n ホスト システム上で Windows 7 Professional、Enterprise、または Ultimate エディションのオペレーティング
システムが実行されていることを確認します。Windows XP モード仮想マシンのインポートは Linux ホスト システ
ム、他のバージョンの Windows を実行しているホスト システムではサポートされていません。

n ホスト システムに Windows XP モード仮想マシンをダウンロードし、インストールします。

手順

1 [ファイル] - [Windows XP Mode 仮想マシンのインポート] を選択するか、[ファイル] - [開く] を選択して仮想マシ
ン構成ファイル (.vmc) を参照します。

Workstation Pro で物理マシンを仮想化したことがない、またはサードパーティの仮想マシンをインポートしたこと
がない場合は、VMware vCenter Converter Standalone をダウンロードしてインストールする必要があります。
VMware vCenter Converter Standalone のインストールの終了後に、インポートを再開する必要があります。

2 新しい仮想マシンの名前を入力し、仮想マシン ファイルのディレクトリを入力または参照し、[インポート] をクリッ
クします。

Workstation Pro が Windows XP モード仮想マシンのインポートを開始します。

Workstation Pro が Windows XP モード仮想マシンを正常にインポートすると、仮想マシン ライブラリに新しい仮想マ
シンが表示されます。

Open Virtualization Format の仮想マシンのインポート
Open Virtualization Format (OVF) 仮想マシンをインポートして Workstation Pro で実行することができます。
Workstation Pro は仮想マシンを OVF 形式から VMware ランタイム（.vmx）形式に変換します。.ovf および .ova
ファイルのどちらもインポートできます。

OVF はプラットフォームに依存せず、効率的、拡張可能、そしてオープン パッケージな仮想マシンのための配布フォー
マットです。たとえば、VMware Fusion™ または Oracle VM VirtualBox からエクスポートした OVF の仮想マシンを
Workstation Pro にインポートできます。OVF 1.0 以降のファイルだけをインポートできます。
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スタンドアロン OVF Tool を使用して、OVF 仮想マシンを VMware ランタイム フォーマットに変換することもできま
す。スタンドアロン バージョンの OVF Tool は Workstation Pro インストール ディレクトリ内の OVFTool の下にイン
ストールされます。OVF Tool の使用方法については、当社 Web サイトの『OVF Tool ユーザー ガイド』を参照してく
ださい。

手順

1 Workstation Pro で、[ファイル] - [開く] を選択します。

2 .ovf または .ova ファイルを参照し、[開く] をクリックします。

3 仮想マシンの名前を入力し、仮想マシン ファイルのディレクトリを入力または参照し、[インポート] をクリックしま
す。

Workstation Pro は、OVF 仕様適合チェック、および仮想ハードウェアのコンプライアンス チェックを実行しま
す。ステータスバーにインポート プロセス状況が示されます。

4 インポートが失敗した場合、[再試行] をクリックしてもう一度実行するか、または[キャンセル] をクリックしてイン
ポートをキャンセルします。

インポートを再試行する場合、Workstation Pro は、OVF 仕様適合チェックおよび仮想ハードウェアのコンプライ
アンス チェックを緩和し、Workstation Pro で仮想マシンを使用できなくなる可能性があります。

Workstation Pro が OVF の仮想マシンを正常にインポートすると、仮想マシン ライブラリに仮想マシンが表示されます。

Windows Virtual PC の仮想マシンのインポート
Windows Virtual PC 仮想マシンを Workstation Pro にインポートして、実行できます。Workstation Pro は、仮想マ
シンを Virtual PC（.vmc）フォーマットから VMware ランタイム（.vmx）フォーマットに変換します。この機能は
Windows ホスト システム上のみでサポートされます。

開始する前に

Windows ホスト システムで Virtual PC 仮想マシンをダウンロードし、インストールします。

手順

1 Workstation Pro で、[ファイル] - [開く] を選択します。

Workstation Pro でサードパーティの仮想マシンをインポートしたことがない、または物理マシンを仮想化したこと
がない場合、Workstation Pro は VMware vCenter Converter Standalone をインストールします。インストール
の終了後に、インポートを再起動する必要があります。

2 .vmc ファイルを参照して、[開く] をクリックします。

3 仮想マシンの名前を入力し、仮想マシン ファイルのディレクトリを入力または参照し、[インポート] をクリックしま
す。

Workstation Pro が Virtual PC 仮想マシンを正常にインポートすると、仮想マシン ライブラリに仮想マシンが表示され
ます。

VMware Tools のインストールとアップグレード
VMware Tools のインストールは新しい仮想マシンの作成プロセスの一部です。VMware Tools のアップグレードは仮
想マシンを最新標準に保つプロセスの一部です。

最適なパフォーマンスを実現し、最新の状態に更新するためには、使用している Workstation Pro に一致するバージョ
ンの VMware Tools をインストールまたはアップグレードします。その他の互換性オプションも使用できます。

VMware Tools の詳細については、『 のインストールと構成』
(http://www.vmware.com/pdf/vmware-tools-installation-configuration.pdf ) を参照してください。
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n VMware Tools のインストール (P. 58)

VMware Tools がなくてもゲスト OS を実行できますが、VMware の多くの機能は VMware Tools をインストー
ルするまで使用できません。VMware Tools をインストールすると、このスイートに含まれるユーティリティに
よって仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスが改善され、仮想マシンの管理が向上します。

n VMware Tools のアップグレード (P. 59)

手動で VMware Tools をアップグレードするか、仮想マシンを構成して VMware Tools の新しいバージョンがあ
るかを確認し、あればインストールすることができます。

n ソフトウェアの自動更新の構成 (P. 60)

VMware Tools の新しいバージョンを含め、ソフトウェア更新を自動的にダウンロードするよう Workstation Pro
を構成できます。ソフトウェアの自動更新を有効にすると、Workstation Pro のゲスト OS に対するサポートを常
に最新状態に保てます。また、仮想マシンで常に最新バージョンの VMware Tools を使うことができきます。

n 特定の仮想マシンに合わせた VMware Tools の更新の構成 (P. 61)

Windows または Linux をゲスト OS とする仮想マシンは、VMware Tools を自動的に更新するよう構成できま
す。その他のゲスト OS の場合は、VMware Tools を手動で更新する必要があります。

n VMware Tools の手動インストールとアップグレード (P. 61)

Windows、Linux、NetWare、Solaris、および FreeBSD 仮想マシン上で手動で VMware Tools をインストール
またはアップグレードできます。

n セッション マネージャを使用しない場合の VMware ユーザー プロセスの手動開始 (P. 67)

Linux、Solaris、および FreeBSD のゲスト OS では、VMware Tools は VMware ユーザー プロセスの実行可能
ファイルを使用します。このプログラムにより、ゲストをウィンドウに合わせる機能やユニティ モードなどの機能
が実装されます。

n VMware Tools のアンインストール (P. 67)

VMware Tools のアップグレード プロセスが未完了の場合は、VMware Tools をアンインストールしてから、再
インストールします。

VMware Tools のインストール
VMware Tools がなくてもゲスト OS を実行できますが、VMware の多くの機能は VMware Tools をインストールする
まで使用できません。VMware Tools をインストールすると、このスイートに含まれるユーティリティによって仮想マシ
ンのゲスト OS のパフォーマンスが改善され、仮想マシンの管理が向上します。

VMware Tools のインストールは新しい仮想マシンの作成プロセスの一部であり、VMware Tools のアップグレードは
仮想マシンを最新の状態に維持するプロセスの一部です。仮想マシンの作成の詳細については、『Virtual Machine
Administration Guide』を参照してください。

VMware Tools のインストーラは ISO イメージ ファイルです。ゲスト OS では、ISO イメージ ファイルが CD-ROM の
ように認識されます。Windows、Linux、Solaris、FreeBSD、NetWare を含め、ゲスト OS のタイプごとに ISO イメー
ジ ファイルがあります。コマンドを選択して VMware Tools のインストールまたはアップグレードを行うと、仮想マシ
ンの第 1 仮想 CD-ROM ディスク ドライブが、そのゲスト OS 用の VMware Tools の ISO ファイルに一時的に接続され
ます。

Windows 簡易インストール機能または Linux 簡易インストール機能を使用して、オペレーティング システムのインス
トールが終了した直後に VMware Tools をインストールできます。

最新バージョンの ISO ファイルは当社 Web サイトに保管されています。コマンドを選択して VMware Tools のインス
トールまたはアップグレードを行うと、VMware 製品は、特定のオペレーティング システム用の最新バージョンの ISO
ファイルがダウンロードされているかどうかを確認します。ダウンロードされたファイルが最新バージョンではない場合

や、該当するオペレーティング システム用の VMware Tools の ISO ファイルがダウンロードされていない場合には、
ファイルをダウンロードするように求められます。

n Windows 仮想マシンでの VMware Tools のインストールまたはアップグレードに関する詳細については、「Windows
仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたはアップグレード (P. 62)」および Automate VMware
Tools Installation for Multiple Windows Virtual Machinesを参照してください。
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n Linux 仮想マシンでの VMware Tools のインストールまたはアップグレードに関する詳細については、「Linux 仮想
マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード (P. 63)」を参照してください。

n Mac OS X 仮想マシンでの VMware Tools のインストールまたはアップグレードに関する詳細については、Manually
Install or Upgrade VMware Tools in a Mac OS X Virtual Machineを参照してください。

n Solaris 仮想マシンでの VMware Tools のインストールまたはアップグレードに関する詳細については、「Solaris 仮
想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード (P. 65)」を参照してください。

n NetWare 仮想マシンでの VMware Tools のインストールまたはアップグレードに関する詳細については、「NetWare
仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたはアップグレード (P. 64)」を参照してください。

n FreeBSD 仮想マシンでの VMware Tools のインストールまたはアップグレードに関する詳細については、「FreeBSD
仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード (P. 66)」を参照してください。

VMware Tools のアップグレード
手動で VMware Tools をアップグレードするか、仮想マシンを構成して VMware Tools の新しいバージョンがあるかを
確認し、あればインストールすることができます。

仮想マシンをパワーオンすると、ゲスト OS が VMware Tools のバージョンをチェックします。新しいバージョンが使用
可能な場合、 仮想マシンのステータス バーにメッセージが表示されます。

Windows 仮想マシンでは、アップグレードが使用可能になったときに通知するように VMware Tools を設定することが
できます。この通知オプションが有効になっている場合、VMware Tools のアップグレードが使用可能になると、黄色の
警告マークがついた VMware Tools アイコンが Windows タスクバーに表示されます。

VMware Tools のアップグレードをインストールするには、最初に VMware Tools をインストールしたときと同じ手順
を実行できます。VMware Tools をアップグレードすることは、新しいバージョンがインストールされることを意味しま
す。

Windows および Linux ゲスト OS の場合、VMware Tools を自動的にアップグレードするように仮想マシンを構成でき
ます。Windows ゲスト OS の場合、仮想マシンをパワーオンするとバージョン チェックが実行されますが、自動アップ
グレードは、仮想マシンをパワーオフまたは再起動したときに実行されます。アップグレードの実行中には、ステータス

バーに「VMware Tools をインストールしています...」というメッセージが表示されます。

重要   Linux ゲスト OS で VMware Tools をアップグレードしたら、新しいネットワーク モジュールが使用可能になり
ます。ただし、ゲスト OS を再起動するか、ネットワークを停止して、VMware ネットワーク カーネル モジュールをア
ンロードしてから再ロードした後、ネットワークを再起動するまで、新しいネットワーク モジュールは使用されません。
つまり、VMware Tools が自動的にアップグレードするように設定されていても、新しい機能を使用するためには、再起
動するかネットワーク モジュールを再ロードする必要があります。

これにより、ネットワークの中断が回避され、SSH 経由で VMware Tools をインストールできるようになります。

Windows ゲスト OS で VMware Tools をアップグレードすると、WDDM グラフィックス ドライバが自動的にインス
トールされます。WDDM グラフィックス ドライバにより、ゲスト OS の電源設定でスリープ モードを使用してスリープ
オプションを調整できるようになります。たとえば、[コンピュータがスリープ状態になる時間を変更] というスリープ
モード設定を使用してゲスト OS を構成し、一定時間が経過したら自動的にスリープ モードになるようにしたり、一定時
間アイドル状態であった場合でもゲスト OS が自動的にスリープ モードに切り替わらないようにしたりできます。

VMware 製品の特定のリリースにおけるいくつかの機能は、VMware Tools のインストールまたはそのリリースに含ま
れる VMware Tools のバージョンへのアップグレードを実行したかどうかに依存する場合があります。VMware Tools
の最新バージョンへのアップグレードは必ずしも必要ではありません。VMware Tools の新しいバージョンは、複数のホ
ストのバージョンと互換性があります。不要なアップグレードを避けるために、追加された機能や性能がお使いの環境に

とって必要かどうかを評価します。
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ソフトウェアの自動更新の構成

VMware Tools の新しいバージョンを含め、ソフトウェア更新を自動的にダウンロードするよう Workstation Pro を構
成できます。ソフトウェアの自動更新を有効にすると、Workstation Pro のゲスト OS に対するサポートを常に最新状態
に保てます。また、仮想マシンで常に最新バージョンの VMware Tools を使うことができきます。

開始する前に

n Linux ホストの場合、root になります。Linux システムでは、root 以外のユーザーは VMware Tools のアップデー
トに関する環境設定を変更できません。

n ホスト システムがインターネットに接続されていることを確認します。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択して、[アップデート] を選択します。

2 ソフトウェア アップデートのダウンロード オプションを選択します。

すべてのソフトウェア更新オプションを選択解除すると、自動ソフトウェア更新が無効になります。

オプション 説明

起動時に製品の更新を確認する Workstation Pro の起動時に、アプリケーションおよびインストールされたソフト
ウェア コンポーネントの新しいバージョンが確認されます。

必要に応じてソフトウェア コンポーネント
を確認する

仮想マシンへの VMware Tools のインストール時またはアップグレード時など、ソ
フトウェア コンポーネントが必要なときに、Workstation Pro はコンポーネントの
新しいバージョンがないか確認します。

[今すぐすべてのコンポーネントをダウンロー
ド]

このボタンをクリックすると、ただちにすべてのソフトウェア アップデートのダウン
ロードが開始されます。このオプションは、インターネットにアクセスできない仮想

マシンを後で使用する予定のときに役立ちます。

 

3 インターネット接続にプロキシ サーバを使用する場合、[接続設定] をクリックして、プロキシ設定を選択します。

オプション 説明

プロキシなし プロキシ サーバを使用しない場合は、このオプションを選択します。これはデフォル
トの設定です。

Windows プロキシ設定 （Windows ホストのみ） Workstation Pro は、VMware アップデート サーバにア
クセスするときに [インターネット オプション] コントロール パネルの [接続] タブで
指定されたホストのプロキシ設定を使用します。ゲスト接続オプションを確認するに

は [インターネット オプション] をクリックします。プロキシ サーバ認証に使用する
ユーザー名とパスワードを入力します。[ユーザー名] または [パスワード] のどちらか
のテキスト ボックスを空のままにすると、Workstation Pro はどちらの値も使用し
ません。

手動プロキシ設定 VMware アップデート サーバにアクセスするための HTTP または Socks プロキシを
選択し、プロキシ サーバのアドレスとポート番号を指定します。プロキシ サーバ認
証に使用するユーザー名とパスワードを入力します。[ユーザー名] または [パスワー
ド] のどちらかのテキスト ボックスを空のままにすると、Workstation Pro はどちら
の値も使用しないか（Windows ホストの場合）、gnome 設定で指定されたユーザー
名とパスワードを使用します（Linux ホストの場合）。

 

4 仮想マシンのパワーオン時、またはゲスト OS のシャットダウン時に VMware Tools をアップデートするには、[仮
想マシンで VMware Tools を自動的に更新する] を選択します。

特定の仮想マシンのこの設定は、仮想マシン設定を変更して上書きできます。

仮想マシンのパワーオン時に、VMware Tools の新しいバージョンが使用可能な場合はダウンロードを求めるプロ
ンプトが表示されます。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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次に進む前に

特定の仮想マシンの VMware Tools のアップデート設定を上書きするには、仮想マシン設定を編集します。「特定の仮想
マシンに合わせた VMware Tools の更新の構成 (P. 61)」を参照してください。

特定の仮想マシンに合わせた VMware Tools の更新の構成
Windows または Linux をゲスト OS とする仮想マシンは、VMware Tools を自動的に更新するよう構成できます。その
他のゲスト OS の場合は、VMware Tools を手動で更新する必要があります。

VMware Tools の自動更新は、Workstation 5.5 以降の仮想マシンに含まれている VMware Tools の各バージョンでの
みサポートされています。自動更新は、VMware Server 1.x で作成された仮想マシンに組み込まれているバージョンの
VMware Tools ではサポートされていません。

重要   Workstation 4 または 5.x で作成された Windows 仮想マシン内の VMware Tools を更新する場合には、一部の
新しいコンポーネントはインストールされません。新しいコンポーネントをインストールするには、古いバージョンの

VMware Tools をアンインストールして新しいバージョンの VMware Tools をインストールする必要があります。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [VMware Tools] を選択します。

3 VMware Tools の更新設定を選択します。

オプション 説明

手動で更新する（何もしない） VMware Tools を手動で更新する必要があります。VMware Tools の新しいバージョ
ンが利用可能になると、仮想マシンのステータス バーにその旨が表示されます。

自動的に更新する VMware Tools は自動的に更新されます。仮想マシンのステータス バーに更新が進
行中であることが示されます。Windows ゲストにログインしている場合は、更新が
完了すると再起動のプロンプトが表示されます。ログインしていない場合、このプロ

ンプトは表示されず、オペレーティング システムが自動的に再起動します。自動更新
チェックは、仮想マシンのパワーオン時に、起動シーケンスの一部として実行されま

す。起動シーケンスにおいてこのチェックが実行される前に、サスペンド状態の仮想

マシンをレジュームした場合や、スナップショットまで戻った場合には、自動更新は

予定どおり実行されます。自動更新チェックが実行された後で、仮想マシンをレジュー

ムした場合や、スナップショットに戻る操作が行われた場合は、自動更新は実行され

ません。

アプリケーションのデフォルトを使用する

（現在は手動更新）

デフォルトの VMware Tools 更新の設定を使用します。デフォルトの動作は
Workstation Pro の環境設定で指定されています。
注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはこのオプションを構成できません。

 

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

VMware Tools の手動インストールとアップグレード
Windows、Linux、NetWare、Solaris、および FreeBSD 仮想マシン上で手動で VMware Tools をインストールまたは
アップグレードできます。

VMware Tools を多数の Windows 仮想マシンにインストールする場合、ゲスト OS のコマンド プロンプトで VMware
Tools の setup.exe を使用することにより、インストールを自動化できます。詳細については『VMware Tools のイン
ストールと構成』 (http://www.vmware.com/pdf/vmware-tools-installation-configuration.pdf ) を参照してくだ
さい。

n Windows 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたはアップグレード (P. 62)

サポートされているすべての Windows ゲスト OS は、VMware Tools をサポートしています。
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n Linux 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード (P. 63)

Linux 仮想マシンの場合、VMware Tools はコマンド ラインを使用して手動でインストールまたはアップグレード
します。

n NetWare 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたはアップグレード (P. 64)

NetWare 仮想マシンの場合、VMware Tools はコマンド ラインを使用して手動でインストールまたはアップグ
レードします。

n Solaris 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード (P. 65)

Solaris 仮想マシンの場合は、手動でインストールするか、またはコマンド ラインを使用して VMware Tools を
アップグレードします。

n FreeBSD 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード (P. 66)

FreeBSD 仮想マシンの場合は、手動でインストールするか、またはコマンド ラインを使用して VMware Tools を
アップグレードします。

Windows 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたはアップグレード

サポートされているすべての Windows ゲスト OS は、VMware Tools をサポートしています。

VMware Tools をアップグレードする前に、仮想マシンが実行される環境を考慮し、さまざまなアップグレード方法のメ
リットを検討します。たとえば、最新バージョンの VMware Tools をインストールして、仮想マシンのゲスト OS のパ
フォーマンスを向上させて仮想マシンの管理機能を強化したり、既存のバージョンを引き続き使用して、環境における柔

軟性を高めてダウンタイムを回避したりすることができます。

Windows 2000 以降では、VMware Tools によって仮想マシンのアップグレード ヘルパー ツールがインストールされま
す。仮想マシンの互換性を ESX/ESXi 3.5 から ESX/ESXi 4.0 以降にアップグレードするか、Workstation 5.5 から
Workstation 6.0 以降にアップグレードすると、このツールによってネットワーク構成が復元されます。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ゲスト OS が実行中であることを確認します。

n オペレーティング システムをインストールしたときに、仮想マシンの仮想 CD/DVD ドライブを ISO イメージ ファ
イルに接続していた場合、仮想 CD/DVD ドライブが物理ドライブを自動検出する構成になるように設定を変更します。

自動検出設定を使用することで、仮想マシンの最初の仮想 CD/DVD ドライブが、VMware Tools のインストール用
の VMware Tools ISO ファイルを検出して接続できます。この ISO ファイルは、ゲスト OS では物理 CD のように
表示されます。CD/DVD ドライブが物理ドライブを自動検出するように設定するには、仮想マシン設定エディタを
使用します。

n 以前の Windows オペレーティング システムを使用するのでない限り、管理者としてログインします。ユーザは
Windows 95、Windows 98、または Windows ME ゲスト OS で VMware Tools をインストールできます。これ
らのバージョンより新しいオペレーティング システムの場合は、管理者としてログインする必要があります。

手順

1 ホストの Workstation Pro メニュー バーから、[仮想マシン] - [VMware Tools のインストール] を選択します。

古いバージョンの VMware Tools がインストールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools のアップデー
ト] になります。

2 初めて VMware Tools をインストールする場合、 VMware Tools のインストール情報ページで [OK] をクリックし
ます。

autorun がゲスト OS の CD-ROM ドライブで有効の場合、VMware Tools インストール ウィザードが起動します。

3 自動再生が有効になっていない場合は、ウィザードを手動で起動するため、[スターﾄ] - [ファイル名を指定して実行]
をクリックして D:\setup.exe と入力します。ここで、D: は最初の仮想 CD-ROM ドライブです。64 ビット
Windows ゲスト OS 用の D:\setup64.exe を使用します。
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4 後は画面の指示に従ってください。

5 新規ハードウェア ウィザードが表示される場合は、プロンプトに従ってデフォルト値をそのまま使用します。

6 ベータ バージョンや RC バージョンの VMware Tools をインストールしていてパッケージまたはドライバに署名が
ない警告が表示される場合は、[インストールを続行する] をクリックしてインストールを完了します。

7 プロンプトが表示されたら、仮想マシンを再起動します。

次に進む前に

新しい仮想ハードウェア バージョンが仮想マシンで使用可能な場合は、仮想ハードウェアをアップグレードします。

Linux 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード

Linux 仮想マシンの場合、VMware Tools はコマンド ラインを使用して手動でインストールまたはアップグレードします。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ゲスト OS が実行中であることを確認します。

n VMware Tools インストーラは Perl で記述されているため、ゲスト OS に Perl がインストールされていることを確
認します。

手順

1 ホストの Workstation Pro メニュー バーから、[仮想マシン] - [VMware Tools のインストール] を選択します。

古いバージョンの VMware Tools がインストールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools のアップデー
ト] になります。

2 仮想マシンで、root としてゲスト OS にログインし、ターミナル ウィンドウを開きます。

3 Linux ディストリビューションで VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージが自動的にマウントされたかどうかを
確認するには、引数なしで mount コマンドを実行します。

CD-ROM デバイスがマウントされている場合、CD-ROM デバイスとそのマウント ポイントが次のように表示され
ます。

/dev/cdrom on /mnt/cdrom type iso9660 (ro,nosuid,nodev)

4 VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージがマウントされていない場合、CD-ROM ドライブをマウントします。

a マウント ポイントのディレクトリが存在しない場合は作成します。

mkdir /mnt/cdrom

一部の Linux ディストリビューションでは、異なるマウント ポイント名を使用します。たとえば、いくつかの
ディストリビューションのマウント ポイントは、/mnt/cdrom ではなく /media/VMware Tools です。ご
使用のディストリビューションの規則を反映するようにコマンドを変更してください。

b CD-ROM ドライブをマウントします。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

一部の Linux ディストリビューションでは、異なるデバイス名を使用したり、/dev ディレクトリが異なって
いたりすることがあります。CD-ROM ドライブが /dev/cdrom ではない場合、または CD-ROM のマウント
ポイントが /mnt/cdrom でない場合は、ディストリビューションの規則を反映するようにコマンドを変更して
ください。

5 作業ディレクトリ（/tmp など）に変更します。

cd /tmp
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6 VMware Tools をインストールする前に、前回の vmware-tools-distrib ディレクトリを削除します。

このディレクトリの場所は、前回のインストール中にこのディレクトリを配置した場所に応じて異なります。多くの

場合、このディレクトリの場所は /tmp/vmware-tools-distrib です。

7 マウント ポイントのディレクトリの内容を一覧表示し、VMware Tools tar インストーラのファイル名を書き留めま
す。

ls <mount-point>

8 インストーラを展開します。

tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-<x.x.x>-<yyyy>.tar.gz

値 <x.x.x> は製品のバージョン番号を、<yyyy> は製品リリースのビルド番号を示します。

RPM インストールの実行後に tar インストールを実行するか、その逆の順序でインストールを実行すると、インス
トーラは前回のインストールを検出するため、続行する前にインストーラのデータベース形式を変換する必要があり

ます。

9 必要に応じて、CD-ROM イメージのマウントを解除します。

umount /dev/cdrom 

CD-ROM が自動的にマウントされる Linux ディストリビューションの場合は、イメージのマウントを解除する必要
はありません。

10 インストーラを実行して VMware Tools を構成します。

cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

通常、インストーラ ファイルの実行が終了した後に、vmware-config-tools.pl 構成ファイルが実行されます。

11 使用する構成として適切である場合は、プロンプトに従ってデフォルト値をそのまま使用します。

12 スクリプトの最後の指示に従います。

使用する機能に応じて、これらの指示には X セッションの再開、ネットワーク処理の再開、再ログイン、および
VMware ユーザー プロセスの開始などが含まれます。または、ゲスト OS を再起動してこれらのタスクを実行する
こともできます。

次に進む前に

新しい仮想ハードウェア バージョンが仮想マシンで使用可能な場合は、仮想ハードウェアをアップグレードします。

NetWare 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたはアップグレード

NetWare 仮想マシンの場合、VMware Tools はコマンド ラインを使用して手動でインストールまたはアップグレードし
ます。

VMware Tools をアップグレードする前に、仮想マシンが実行される環境を考慮し、さまざまなアップグレード方法のメ
リットを検討します。たとえば、最新バージョンの VMware Tools をインストールして、仮想マシンのゲスト OS のパ
フォーマンスを向上させて仮想マシンの管理機能を強化したり、既存のバージョンを引き続き使用して、環境における柔

軟性を高めてダウンタイムを回避したりすることができます。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ゲスト OS が実行中であることを確認します。

n VMware Tools インストーラは Perl で記述されているため、ゲスト OS に Perl がインストールされていることを確
認します。

VMware Workstation Pro の使用

64  VMware, Inc.



手順

1 ホストの Workstation Pro メニュー バーから、[仮想マシン] - [VMware Tools のインストール] を選択します。

古いバージョンの VMware Tools がインストールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools のアップデー
ト] になります。

2 仮想 CD-ROM デバイスが ISO イメージをボリュームとしてマウントするように CD-ROM ドライバを読み込みます。

オペレーティング システム コマンド

NetWare 6.5 LOAD CDDVD

NetWare 6.0 または NetWare 5.1 LOAD CD9660.NSS

NetWare 4.2（vSphere では使用不可） load cdrom
 
インストールが完了したら、「NetWare の VMware Tools が実行中です」というメッセージが NetWare 6.5 と
NetWare 6.0 ゲスト OS のロガー画面、および NetWare 4.2 と 5.1 ゲスト OS のコンソール画面に表示されます。

3 VMware Tools 仮想ディスク（netware.iso）が仮想マシンに接続されている場合、コンソール ウィンドウのス
テータス バーにある CD-ROM アイコンを右クリックし、[切断] を選択して切断します。

次に進む前に

新しい仮想ハードウェア バージョンが仮想マシンで使用可能な場合は、仮想ハードウェアをアップグレードします。

Solaris 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード

Solaris 仮想マシンの場合は、手動でインストールするか、またはコマンド ラインを使用して VMware Tools をアップグ
レードします。

VMware Tools をアップグレードする前に、仮想マシンが実行される環境を考慮し、さまざまなアップグレード方法のメ
リットを検討します。たとえば、最新バージョンの VMware Tools をインストールして、仮想マシンのゲスト OS のパ
フォーマンスを向上させて仮想マシンの管理機能を強化したり、既存のバージョンを引き続き使用して、環境における柔

軟性を高めてダウンタイムを回避したりすることができます。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ゲスト OS が実行中であることを確認します。

n VMware Tools インストーラは Perl で記述されているため、ゲスト OS に Perl がインストールされていることを確
認します。

手順

1 ホストの Workstation Pro メニュー バーから、[仮想マシン] - [VMware Tools のインストール] を選択します。

古いバージョンの VMware Tools がインストールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools のアップデー
ト] になります。

2 仮想マシンで、root としてゲスト OS にログインし、ターミナル ウィンドウを開きます。

3 Solaris ボリューム マネージャが /cdrom/vmwaretoolsに CD-ROM をマウントしていない場合は、ボリューム
マネージャを再起動してください。

/etc/init.d/volmgt stop /etc/init.d/volmgt start

4 作業ディレクトリ（/tmp など）に変更します。

cd /tmp

5 VMware Tools を抽出します。

gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -
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6 インストーラを実行して VMware Tools を構成します。

cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

通常、インストーラ ファイルの実行が終了した後に、vmware-config-tools.pl 構成ファイルが実行されます。

7 使用する構成として適切である場合は、プロンプトに従ってデフォルト値をそのまま使用します。

8 スクリプトの最後の指示に従います。

使用する機能に応じて、これらの指示には X セッションの再開、ネットワーク処理の再開、再ログイン、および
VMware ユーザー プロセスの開始などが含まれます。または、ゲスト OS を再起動してこれらのタスクを実行する
こともできます。

次に進む前に

新しい仮想ハードウェア バージョンが仮想マシンで使用可能な場合は、仮想ハードウェアをアップグレードします。

FreeBSD 仮想マシンでの VMware Tools の手動インストールまたは手動アップグレード

FreeBSD 仮想マシンの場合は、手動でインストールするか、またはコマンド ラインを使用して VMware Tools をアップ
グレードします。

VMware Tools をアップグレードする前に、仮想マシンが実行される環境を考慮し、さまざまなアップグレード方法のメ
リットを検討します。たとえば、最新バージョンの VMware Tools をインストールして、仮想マシンのゲスト OS のパ
フォーマンスを向上させて仮想マシンの管理機能を強化したり、既存のバージョンを引き続き使用して、環境における柔

軟性を高めてダウンタイムを回避したりすることができます。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ゲスト OS が実行中であることを確認します。

n VMware Tools インストーラは Perl で記述されているため、ゲスト OS に Perl がインストールされていることを確
認します。

手順

1 ホストの Workstation Pro メニュー バーから、[仮想マシン] - [VMware Tools のインストール] を選択します。

古いバージョンの VMware Tools がインストールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools のアップデー
ト] になります。

2 仮想マシンで、root としてゲスト OS にログインし、ターミナル ウィンドウを開きます。

3 ディストリビューションが自動的に CD-ROM をマウントしない場合は、VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージ
をマウントします。

たとえば、mount /cdrom と入力します。

4 作業ディレクトリ（/tmp など）に変更します。

cd /tmp

5 VMware Tools の tar ファイルを untar します。

tar zxpf /cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz

6 ディストリビューションが自動マウントを使用しない場合は、VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージをマウント
解除します。

umount /cdrom
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7 インストーラを実行して VMware Tools を構成します。

cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

通常、インストーラ ファイルの実行が終了した後に、vmware-config-tools.pl 構成ファイルが実行されます。

8 使用する構成として適切である場合は、プロンプトに従ってデフォルト値をそのまま使用します。

9 スクリプトの最後の指示に従います。

使用する機能に応じて、これらの指示には X セッションの再開、ネットワーク処理の再開、再ログイン、および
VMware ユーザー プロセスの開始などが含まれます。または、ゲスト OS を再起動してこれらのタスクを実行する
こともできます。

次に進む前に

新しい仮想ハードウェア バージョンが仮想マシンで使用可能な場合は、仮想ハードウェアをアップグレードします。

セッション マネージャを使用しない場合の VMware ユーザー プロセスの手動開始
Linux、Solaris、および FreeBSD のゲスト OS では、VMware Tools は VMware ユーザー プロセスの実行可能ファイ
ルを使用します。このプログラムにより、ゲストをウィンドウに合わせる機能やユニティ モードなどの機能が実装されま
す。

通常は、ユーザーが VMware Tools を構成し、デスクトップ環境からログオフして再ログインした後に、このプロセス
が開始されます。vmware-user プログラムの場所は、バイナリ プログラムをインストールするために選択したディレク
トリ（デフォルトは /usr/bin）です。変更する必要のある起動スクリプトは、システムによって異なります。次の状況
では、手動でプロセスを開始する必要があります。

n セッション マネージャを使用せずに X セッションを実行する場合。たとえば、デスクトップ セッションを開始する
ために startx を使用し、xdm、kdm、または gdm を使用しない場合が該当します。

n gdm または xdm を使用せずに、以前のバージョンの GNOME を使用している場合。

n Desktop Application Autostart Specification（http://standards.freedesktop.org から利用可能）をサポート
しないセッション マネージャまたは環境を使用している場合。

n VMware Tools をアップグレードする場合。

手順

u VMware ユーザー プロセスを開始します。

オプション 操作

X セッションを開始するときに VMware ユー
ザー プロセスを開始する。

vmware-user を .xsession または .xinitrc ファイルなどの適切な X 起
動スクリプトに追加します。

VMware Tools ソフトウェアのアップグレー
ド後、または特定機能が動作しない場合に、

プロセスを開始する。

ターミナル ウィンドウを開き、vmware-user コマンドを入力します。

 

VMware Tools のアンインストール
VMware Tools のアップグレード プロセスが未完了の場合は、VMware Tools をアンインストールしてから、再インス
トールします。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ゲスト OS にログインします。
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手順

u VMware Tools のアンインストール方法を選択します。

オペレーティング システム 操作

Windows 7、8、8.1、または Windows 10 ゲスト OS で、[プログラム] - [プログラムのアンインストール] を選択します。

Windows Vista および Windows Server
2008

ゲスト OS で、[プログラムと機能] - [プログラムのアンインストール] を選択します。

Windows XP 以前 ゲスト OS で、[プログラムの追加と削除] を選択します。

Linux ルートとしてログインし、端末ウィンドウに vmware-uninstall-tools.pl
と入力します。

Mac OS X Server /Library/Application Support/VMware Tools にある [VMware
Tools のアンインストール] アプリケーションを使用します。

 

次に進む前に

VMware Tools を再インストールします。

仮想マシン ファイル
仮想マシンを作成すると、Workstation Pro はその仮想マシンに一組のファイルを作成します。仮想マシン ファイルは
仮想マシン ディレクトリまたはワーキング ディレクトリに保存されます。いずれのディレクトリも通常ホスト システム
にあります。

表 3‑8.  仮想マシン ファイル

拡張子 ファイル名 説明

.vmx <vmname>.vmx 仮想マシン設定を保存する主要構成ファイルです。旧バージョンの

Workstation Pro を使用して Linux ホストで仮想マシンを作成した場合は、
このファイルに拡張子 .cfg が付けられていることがあります。

.log <vmname>.log

または

vmware.log

主要なログ ファイルです。問題のトラブルシューティングが必要な場合、この
ファイルを参照します。このファイルは、.vmx ファイルと同じディレクトリ
に保存されます。

.nvram <vmname>.nvram

または

nvram

仮想マシンの BIOS の状態を保存する NVRAM ファイルです。このファイル
は、.vmx ファイルと同じディレクトリに保存されます。

.vmdk <vmname>.vmdk 仮想マシンのハード ディスク ドライブの内容を保存する仮想ディスク ファイ
ルです。このファイルは、.vmx ファイルと同じディレクトリに保存されます。

仮想ディスクは、1 個または複数の仮想ディスク ファイルで構成されます。仮
想マシン設定には、一組のファイルのうち最初のファイルの名前が表示されま

す。このファイルには、他のファイルへのポインタが含まれます。

仮想ディスクを作成したときに全ディスク領域を割り当てるよう指定した場

合、これらのファイルには最初から最大領域が割り当てられ、後でサイズが拡

大することはありません。ほとんどすべてのファイルの内容は仮想マシンの

データです。ファイルのごく一部は、仮想マシン オーバーヘッドに割り当てら
れます。

仮想マシンが直接物理ディスクに接続されている場合、仮想ディスク ファイル
は、仮想マシンがアクセスを許可されたパーティションに関する情報を保存し

ます。

注意   VMware 製品の旧バージョンでは、仮想ディスク ファイルに .dsk 拡
張子を使用しています。

<vmname>-s<###>.vmdk ファイルのサイズ拡大を許可している場合は、ファイル名の番号に s が付きま
す（Windows 7-s001.vmdk など）。

仮想ディスクを 2 GB ずつのファイルに分割するように指定している場合は、
ファイル数は仮想ディスクのサイズによって決定されます。仮想ディスクに

データが追加されると、各ファイルのサイズも最大 2 GB まで拡大します。
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表 3‑8.  仮想マシン ファイル (続き)

拡張子 ファイル名 説明

<vmname>-f<###>.vmdk ディスク作成時にすべてのディスク領域が割り当てられた場合は、ファイル名

には f が付きます（Windows 7-f001.vmdk など）。

<vmname>-<disk>-
<###>.vmdk

仮想マシンに 1 つ以上のスナップショットが設定されると、一部のファイルは
Redo ログ ファイルとなります。Redo ログ ファイルは、仮想マシンの実行
中に仮想ディスクに行った変更を保存します。ファイル名の重複を避けるた

め、ファイル名の<###> の箇所には Workstation Pro によって独自のサフィッ
クスが付けられます。

.vmem <uuid>.vmem ホスト ファイル システム上にあるゲストのメイン メモリをバックアップする
仮想マシンのページ ファイルです。このファイルは、仮想マシンが実行されて
いるか、または仮想マシンが無効になっている場合にのみ存在します。ワーキ

ング ディレクトリに保存されます。

<snapshot_name_number>
.vmem

パワーオン状態の仮想マシンの各スナップショットには関連する .vmem ファ
イルがあり、スナップショットの一部として保存されたゲスト OS のメイン メ
モリを含んでいます。

.vmsd <vmname>.vmsd スナップショットの情報とメタデータを保存する集中ファイルです。ワーキン

グ ディレクトリに保存されます。

.vmsn <vmname>.Snapshot.vmsn スナップショットを設定した時点の仮想マシンの実行状態を記録する、スナッ

プショットの状態ファイルです。ワーキング ディレクトリに保存されます。

<vmname>.Snapshot<###>
.vmsn

スナップショットの状態を記録するファイルです。

.vmss <vmname>.vmss サスペンドされている仮想マシンの状態を保存するサスペンド状態ファイルで

す。ワーキング ディレクトリに保存されます。
以前の VMware 製品の中には、サスペンド状態のファイルに .std 拡張子を
使用するものもあります。

ロック ファイルなど他のファイルも仮想マシン ディレクトリに存在する場合があります。一部のファイルは、仮想マシ
ンの実行中にのみ存在します。
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仮想マシンの使用 4
Workstation Pro で仮想マシンを使用する場合、仮想マシンおよびホスト システム間のファイルおよびテキストの転送、
ホスト プリンタへの出力、取外し可能デバイスの接続、ディスプレイ設定の変更を行えます。フォルダを使用して、複数
の仮想マシンの管理、仮想マシンの状態を保存するスナップショットの作成、仮想マシンのスクリーンショットとムービー

の作成を行えます。

Workstation Pro を使用して、リモート仮想マシンを操作することもできます。詳細については、第 8 章「リモート接続
の使用と仮想マシンの共有 (P. 207)」を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンの起動 (P. 71)

n 仮想マシンの停止 (P. 73)

n ファイルとテキストの転送 (P. 77)

n 仮想マシンへのホスト プリンタの追加 (P. 87)

n 仮想マシンでの取外し可能デバイスの使用 (P. 87)

n 仮想マシン ディスプレイの変更 (P. 94)

n フォルダによる仮想マシンの管理 (P. 100)

n 仮想マシンのスナップショットの作成 (P. 102)

n 仮想マシンへの新規ソフトウェアのインストール (P. 110)

n 仮想マシンのスクリーンショットの作成 (P. 110)

n 仮想マシンの削除 (P. 111)

仮想マシンの起動

仮想マシンを起動すると、ゲスト OS が起動して仮想マシンを操作できるようになります。Workstation Pro を使用して
ホスト システムおよびリモート サーバ上の仮想マシンを起動できます。

仮想マシンをコマンド ラインから起動するには、vmware コマンドを使用します。第 14 章「vmware コマンドについ
て (P. 281)」を参照してください。

n 仮想マシンの起動 (P. 72)

仮想マシンは [VM] メニューまたはツール バーから起動できます。[VM] メニューを使用するときは、ハードまた
はソフト パワー オプションを選択したり、仮想マシンを BIOS セットアップ モードで起動したりできます。

n バックグラウンドで実行している仮想マシンの起動 (P. 72)

Workstation Pro が起動されていない場合、バックグラウンドで実行している仮想マシンを起動できます。
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n Windows 仮想マシンでの自動ログオンの有効化 (P. 73)

自動ログオンを使用すると、ログイン認証情報を保存しておき、Windows 仮想マシンをパワーオンしたときのロ
グイン ダイアログ ボックスを省略することができます。ゲスト OS はパスワードを安全に保存します。

仮想マシンの起動

仮想マシンは [VM] メニューまたはツール バーから起動できます。[VM] メニューを使用するときは、ハードまたはソフ
ト パワー オプションを選択したり、仮想マシンを BIOS セットアップ モードで起動したりできます。

仮想マシンをフォルダ内に格納しているときは、バッチ処理による電源操作を行えます。「フォルダによる仮想マシンの管

理 (P. 100)」を参照してください。

自動起動機能を使用して、ホスト システムの起動時に共有仮想マシンおよびリモート仮想マシンを起動するように構成で
きます。「共有仮想マシンおよびリモート仮想マシンをホストと同時に起動する構成 (P. 219)」を参照してください。

開始する前に

n 仮想マシンがローカル ホストにある場合、[ファイル] - [開く] を選択して、仮想マシン構成ファイル (.vmx) を参照
します。

n 仮想マシンがリモート ホストにある場合、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を
参照してください。

手順

n 仮想マシンの起動時にパワー オプションを選択するには、仮想マシンを選択してから [VM] - [パワー] を選択します。

オプション 説明

[パワーオン] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンを起動します。

[ゲストの起動 ] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンを起動し、VMware Tools は
ゲスト OS でスクリプトを実行します。Windows ゲストで、DHCP を使用するよう
に仮想マシンを構成している場合は、このスクリプトによって仮想マシンの IP アドレ
スが更新されます。Linux、FreeBSD、Solaris ゲストでは、このスクリプトによっ
て仮想マシンのネットワーク通信が開始します。

[BIOSへのパワーオン] Workstation Pro は、BIOS セットアップ モードで仮想マシンを起動します。
 

n ツール バーから仮想マシンを起動するには、仮想マシンを選択して [開始] ボタンをクリックします。

仮想マシンに構成された開始パワー コントロール設定によって、Workstation Pro がハード パワーオンまたはソフ
ト パワーオンのどちらの操作を実行するのかが決定されます。ボタンの上にマウスを置くと、設定された動作がツー
ルチップに表示されます。

次に進む前に

仮想マシン コンソール内をクリックし、仮想マシンがホスト システムのマウスとキーボードをコントロールするように
します。

バックグラウンドで実行している仮想マシンの起動

Workstation Pro が起動されていない場合、バックグラウンドで実行している仮想マシンを起動できます。

開始する前に

仮想マシンをバックグラウンドで実行するように設定します。「仮想マシンを閉じる/Workstation Pro を終了す
る (P. 74)」を参照してください。
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手順

1 ホスト システムで、タスクバーの通知領域にある仮想マシンのステータス アイコンをクリックします。

バックグラウンドで実行中の仮想マシンのリストがツールチップに表示されます。リストには、現在ログインしてい

るユーザーに属する仮想マシンが表示されます。

2 ツールチップに表示されるリストから仮想マシンを選択します。

Workstation Pro が起動し、仮想マシンのコンソール ビューが表示されます。

Windows 仮想マシンでの自動ログオンの有効化
自動ログオンを使用すると、ログイン認証情報を保存しておき、Windows 仮想マシンをパワーオンしたときのログイン
ダイアログ ボックスを省略することができます。ゲスト OS はパスワードを安全に保存します。

ゲスト OS を頻繁に再起動する場合、自動ログオン機能を使用すると、再起動のたびにログイン認証情報を入力する必要
がなくなります。また、自分のパスワードを知らせずに、他のユーザーがゲスト OS にアクセスできるようにする目的で
も自動ログオン機能を使用できます。

開始する前に

n ゲスト OS が Windows 2000 以降であることを確認します。

n 自動ログオンを有効にする既存のユーザー アカウントがあることを確認します。ユーザー アカウントがドメイン ア
カウントではなくローカル マシン アカウントである必要があります。

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS で実行中であることを確認します。

n 仮想マシンをオンにします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [自動ログオン] を選択します。

3 [有効にする] をクリックし、ログイン認証情報を入力して [OK] をクリックします。

入力したパスワードが正しくないか期限切れの場合、仮想マシンをパワーオンしたときにログイン認証情報を入力す

る必要があります。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

自動ログオンを有効化またはログイン認証情報を変更すると、自動ログオン設定はただちに保存されます。[仮想マ
シン設定] ダイアログ ボックスで [キャンセル] をクリックしても、自動ログオン設定に適用される変更は影響を受け
ません。[]

仮想マシンの停止

Workstation Pro を使用してホスト システムおよびリモート サーバ上の仮想マシンを停止できます。仮想マシンをシャッ
トダウン、一時停止、サスペンドできます。仮想マシンを閉じて、バックグラウンドで引き続き実行することもできます。

n 仮想マシンのシャットダウン (P. 74)

仮想マシンは [VM] メニュー またはツール バーからシャットダウンできます。[VM] メニューを使用するときは、
ハードまたはソフト パワー オプションを選択できます。

n 仮想マシンを閉じる/Workstation Pro を終了する (P. 74)

ローカル ホスト システム上で実行している仮想マシンをパワーオフせずに閉じることができます。デフォルトで
は、Workstation Pro でパワーオンされている仮想マシンを閉じたり、仮想マシンをローカル ホスト システム上
で実行中に Workstation Pro を終了するときに、操作を選択するよう求めるプロンプトが表示されます。
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n 仮想マシンの一時停止/一時停止の解除 (P. 75)

仮想マシンは、数秒間から数分間まで複数回一時停止できます。仮想マシンが時間のかかる、プロセッサを集中的

に使用するアクティビティを行っているためホスト システムを使用して緊急の作業を実行できない場合、一時停止
機能が便利です。

n 仮想マシンのサスペンドまたはレジューム (P. 76)

サスペンドまたはレジューム機能を使用して、仮想マシンの現在の状態を保存します。仮想マシンをレジュームす

ると、サスペンドする前に実行されていたアプリケーションは、そのコンテンツが変更されず、実行されていたと

きの状態で再開されます。

仮想マシンのシャットダウン

仮想マシンは [VM] メニュー またはツール バーからシャットダウンできます。[VM] メニューを使用するときは、ハード
またはソフト パワー オプションを選択できます。

Workstation Pro を終了する前にローカル ホスト システム上で実行している仮想マシンをパワーオフする必要はありま
せん。仮想マシンをバックグラウンドで実行したまま Workstation Pro を終了できます。「仮想マシンを閉じ
る/Workstation Pro を終了する (P. 74)」を参照してください。

仮想マシンをフォルダ内に格納しているときは、バッチ処理による電源操作を行えます。「フォルダによる仮想マシンの管

理 (P. 100)」を参照してください。

手順

n 仮想マシンのシャットダウン時にパワー オプションを選択するには、仮想マシンを選択してから [VM] - [パワー] を
選択します。

オプション 説明

[パワーオフ] （ハード オプション）Workstation Pro は、作業中の状態に関係なく仮想マシンを突
然パワーオフします。

[ゲストのシャットダウン] （ソフト オプション）Workstation Pro はゲスト OS にシャットダウン信号を送信し
ます。信号を認識したオペレーティング システムは、安全にシャットダウンします。
一部のゲスト OS は、Workstation Pro からのシャットダウン信号に反応しません。
ゲスト OS が信号に反応しない場合は、物理マシンと同じようにゲスト OS でシャッ
トダウンしてください。

 
n ツール バーから仮想マシンをシャットダウンするには、仮想マシンを選択して [停止] ボタンをクリックします。

仮想マシンに構成されている停止のパワー コントロール設定によって Workstation Pro がハード パワーオフまたは
ソフト パワーオフのどちらの操作を実行するかが決定されます。ボタンの上にマウスを置くと、設定された動作が
ツールチップに表示されます。

n サスペンドされた仮想マシンをシャットダウンするには、仮想マシンを選択してから [VM] - [パワー] - [パワー オフ]
を選択します。

仮想マシンを閉じる/ Workstation Pro を終了する
ローカル ホスト システム上で実行している仮想マシンをパワーオフせずに閉じることができます。デフォルトでは、
Workstation Pro でパワーオンされている仮想マシンを閉じたり、仮想マシンをローカル ホスト システム上で実行中に
Workstation Pro を終了するときに、操作を選択するよう求めるプロンプトが表示されます。

注意   リモート仮想マシンを閉じると、仮想マシン タブが閉じます。仮想マシンがパワーオンされている場合には、リ
モート ホスト上で実行し続けます。

VMware Workstation Pro の使用

74  VMware, Inc.



表 4‑1.  閉じるおよび終了操作

操作 説明

[バックグラウンドで実行] 仮想マシンをバックグラウンドで引き続き実行します。VNC またはその他のサー
ビスから仮想マシンを操作できます。

デフォルトでは、仮想マシンのステータス アイコンはホスト システム上のタスク
バーの通知領域に表示されます。このアイコンの上にマウス ポインタを置くと、
現在ログインしているユーザーに属するバックグラウンドで実行中の仮想マシンの

数がツールチップに表示されます。

[サスペンド] 仮想マシンをサスペンドし、現在の状態を保存します。

[パワーオフ] 仮想マシンをパワーオフします。デフォルトでは、Workstation Pro は仮想マシ
ンを突然パワーオフします。これは物理マシンの電源ボタンを使用した場合と同じ

です。

Workstation Pro の環境設定を構成して、操作を求めるプロンプトを表示せずに常に仮想マシンをバックグラウンドで実
行するように設定できます。また、仮想マシンのオプション設定を構成して、パワーオフ動作を指定することもできます。

仮想マシンを常にバックグラウンドで実行するように設定

Workstation Pro の環境設定で仮想マシンを常にバックグラウンドで実行するように構成し、パワーオン状態の仮想マシ
ンを閉じるときにアクションの選択を求められないように設定できます。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択します。

2 [ワークスペース] を選択して、[Workstation を閉じた後も引き続き仮想マシンを実行する] を選択します。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

仮想マシンの一時停止/一時停止の解除
仮想マシンは、数秒間から数分間まで複数回一時停止できます。仮想マシンが時間のかかる、プロセッサを集中的に使用

するアクティビティを行っているためホスト システムを使用して緊急の作業を実行できない場合、一時停止機能が便利で
す。

注意   リモート仮想マシンは一時停止できません。

開始する前に

一時停止機能の制限事項について理解しておく必要があります。「一時停止機能の制限事項 (P. 75)」を参照してください。

手順

n 仮想マシンを一時停止するには、仮想マシンを選択し、[VM] - [一時停止] を選択します。

仮想マシンのディスプレイが暗くなり、ディスプレイ上に再生ボタンが表示されます。複数のモニタで表示するよう

に構成された仮想マシンを一時停止した場合、モニタごとに再生ボタンが表示されます。

n Workstation Pro のユーザー インターフェイスを操作することなくパワーオン状態の仮想マシンをすべて一時停止
するには、ホスト コンピュータのタスクバーの通知領域にある仮想マシン ステータス アイコンを右クリックし、[す
べての仮想マシンの一時停止] を選択します。

n 仮想マシンの一時停止を解除するには、仮想マシンのディスプレイ上の再生ボタンをクリックするか、[VM] - [一時
停止] の選択を解除します。

一時停止機能の制限事項

一時停止機能には一定の制限事項があります。

n 仮想マシンが一時停止している場合、ユニティ モードへの切り替えは行えません。
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n 一時停止している場合、仮想マシンはネットワーク パケットを送受信しません。仮想マシンが数分間以上一時停止
した場合、一部のネットワーク接続が中断される場合があります。

n 仮想マシンが一時停止しているときにスナップショットを作成した場合、そのスナップショットを復元するときに仮

想マシンは一時停止しません。同様に、一時停止しているときに仮想マシンをサスペンドした場合、仮想マシンをレ

ジュームするときに一時停止しません。

n 仮想マシンが一時停止しているときにソフト パワー操作を開始した場合、これらの操作は、仮想マシンの一時停止
が解除されるまで適用されません。

n 仮想マシンが一時停止している場合、LED とデバイスは有効のままになりますが、デバイス接続は、仮想マシンの一
時停止が解除されるまで適用されません。

n リモート仮想マシンは一時停止できません。

仮想マシンのサスペンドまたはレジューム

サスペンドまたはレジューム機能を使用して、仮想マシンの現在の状態を保存します。仮想マシンをレジュームすると、

サスペンドする前に実行されていたアプリケーションは、そのコンテンツが変更されず、実行されていたときの状態で再

開されます。

サスペンド処理の実行速度は、仮想マシンが開始してから変更されたデータ量によって異なります。通常、最初のサスペ

ンド処理は、2 回目以降のサスペンド処理より時間がかかります。仮想マシンをサスペンドすると、Workstation Pro に
よって、仮想マシン サスペンド状態（.vmss または .vmem）ファイル セットがワーキング ディレクトリに生成されま
す。レジューム処理の実行速度は、仮想マシンの処理状況によって異なります。仮想マシンの処理状況がアクティブであ

ればあるほど、レジュームに長い時間がかかります。仮想マシン サスペンド状態（.vmss または .vmem）ファイル セッ
トがすでにホスト システムの物理メモリに存在するかどうかによっても処理速度が異なります。存在している場合、仮想
マシンはより高速にレジュームします。

仮想マシンのレジューム後に作業を行った場合、仮想マシンをサスペンド時の状態に戻すことはできません。繰り返し同

じ状態に戻るには、スナップショットを作成する必要があります。

仮想マシンをフォルダ内に格納しているときは、バッチ処理による電源操作を行えます。「フォルダによる仮想マシンの管

理 (P. 100)」を参照してください。

手順

n 仮想マシンをサスペンドする場合のサスペンド オプションを選択するには、仮想マシンを選択して [VM] - [パワー]
を選択します。

オプション 説明

[サスペンド] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンドし、ネットワーク
に接続したままにします。

[ゲストをサスペンド] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンドし、ネットワーク
から切断します。VMware Tools は、ゲスト OS でスクリプトを実行します。
Windows ゲストで、DHCP を使用するように仮想マシンを構成している場合は、こ
のスクリプトによって仮想マシンの IP アドレスが解放されます。Linux、FreeBSD、
および Solaris ゲストでは、このスクリプトによって仮想マシンのネットワーク通信
が停止します。

 
n ツール バーから仮想マシンをサスペンドするには、仮想マシンを選択して [サスペンド] ボタンをクリックします。

仮想マシンに構成されたサスペンド パワー コントロール設定によって、Workstation Pro がハード サスペンドまた
はソフト サスペンドのどちらの操作を実行するのかが決定されます。ボタンの上にマウスを置くと、設定された動
作がツールチップに表示されます。
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n サスペンド状態の仮想マシンをレジュームする場合のレジューム オプションを選択するには、仮想マシンを選択し
て [VM] - [パワー] を選択します。

オプション 説明

[レジューム] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンド状態からレジュー
ムします。

[ゲストのレジューム] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンド状態からレジュー
ムし、ネットワークに再接続します。

 
n ツール バーから仮想マシンをレジュームするには、仮想マシンを選択して [レジューム] ボタンをクリックします。

仮想マシンに構成されたサスペンド パワー コントロール設定によって、Workstation Pro がハード レジュームまた
はソフト レジュームのどちらの操作を実行するのかが決定されます。ボタンの上にマウスを置くと、設定された動
作がツールチップに表示されます。

n サスペンドされた仮想マシンをパワーオフするには、仮想マシンを選択してから [VM] - [パワー] - [パワー オフ] を
選択します。

Windows ホストでのゲスト ACPI S1 スリープ機能の使用

Workstation Pro は、Windows ホスト上でゲスト OS の ACPI S1 スリープの試験的サポートを提供しています。すべて
のゲスト OS がこの機能をサポートしているわけではなく、スタンバイ モードを開始するための一般的なゲスト OS のイ
ンターフェイスがサポートされています。

デフォルトでは、ACPI S1 スリープは Workstation Pro 内でサスペンドとして実装されます。Workstation Pro の [レ
ジューム] ボタンを使用して、ゲスト OS を再開できます。

ACPI S1 スリープをパワーオン サスペンドとして実装できます。ゲスト OS は完全にパワーダウンされません。この機能
は、テストおよび開発シナリオにおいて有用です。キーボード入力、マウス入力、または CMOS 外部タイマーのプログ
ラミングにより、仮想マシンを再開できます。

ファイルとテキストの転送

ドラッグ アンド ドロップ機能、コピーと貼り付け機能、および共有フォルダを使用できます。また、ホスト システムと
仮想マシン間、および仮想マシン間でのファイルとテキストの転送にマップされたドライブを使用できます。

n ドラッグ アンド ドロップ機能を使用 (P. 78)

ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、ホスト システムと仮想マシン間で、ファイルとディレクトリ、電子メー
ルの添付ファイル、プレーン テキスト、フォーマットされたテキスト、およびイメージを移動できます。

n コピーと貼り付け機能を使用 (P. 79)

仮想マシン間および仮想マシンで実行中のアプリケーション間で、テキストの切り取り、コピー、貼り付けを行う

ことができます。

n 共有フォルダの使用 (P. 80)

共有フォルダを使用して、仮想マシン間、または仮想マシンとホスト システムの間でファイルを共有できます。共
有フォルダとして追加するディレクトリは、ホスト システム上のディレクトリでも、ホスト コンピュータからアク
セス可能なネットワーク ディレクトリでもかまいません。

n ホスト システムへの仮想ディスクのマッピング (P. 85)

仮想マシンとホスト システムとの間で共有フォルダを使用したりデータをコピーしたりする代わりに、仮想ディス
クをホスト システムにマップできます。この場合は、仮想ディスクを個別にマップされたドライブとしてホスト
ファイル システムにマップします。マップされたドライブを使用することにより、仮想マシンを操作しなくても仮
想ディスクに接続できます。
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ドラッグ アンド ドロップ機能を使用
ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、ホスト システムと仮想マシン間で、ファイルとディレクトリ、電子メールの
添付ファイル、プレーン テキスト、フォーマットされたテキスト、およびイメージを移動できます。

次の場所の間で、ファイルまたはディレクトリをドラッグすることができます。

n ホスト システムと仮想マシンのファイル マネージャ間（Windows エクスプローラーなど）。

n ファイル マネージャからドラッグ アンド ドロップをサポートするアプリケーションへ。

n ドラッグ アンド ドロップによるファイル単位の解凍をサポートするアプリケーション間（zip ファイル マネージャ
など）。

n 異なる仮想マシン間。

ホストと仮想マシン間でファイルやフォルダをドラッグすると、Workstation Pro によって、ドロップした場所にその
ファイルやフォルダのコピーが作成されます。たとえば、デスクトップ上のワード プロセッサのアイコンにファイルをド
ロップすると、オリジナル ファイルのコピーがワード プロセッサによって開かれます。コピーに行なった変更は、オリ
ジナル ファイルには反映されません。

最初は、一時ディレクトリに保存されているファイルのコピーがアプリケーションによって開かれます。Windows では、
一時ディレクトリは %TEMP% 環境変数で指定されます。Linux および Solaris では、一時ディレクトリは /tmp/VMwareDnD
です。異なるディレクトリにファイルを保存することで、ファイルに行った変更を保護できます。

ドラッグ アンド ドロップの前提条件と制限事項

ドラッグ アンド ドロップ機能には、特定の前提条件と制限事項があります。

n ドラッグ アンド ドロップ機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールする必要があります。

n ドラッグ アンド ドロップ機能を使用するには、X ウィンドウと Solaris 10 ゲストを実行する Linux ホストとゲスト
で、Xorg X サーバと JDS/Gnome が動作している必要があります。

n Windows ホスト上のアプリケーションと Windows ゲスト上のアプリケーション間でのみ、イメージをドラッグす
ることができます。イメージのドラッグは、Linux ホストまたはゲストではサポートされません。

n Linux および Windows ホストと Linux、Windows、および Solaris 10 ゲスト間でのみ、ファイルとディレクト
リ、電子メールの添付ファイル、プレーン テキスト、およびフォーマットされたテキストをドラッグできます。

n 電子メールの添付ファイルのドラッグは、4MB 未満のイメージまたはファイルに制限されます。

n プレーン テキストとフォーマットされたテキスト（フォーマットを含む）のドラッグは、4MB 未満のサイズに制限
されます。

n テキストのドラッグは、Unicode 文字で表すことができる言語のテキストに制限されます。

n Workstation Pro は、PNG フォーマットを使用して、ドラッグされるイメージをコード化します。イメージのドラッ
グは、PNG フォーマットに変換後、4MB 未満のイメージに制限されます。

n Windows 95 および Windows 98 ゲストでは、ドラッグ アンド ドロップ機能は、ファイルとディレクトリの場合
のみサポートされます。

ドラッグ アンド ドロップ機能の無効化

ドラッグ アンド ドロップ機能は、Workstation Pro で仮想マシンを作成したとき、デフォルトで有効になっています。
仮想マシンとホスト システムの間でドラッグ アンド ドロップを実行できないようにするには、ドラッグ アンド ドロップ
機能を無効にします。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンでは、ドラッグ アンド ドロップ機能の有効化/無効化はできません。
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手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [ゲストの隔離] を選択します。

3 [ドラッグ アンド ドロップを使用する] の選択を解除します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

コピーと貼り付け機能を使用

仮想マシン間および仮想マシンで実行中のアプリケーション間で、テキストの切り取り、コピー、貼り付けを行うことが

できます。

また、ホスト システムで実行中のアプリケーションと仮想マシンで実行中のアプリケーション間で、イメージ、プレーン
テキスト、フォーマットされたテキスト、および電子メールの添付ファイルの切り取り、コピー、貼り付けを行うことも

できます。

コピーと貼り付けの前提条件と制限事項

コピーと貼り付け機能には、特定の前提条件と制限事項があります。

n コピーと貼り付け機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールする必要があります。

n Linux および Windows ホストと Linux、Windows、および Solaris 10 ゲスト間でのみ、コピーと貼り付け機能を
使用できます。

n コピーと貼り付け機能を使用するには、X ウィンドウと Solaris 10 ゲストを実行する Linux ホストとゲストで、Xorg
X サーバと JDS/Gnome が動作している必要があります。

n 電子メールの添付ファイルのコピーと貼り付けは、4MB 未満のイメージまたはファイルに制限されます。

n プレーン テキストとフォーマットされたテキスト（フォーマットを含む）のコピーと貼り付けは、4MB 未満のサイ
ズに制限されます。

n テキストのコピーと貼り付けは、Unicode 文字で表すことができる言語のテキストに制限されます。

n Workstation Pro は、PNG フォーマットを使用して、コピーおよび貼り付けされるイメージをコード化します。イ
メージのコピーと貼り付けは、PNG フォーマットに変換後、4MB 未満のイメージに制限されます。

n 仮想マシン間でファイルをコピーおよび貼り付けすることはできません。

n Windows 95 および Windows 98 ゲストでは、コピーと貼り付けは、64KB 未満のサイズのプレーン テキストに制
限されます。

コピーと貼り付け機能の無効化

コピーと貼り付け機能は、Workstation Pro で仮想マシンを作成したとき、デフォルトで有効になっています。仮想マシ
ンとホストの間でコピーと貼り付けを実行できないようにするには、コピーと貼り付け機能を無効にします。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンでは、コピーと貼り付け機能の有効化/無効化はできません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [ゲストの隔離] を選択します。

3 [コピーと貼り付けを使用する] の選択を解除します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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共有フォルダの使用

共有フォルダを使用して、仮想マシン間、または仮想マシンとホスト システムの間でファイルを共有できます。共有フォ
ルダとして追加するディレクトリは、ホスト システム上のディレクトリでも、ホスト コンピュータからアクセス可能な
ネットワーク ディレクトリでもかまいません。

重要   共有フォルダのファイルを複数のアプリケーションから同時に開くことはできません。たとえば、ホスト OS 上の
アプリケーションとゲスト OS 上の別のアプリケーションで同じファイルを開かないでください。ファイルがいずれかの
アプリケーションによって書き込まれると、データが破損する可能性があります。

n 共有フォルダをサポートしているゲスト OS (P. 80)

共有フォルダを使用するには、仮想マシンのゲスト OS が共有フォルダをサポートしている必要があります。

n 仮想マシンに対する共有フォルダの有効化 (P. 81)

特定の仮想マシンに対してフォルダ共有を有効にできます。仮想マシン間でフォルダを共有するには、各仮想マシ

ンがホスト システムまたはネットワーク共有上の同じディレクトリを使用するように構成する必要があります。

n 仮想マシンで他のユーザーが作成した共有フォルダを有効にする (P. 82)

仮想マシンをパワーオンしたユーザー以外のユーザーによって作成された共有フォルダは、デフォルトで無効にな

ります。これはセキュリティを確保するためです。

n Windows ゲストで共有フォルダを表示 (P. 82)

Windows のゲスト OS では、共有フォルダはデスクトップ アイコンを使用して表示できます。

n Linux ゲストでの共有フォルダのマウント (P. 83)

共有フォルダを有効にした後、その共有フォルダ内にある 1 つ以上のディレクトリやサブディレクトリを、デフォ
ルトの場所（/mnt/hgfs）だけでなくファイル システム上の任意の場所にマウントできます。

n 共有フォルダ プロパティの変更 (P. 84)

共有フォルダを作成した後で、フォルダ名、ホスト パス、およびその他の属性を変更できます。

n 仮想マシンの共有フォルダの変更 (P. 85)

個々の仮想マシンの共有フォルダを変更できます。

n 仮想マシンのフォルダ共有の無効化 (P. 85)

特定の仮想マシンに対してフォルダ共有を無効にできます。

共有フォルダをサポートしているゲスト OS

共有フォルダを使用するには、仮想マシンのゲスト OS が共有フォルダをサポートしている必要があります。

次のゲスト OS は共有フォルダをサポートしています。

n Windows Server 2003

n Windows 2000

n Windows NT 4.0

n Windows Vista

n Windows XP

n Windows 7

n Windows 8

n Windows 10

n Version 2.6 以降のカーネルを持つ Linux

n Solaris x86 10
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n Solaris x86 10 Update 1 以降

仮想マシンに対する共有フォルダの有効化

特定の仮想マシンに対してフォルダ共有を有効にできます。仮想マシン間でフォルダを共有するには、各仮想マシンがホ

スト システムまたはネットワーク共有上の同じディレクトリを使用するように構成する必要があります。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンで共有フォルダを有効にすることはできません。

開始する前に

n 仮想マシンで使用されているゲスト OS が共有フォルダをサポートしていることを確認します。「共有フォルダをサ
ポートしているゲスト OS (P. 80)」を参照してください。

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n ホスト システムでのアクセス権の設定で、共有フォルダのファイルへのアクセスが許可されていることを確認しま
す。たとえば、Workstation Pro を User というユーザー名で実行している場合は、User がフォルダ内のファイル
に対して読み取りまたは書き込みのアクセス権を持っている場合に限り、仮想マシンが共有フォルダのファイルに対

して読み取りまたは書き込みを実行できます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで、 [共有フォルダ] を選択します。

3 フォルダ共有のオプションを選択します。

オプション 説明

常に有効 仮想マシンがシャットダウン、サスペンド、またはパワーオフされた場合でも、フォ

ルダ共有を有効のままにします。

次回のパワーオフまたはサスペンドまで有効 仮想マシンをパワーオフ、サスペンド、またはシャットダウンするまで、一時的にフォ

ルダ共有を有効にします。仮想マシンを再起動した場合は、共有フォルダは有効のま

まになります。この設定は、仮想マシンがパワーオンされている場合にのみ使用でき

ます。

 

4 (オプション) ドライブを共有フォルダ ディレクトリにマップするには、[Windows ゲストのネットワーク ドライブと
してマップする] を選択します。

このディレクトリには、有効にしたすべての共有フォルダが含まれます。ドライブ文字は Workstation Pro によっ
て選択されます。

5 共有フォルダを追加するには、[追加] をクリックします。

Windows ホストでは、[共有フォルダ追加]ウィザードが開始します。Linux では、[共有フォルダのプロパティ] ダ
イアログ ボックスが開きます。

6 ホスト システム上の共有するディレクトリへのパスを入力します。

D:\share など、ネットワーク共有上のディレクトリを指定した場合には、Workstation Pro は常にそのパスを使
用しようとします。そのディレクトリが後で別のドライブ文字のホストに接続された場合、Workstation Pro は共有
フォルダを見つけることができなくなります。

7 仮想マシン内で表示される共有フォルダの名前を指定します。

ゲスト OS によって共有名として適切でないと判断された文字は、ゲスト内では別の文字で表示されます。たとえ
ば、共有名でアスタリスクを使用した場合、ゲストの共有名では * ではなく %002A と表示されます。不正な文字
は、ASCII の 16 進数値に変換されます。
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8 共有フォルダの属性を選択します。

オプション 説明

共有する 共有フォルダを有効にします。このオプションを非選択にすると、仮想マシン構成か

らは削除せずに共有フォルダを無効にできます。

読み取り専用 共有フォルダを読取り専用にします。このプロパティが選択されている場合、仮想マ

シンは共有フォルダのファイルを表示およびコピーできますが、ファイルの追加、変

更、削除を行うことはできません。共有フォルダのファイルへのアクセスは、ホスト

コンピュータでのアクセス権の設定によって決定されます。

 

9 [完了] をクリックして共有フォルダを追加します。

共有フォルダは [フォルダ] リストに表示されます。フォルダ名の隣のチェック ボックスに、フォルダが共有されて
いることが示されます。このチェック ボックスの選択を解除することで、フォルダの共有を無効にできます。

10 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

共有フォルダを表示します。Linux ゲストでは、共有フォルダは /mnt/hgfs の下に表示されます。Solaris ゲストでは、
共有フォルダは /hgfs の下に表示されます。Windows ゲストで共有フォルダを表示するには、「Windows ゲストで共
有フォルダを表示 (P. 82)」を参照してください。

仮想マシンで他のユーザーが作成した共有フォルダを有効にする

仮想マシンをパワーオンしたユーザー以外のユーザーによって作成された共有フォルダは、デフォルトで無効になります。

これはセキュリティを確保するためです。

Workstation 4 および 5.x の仮想マシンでは、フォルダの作成者に関係なく、フォルダ共有もデフォルトで無効になりま
す。

重要   すべての仮想マシンで共有フォルダを有効にすると、知らない間に仮想マシン内の既存のプログラムが共有フォル
ダを介してホストのファイル システムにアクセスしてしまうことがあるため、セキュリティ上のリスクが生じる可能性が
あります。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択します。

2 [ワークスペース] を選択し、[デフォルトですべての共有フォルダを有効にする] を選択します。

この設定は、他のユーザーによって作成されたすべての仮想マシンの共有フォルダに対して適用されます。

Windows ゲストで共有フォルダを表示

Windows のゲスト OS では、共有フォルダはデスクトップ アイコンを使用して表示できます。

注意   Workstation 4.0 で提供された VMware Tools をゲスト OS が使用している場合、共有フォルダは指定したドライ
ブ文字上のフォルダとして表示されます。

手順

n Windows オペレーティング システムのバージョンに応じて、[マイ ネットワーク]、[ネットワーク コンピュータ]、
または [ネットワーク] 内で [VMware 共有フォルダ] を検索します。

n 共有フォルダをネットワーク ドライブとしてマップしている場合は、[マイ コンピュータ] を開いて、[ネットワーク
ドライブ] 内で ['vmware-host' の共有フォルダ] を検索します。

n 特定の共有フォルダを表示するには、UNC パス \\vmware-host\Shared Folders\<共有フォルダ名> を使用し
てフォルダに直接アクセスします。
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Linux ゲストでの共有フォルダのマウント

共有フォルダを有効にした後、その共有フォルダ内にある 1 つ以上のディレクトリやサブディレクトリを、デフォルトの
場所（/mnt/hgfs）だけでなくファイル システム上の任意の場所にマウントできます。

mount コマンドを使用して、すべての共有、1 つの共有、または共有内のサブディレクトリを、ファイル システムの任
意の場所にマウントできます。

表 4‑2.  mount コマンドのシンタックス

コマンド 説明

mount -t vmhgfs .host:/ /home/user1/shares すべての共有を /home/user1/shares にマウント
します。

mount -t vmhgfs .host:/foo /tmp/foo 共有 foo を /tmp/foo にマウントします。

mount -t vmhgfs .host:/foo/bar /var/lib/bar 共有 foo 内のサブディレクトリ bar
を /var/lib/bar にマウントします。

標準の mount シンタックスに加えて、VMware 固有のオプションを使用できます。ホスト/ゲスト ファイル システムの
オプションの使用方法を表示するには、コマンド /sbin/mount.vmhgfs -h を入力します。

VMware Tools をインストールする際、共有フォルダの場所を指定するためのエントリが etc/fstab に作成されます。
このファイルを編集して、エントリを変更または追加することができます。たとえば、起動時に自動的にマウントするに

は、/etc/fstab を編集して次の行を追加します。

.host:/ /mnt/hgfs vmhgfs defaults 0 0

VMware Tools のサービス スクリプトによって、マウントを実行するドライバが読み込まれます。マウントに失敗する
と、HGFS 共有のマウントに関するメッセージが表示されます。

注意   共有フォルダが無効になっている場合、または共有が存在しない場合は、マウントに失敗する可能性があります。
VMware Tools の構成プログラム（vmware-config-tools.pl）の実行を求めるプロンプトは表示されません。

Linux 上の共有ファイルに対する読み取り/書き込みアクセスの最適化

ホストとゲストの間でのファイル共有がゲストのページ キャッシュに統合されました。共有フォルダ内のファイルが読み
取り用にキャッシュされ、このファイルに非同期で書き込むことができます。

ただし、ゲストから頻繁に書き込みが行われているファイルでは、読み取りキャッシュによるメリットは期待できません。

パフォーマンスを向上させるためには、mount コマンドに ttl（存続時間）オプションを指定します。このオプション
は、ホスト/ゲスト ファイル システム（hgfs）のドライバがファイル属性を検証する時間間隔を指定するものです。

たとえば、デフォルトの 1 秒ごとではなく、3 秒ごとに属性の検証を行うには、次のコマンドを使用します。

mount -o ttl=3 -t vmhgfs .host:/<share><mountpoint>

注意   この時間間隔を大きくすると、問題が起きることがあります。ホスト内のプロセスでファイルの属性が変更された
場合に、ゲスト OS がその変更を迅速に認識することができず、ファイルが破損することがあります。

アクセス権による Linux ゲストでの共有ファイルへのアクセス制限

アクセス権を使用して、Linux ゲスト OS で共有フォルダ内のファイルへのアクセスを制限できます。

Linux ホストで Linux ゲスト OS と共有するファイルを作成する場合は、ゲスト OS に表示されるファイルのアクセス権
はホスト システムでのアクセス権と同じです。fmask コマンドと dmask コマンドを使用して、ファイルとディレクトリ
のアクセス権ビットをマスキングできます。

Windows ホスト システムで Linux ゲスト OS と共有するファイルを作成する場合は、読取り専用ファイルはすべての
ユーザーに読み取りと実行のアクセス権があるものとして表示され、その他のファイルはすべてのユーザーが書き込み可

能なファイルとして表示されます。
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Linux ゲスト OS を使用して作成するファイルのアクセス権を制限する場合は、mount プログラムを使用します。ゲスト
OS の次のオプションを使用できます。

n uid

n gid

n fmask

n dmask

n ro（読取り専用）

n rw（読み取り/書き込み）

デフォルトは rw です。

Workstation Pro の Windows バージョン、または以前のリリースの Workstation Pro の Linux バージョンで作成され
た仮想マシンを使用している場合は、オーナー アクセス権のみ変更できます。

共有フォルダ プロパティの変更

共有フォルダを作成した後で、フォルダ名、ホスト パス、およびその他の属性を変更できます。

開始する前に

共有フォルダを作成します。「仮想マシンに対する共有フォルダの有効化 (P. 81)」 を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [共有フォルダ] を選択します。

3 フォルダ リストから共有フォルダを選択し、[プロパティ] をクリックします。

4 仮想マシン内で表示される共有フォルダ名を変更するには、[名前] テキスト ボックスに新しい名前を入力します。

ゲスト OS によって共有名として適切でないと判断された文字は、ゲスト内では別の文字で表示されます。たとえ
ば、共有名でアスタリスクを使用した場合、ゲストの共有名では * ではなく %002A と表示されます。不正な文字
は、ASCII の 16 進数値に変換されます。

5 共有フォルダのホスト パスを変更するには、[ホスト パス] テキスト ボックスで、新しいパスを参照または入力しま
す。

D:\share など、ネットワーク共有上のディレクトリを指定した場合には、Workstation Pro は常にそのパスを使
用しようとします。そのディレクトリが後で別のドライブ文字のホストに接続された場合、Workstation Pro は共有
フォルダを見つけることができなくなります。

6 共有フォルダの属性を変更するには、属性を選択または選択解除します。

オプション 説明

有効化 共有フォルダを有効にします。このオプションを非選択にすると、仮想マシン構成か

らは削除せずに共有フォルダを無効にできます。

読み取り専用 共有フォルダを読取り専用にします。このプロパティが選択されている場合、仮想マ

シンは共有フォルダのファイルを表示およびコピーできますが、ファイルの追加、変

更、削除を行うことはできません。共有フォルダのファイルへのアクセスは、ホスト

コンピュータでのアクセス権の設定によって決定されます。

 

7 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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仮想マシンの共有フォルダの変更

個々の仮想マシンの共有フォルダを変更できます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [共有フォルダ] を選択します。

3 フォルダのリストで、共有するフォルダの横にあるチェックボックスを選択し、無効にするフォルダの横にあるチェッ

クボックスを選択解除します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

仮想マシンのフォルダ共有の無効化

特定の仮想マシンに対してフォルダ共有を無効にできます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [共有フォルダ] を選択します。

3 [無効化] を選択して、フォルダ共有を無効にします。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ホスト システムへの仮想ディスクのマッピング
仮想マシンとホスト システムとの間で共有フォルダを使用したりデータをコピーしたりする代わりに、仮想ディスクをホ
スト システムにマップできます。この場合は、仮想ディスクを個別にマップされたドライブとしてホスト ファイル シス
テムにマップします。マップされたドライブを使用することにより、仮想マシンを操作しなくても仮想ディスクに接続で

きます。

ホスト システム上のドライブへの仮想ディスクのマッピングまたはマウント

仮想ディスクおよび関連するボリュームをホスト システム上のドライブにマップすると、仮想マシンを開くことなく仮想
ディスクに接続できます。

仮想ディスクをホスト システム上のドライブにマップした場合、このディスクを使用する仮想マシンをパワーオンするに
は、ディスクをホスト システムから切断する必要があります。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには仮想ハード ディスクをマップできません。

重要   スナップショットを含む仮想ディスクをマウントしてディスクに書き込むと、その仮想マシンから作成したスナッ
プショットやリンク クローンが破損し、修復できないことがあります。

開始する前に

n その仮想ディスクを使用しているすべての仮想マシンをパワーオフします。

n 仮想ディスク上の仮想ディスク（.vmdk）ファイルが圧縮されておらず、読み取り専用のアクセス権限を持っていな

いことを確認します。

n Windows ホストの場合、ボリュームが FAT（12/16/32）または NTFS でフォーマットされていることを確認しま
す。サポートされているのは FAT（12/16/32）および NTFS フォーマットのみです。仮想ディスクに異なる種類の
パーティションが混在する場合、たとえば、あるパーティションが Linux オペレーティング システムでフォーマッ
トされており、別のパーティションが Windows オペレーティング システムでフォーマットされているような場合
は、Windows パーティションだけをマップできます。
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n 仮想ディスクが暗号化されていないことを確認します。暗号化されたディスクはマップもマウントもできません。

手順

1 ホスト システム上のドライブに仮想ディスクをマウントします。

オプション 説明

Windows ホスト [ファイル] - [仮想ディスクのマップ] を選択します。

Linux ホスト [ファイル] - [仮想ディスクのマウント] を選択します。
 

2 仮想ディスクをマップまたはマウントします。

オプション 説明

Windows ホスト [仮想ディスクのマップまたは切断] ダイアログ ボックスで、[マップ] をクリックしま
す。

Linux ホスト [仮想ディスクのマウントまたはアンマウント] ダイアログ ボックスで、[ディスクの
マウント] をクリックします。

 

3 (オプション) Windows Explorer から仮想ディスクをマップすることもできます。

a Explorer を開いて、マップする .vmdk ファイルを参照します。

b .vmdk ファイルを右クリックして、 [仮想ディスクのマップ]を選択します。

メニューでは、.vmdk ファイルの最初のボリュームをドライブに簡単にマップすることができます。そのオプ
ションを選択すると、以降の構成を行う必要がありません。

4 Windows ホストでは、[仮想ディスクのマップ] ダイアログ ボックスの [ファイルを読取り専用モードで開く] チェッ
ク ボックスを選択したままにします。

この設定により、スナップショットまたはリンク クローンの親である可能性のある仮想ディスクに、誤ってデータ
を書き込んでしまうことがなくなります。これらのディスクへ書き込みを行うと、スナップショットまたはリンク ク
ローンが使用できなくなる場合があります。

5 Linux ホストでは、[ディスクのマウント] ダイアログ ボックスで [読み取り専用モードでマウント] チェックボック
スを選択します。

この設定により、スナップショットまたはリンク クローンの親である可能性のある仮想ディスクに、誤ってデータ
を書き込んでしまうことがなくなります。これらのディスクへ書き込みを行うと、スナップショットまたはリンク ク
ローンが使用できなくなる場合があります。

6 仮想ディスク（.vmdk）ファイルを参照、選択し、[開く] をクリックします。

7 マップまたはマウントするボリュームを選択し、ホスト システム上で使用されていないドライブ文字を選択します。

8 (オプション) Windows ホストで、マップされた後に Windows Explorer でドライブを開かないようにするには、
[マッピング後に Windows Explorer でドライブを開く] チェックボックスを選択解除します。

9 [OK] または [マウント] をクリックします。

ドライブがホスト システム上に表示されます。これにより、マップされた仮想ディスク上のファイルの読み書きを
ホスト システム上で実行できます。

10 (オプション) マップまたはマウントされたドライブを表示します。

オプション 説明

Windows ホスト [ファイル] - [仮想ディスクのマップ] を選択します。マップしたドライブのリストが
表示されます。

Linux ホスト [ファイル] - [仮想ディスクのマウント] を選択します。マウントしたドライブのリス
トが表示されます。
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ホスト システムからの仮想ディスクの切断

仮想ディスクをホスト システム上にマップまたはマウントした後で仮想マシンからその仮想ディスクを使用するには、ホ
スト システムから切断する必要があります。

Windows ホストでは、Workstation Pro を使用してホスト システムからドライブを切断する必要があります。Windows
の [ネットワーク ドライブの切断] コマンドを使用するとネットワーク ドライブのリストにマップされたドライブ文字が
表示されません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、[ハード ディスク] を選択し、[ユーティリティ] をクリックして [切断] を選択します。

これで、このディスクを使用する仮想マシンをパワーオンできます。

仮想マシンへのホスト プリンタの追加
仮想マシンに追加ドライバをインストールせずに、仮想マシンからホスト コンピュータで使用できる任意のプリンタに出
力できます。

Workstation Pro のプリンタ機能は、ThinPrint テクノロジを使用して、仮想マシンにマッピングされたホスト システム
プリンタを複製します。仮想マシン プリンタを有効にした場合、Workstation Pro は仮想シリアル ポートを使用してホ
スト プリンタと通信します。

注意   共有仮想マシンまたはリモートの仮想マシンにはプリンタを追加できません。

開始する前に

仮想プリンタのサポートは、デフォルトでは無効になっています。仮想プリンタのサポートを有効化するには、「Windows
ホストでの仮想プリンタの構成 (P. 241)」を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ハードウェア追加]ウィザードで、[プリンタ] を選択して [完了] を選択します。

デフォルトのデバイス設定は、仮想マシンをパワーオンしたときに仮想マシン プリンタを接続します。

次に進む前に

[印刷] ウィンドウでは、Windows 7 仮想マシンでプリンタを選択しようとするときに、他のプリンタが使用可能な場合
でもデフォルトのプリンタしか表示されない場合があります。他のプリンタを表示するには、デフォルトのプリンタを右

クリックし、[プリンタのプロパティ] をポイントします。

仮想マシンでの取外し可能デバイスの使用

仮想マシンでは、フロッピー ドライブ、DVD および CD-ROM ドライブ、USB デバイス、スマート カード リーダーなど
の取外し可能デバイスを使用できます。

デバイスによっては、ホスト システムとゲスト OS で、または複数のゲスト OS で同時に使用できないものもあります。

たとえば、ホスト システムがフロッピー ドライブを使用している場合、フロッピー ドライブを仮想マシンで使用するに
は、まず仮想マシンに接続する必要があります。ホストでフロッピー ドライブを再度使用するには、仮想マシンから切断
する必要があります。デフォルトでは、仮想マシンをパワーオンしたときにフロッピー ドライブは接続されません。
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仮想マシン内での取外し可能デバイスの使用

仮想マシン内で取外し可能デバイスを接続および切断できます。また、仮想マシンの設定を変更することによって取外し

可能デバイスの設定を変更することもできます。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオンします。

n USB デバイスを接続または切断する場合は、Workstation Pro による USB デバイスの処理方法を事前に確認してく
ださい。「仮想マシンへの USB デバイスの接続 (P. 88)」を参照してください。

n Linux ホストで USB デバイス ファイル システムが /proc/bus/usb にない USB デバイスを接続または切断する
場合は、USB ファイル システムをこの場所にマウントする必要があります。「Linux Host での USB ファイル シス
テムのマウント (P. 89)」を参照してください。

手順

n 取外し可能デバイスを接続するには、仮想マシンを選択して [VM] - [取外し可能デバイス] を選択し、デバイスを選
択して [接続] を選択します。

デバイスが USB ハブを使用してホスト システムに接続されている場合、仮想マシンは USB デバイスのみを認識し、
ハブは認識しません。

デバイスが仮想マシンに接続されると、そのデバイス名の横にチェック マークが表示され、仮想マシンのタスクバー
にデバイス アイコンが表示されます。

n 取外し可能デバイスの設定を変更するには、[VM] - [取外し可能デバイス] を選択し、デバイスを選択して [設定] を
選択します。

n 取外し可能デバイスを切断するには、仮想マシンを選択して [VM] - [取外し可能デバイス] を選択し、デバイスを選
択して [切断] を選択します。

仮想マシンのタスクバーで、デバイス アイコンをクリックまたは右クリックしてデバイスを切断することもできま
す。タスクバーのアイコンの使用は、仮想マシンをフル スクリーン モードで実行している場合に特に便利です。

仮想マシンへの USB デバイスの接続
仮想マシンが実行中、そのウィンドウがアクティブになります。USB デバイスがホスト システムに差し込まれると、デ
フォルトで、デバイスはホストではなく仮想マシンに接続されます。ホストに接続されている USB デバイスが、パワー
オン時に仮想マシンに接続されない場合は、デバイスを手動で仮想マシンに接続する必要があります。

USB デバイスを仮想マシンに接続した場合、Workstation Pro はホスト システム上で使用ポートへの接続を維持します。
仮想マシンをサスペンドまたはパワーオフしたり、デバイスをアンプラグすることができます。デバイスを再度プラグイ

ンするか、仮想マシンをレジュームすると、Workstation Pro はデバイスを再接続します。Workstation Pro は、仮想マ
シンの構成ファイル（.vmx）に自動接続エントリを書き込むことによって接続を維持します。

デバイスを切断したなどの理由で、Workstation Pro がデバイスを再接続できない場合は、デバイスは除去され、デバイ
スの接続を行えない旨のメッセージが Workstation Pro に表示されます。デバイスがまだ利用可能であれば、再度手動
で接続することが可能です。

物理的なデバイスの取り外し、ホスト システムから仮想マシンへのデバイスの移動、仮想マシン間でのデバイスの移動、
仮想マシンからホスト コンピュータへのデバイスの移動を実行するには、ホスト コンピュータからデバイスを取り外す
場合のデバイス メーカーの手順に従います。Zip ドライブなどのデータ ストレージ デバイスの場合、この手順に従うこ
とは特に重要です。ファイルを保存してすぐに、オペレーティング システムがデータをディスクに書き込む間もなくデー
タ ストレージ デバイスを移動すると、データが失われる可能性があります。

n Windows ホストでの USB ドライバのインストール (P. 89)

特定の USB デバイスが最初に仮想マシンに接続されると、ホストはそれを VMware USB Device という名の新し
いデバイスとして認識し、適切な VMware ドライバをインストールします。
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n USB デバイスの自動接続の無効化 (P. 89)

仮想マシンをパワーオンするときに、USB デバイスが接続されないようにする場合は、自動接続機能を無効にでき
ます。

n Linux Host での USB ファイル システムのマウント (P. 89)

Linux ホストでは、Workstation Pro は USB デバイスへの接続に USB デバイス ファイル システムを使用します。
USB デバイス ファイル システムが /proc/bus/usb にない場合は、USB ファイル システムをその場所にマウン
トする必要があります。

n 仮想マシンへの USB HID の接続 (P. 90)

仮想マシンに USB ヒューマン インターフェイス デバイス（HID）を接続するには、[取外し可能デバイス] メニュー
ですべての USB 入力デバイスを表示するように仮想マシンを構成する必要があります。

n PDA ドライバのインストールおよび仮想マシンとの同期化 (P. 90)

仮想マシンで PDA ドライバをインストールするには、PDA を仮想マシンと同期化する必要があります。

Windows ホストでの USB ドライバのインストール

特定の USB デバイスが最初に仮想マシンに接続されると、ホストはそれを VMware USB Device という名の新しいデバ
イスとして認識し、適切な VMware ドライバをインストールします。

Windows OSでは、Microsoft Windows の新しいハードウェアの検出ウィザードを実行するように要求するメッセー
ジが表示されます。デフォルトの [ソフトウェアを自動的にインストールする] を選択してください。この作業が完了する
と、ゲスト OS が USB デバイスを検出し、適切なドライバを検索します。

USB デバイスの自動接続の無効化

仮想マシンをパワーオンするときに、USB デバイスが接続されないようにする場合は、自動接続機能を無効にできます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [USB コントローラ] を選択します。

3 [新しい USB デバイスを自動的に接続] の選択を解除して、USB デバイスの自動接続を無効にします。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

Linux Host での USB ファイル システムのマウント

Linux ホストでは、Workstation Pro は USB デバイスへの接続に USB デバイス ファイル システムを使用します。USB
デバイス ファイル システムが /proc/bus/usb にない場合は、USB ファイル システムをその場所にマウントする必要
があります。

重要   USB ドライブのデバイス ノード ディレクトリ（/dev/sda など）をハード ディスクとして仮想マシンに追加しな
いでください。

開始する前に

ホスト システムへの root アクセス権があることを確認します。

手順

1 root として USB ファイル システムをマウントします。

mount -t usbfs none /proc/bus/usb
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2 USB デバイスをホスト システムに接続します。

仮想マシンへの USB HID の接続

仮想マシンに USB ヒューマン インターフェイス デバイス（HID）を接続するには、[取外し可能デバイス] メニューです
べての USB 入力デバイスを表示するように仮想マシンを構成する必要があります。

デフォルトでは、USB 1.1 および 2.0 のマウス デバイスとキーボード デバイスなどの USB HID は、ホスト システムの
USB ポートに接続されていても、仮想マシンの [取外し可能デバイス] メニューに表示されません。

仮想マシンに接続された HID は、ホスト システムでは使用できません。

注意   共有またはリモート仮想マシンは、すべての USB 入力デバイスを表示するように構成することはできません。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n マウスまたはキーボード用に KVM スイッチを使用している場合、USB デバイスの自動接続を無効にします。「USB
デバイスの自動接続の無効化 (P. 89)」 を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [USB コントローラ] を選択します。

3 [すべての USB 入力デバイスを表示] を選択します。

このオプションを有効にすると、ユーザは仮想マシン内の特別な USB HID を使用できます。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

5 仮想マシンをオンにします。

[取外し可能デバイス] メニューに HID が表示されます。 

PDA ドライバのインストールおよび仮想マシンとの同期化

仮想マシンで PDA ドライバをインストールするには、PDA を仮想マシンと同期化する必要があります。

手順

1 PDA をホスト システムに接続し、ホスト システムと同期化します。

PDA ドライバは、仮想マシンでインストールを開始する必要があります。

2 仮想マシンの PDA ドライバのインストールを許可します。

3 接続の警告メッセージが表示された場合、メッセージを閉じます。

4 仮想マシンで PDA と同期化する前に PDA がホスト システムから切断される場合、PDA をホスト システムと再同
期化します。

ホスト システムで VMware USB デバイス ドライバを読み込み、仮想マシンで PDA ドライバをインストールするの
に必要な時間がデバイスの接続タイムアウト値を超える可能性があります。通常は、2 回目の同期化は成功します。

USB デバイス コントロール共有のトラブルシューティング
ホスト システム、仮想マシンを問わず、特定の USB デバイスをコントロールできるのは一度に 1 つに限られます。ホス
ト システムが Linux と Windows のどちらのコンピュータであるかに応じて、デバイス コントロールは異なる方法で動
作します。

デバイスを仮想マシンに接続すると、ホスト システムまたはそのデバイスをコントロールしていた別の仮想マシンからデ
バイスが切断されます。仮想マシンからデバイスを切断すると、そのデバイスはホスト システムに戻ります。

VMware Workstation Pro の使用

90  VMware, Inc.



USB ストレージ デバイスがホスト システムで使用されている場合（たとえば該当するデバイスに格納されているファイ
ルがホストで開かれている場合）、そのデバイスを接続しようとすると仮想マシン内にエラー メッセージが表示されるこ
とがあります。この場合、ホスト システムに操作を完了させるか、該当するデバイスに接続されているホスト システム
上のアプリケーションを閉じるかして、そのデバイスを仮想マシンに再度接続してください。

Linux ホストでの USB デバイス コントロールに関する問題のトラブルシューティング

Linux ホスト システム上で USB デバイスの接続または切断に関する問題が発生することがあります。

問題

USB デバイスを仮想マシンに接続するとき、または、デバイスの切断に失敗すると、ホスト システム上のドライバを切
断するよう求めるプロンプトが表示されます。

原因

Linux ホスト システム上では、ホスト OS のドライバが要求していないデバイスをゲスト OS が使用できます。PDA な
どの自動接続に依存するデバイスでも、似たような問題が生じることがあります。自動接続機能を使用して仮想マシンに

デバイスを正常に接続できたにも関わらず、デバイスへの接続で問題が発生する場合があります。

解決方法

1 自動接続に関する問題が発生したら、次の手順を実行してください。

a 仮想マシンを選択し、[VM] - [取外し可能デバイス] を選択して、デバイスを切断してから再接続します。

b 問題が解決されない場合は、デバイスを物理的に取り外して、再度差し込みます。

c デバイスが使用中であるとの警告が表示されたら、/etc/hotplug ディレクトリにある hotplug 構成ファイ
ルでデバイスを無効にします。

これらの構成ファイルの編集方法は、Linux ディストリビューションのドキュメントに記載されています。

2 切断に失敗した場合は、ドライバを無効にするか、ドライバを手動でアンロードします。

オプション 説明

ドライバを無効にする ドライバが hotplug によって自動的に読み込まれている場合は、/etc/hotplug
ディレクトリにある hotplug 構成ファイルでドライバを無効にします。これらの構
成ファイルの編集方法については、お使いの Linux ディストリビューションのドキュ
メントを参照してください。

ドライバを手動でアンロードする root（su-）になって、rmmod コマンドを使用してください。
 

仮想マシンでのスマート カードの使用
仮想マシンは、シリアル ポート、パラレル ポート、USB ポート、PCMCIA スロット、および PCI スロットを介して接続
されるスマート カード リーダーに接続できます。仮想マシンは、スマート カード リーダーを USB デバイスの一種とみ
なします。

スマート カードはコンピュータ チップが埋め込まれたプラスチック製カードです。多くの政府機関および大企業では、
スマート カードを使用して、安全な通信を行い、文書にデジタル署名し、コンピュータ ネットワークにアクセスするユー
ザーを認証しています。ユーザーは、スマート カード リーダーを、それぞれのコンピュータに接続し、スマート カード
をリーダーに挿入します。その後、ユーザーは、ログインするための PIN を入力するように求められます。

仮想マシンの [取外し可能デバイス] メニューからスマート カード リーダーを選択できます。スマート カードは、仮想マ
シン間またはホスト システムと 1 台以上の仮想マシンとの間で共有できます。共有はデフォルトでは有効に設定されてい
ます。
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スマート カード リーダーをホスト システムに接続すると、リーダーは 2 つの別々の USB デバイスとして Workstation Pro
に表示されます。これは、スマート カードを次の 2 つの相互排他モードで使用できるようにするためです。

共有モード （推奨）[取外し可能デバイス] メニューの [Shared|共有]
<smart_card_reader_model> でスマート カード リーダー装置を使用できます。
Windows XP のゲスト OS では、仮想マシンに接続された共有リーダーは [USB Smart
Card Reader] と表示されます。Windows Vista および Windows 7 のゲスト OS で
は、汎用スマート カード リーダー装置の名前が [Windows デバイス マネージャ] リス
トに表示されます。スマート カード リーダーは、ホスト システム上のアプリケーショ
ン間、および異なるゲスト OS 内のアプリケーション間で共有できます。

USB パススルー モード [取外し可能デバイス] メニューの <smart_card_reader_model> でスマート カード
リーダー装置を使用できます。USB パススルー モードでは、1 つの仮想マシンで物理
スマート カード リーダーを直接制御します。USB パススルーのスマート カード リー
ダーは、ホスト システム上のアプリケーションや、その他の仮想マシン内のアプリケー
ションでは使用できません。共有モードでの接続では使用中の環境で機能しない場合に

のみ、USB パススルー モードを使用するようにしてください。USB パススルー モー
ドを使用するには、メーカーから提供されたドライバのインストールが必要な場合があ

ります。

Windows OS およびほとんどの Linux ディストリビューションではスマート カードを使用できます。VMware では、
Linux ホストで稼動する Windows 仮想マシンでのスマート カードの使用が完全にサポートされています。Linux でス
マート カードを使用するときは、効率的にドメインへの認証を行ったり、安全な通信を有効にするために、一般にサード
パーティ製のソフトウェアが必要になります。

注意   スマート カードは、一般的な Linux ブラウザ、電子メール アプリケーション、およびディレクトリ サービスで動
作する必要がありますが、これらの製品は VMware でテストまたは保証されていません。

仮想マシン内でのスマート カードの使用

ホスト システムでスマート カード リーダーを使用するように仮想マシンを構成できます。

開始する前に

n Windows ホストでは、SCardSvr.exe サービスを起動します。

n Linux ホストでは、libpcsclite ライブラリがインストールされ、pcscd デーモンが実行していることを確認し
ます。

n 仮想マシンに USB コントローラがあることを確認します。USB コントローラは、スマート カード リーダーが USB
デバイスであるかどうかにかかわらず必要になります。デフォルトでは、仮想マシンの作成時に USB コントローラ
が追加されます。

n スマート カード リーダーをホスト システムに接続します。

n 仮想マシンを起動します。

手順

n スマート カード リーダーを仮想マシンに接続するには、仮想マシンを選択して [仮想マシン] - [取外し可能デバイス]
- [共有 <smart_card_reader_model>] - [接続] を選択します。

スマート カード リーダーが USB デバイスの場合は、メニューに 2 つの項目が表示されます。両方の項目はともに
リーダーのモデル名を使用しますが、1 つの項目名は [Shared|共有] で始まります。

n スマート カード リーダーを仮想マシンから切断するには[VM] - [取外し可能デバイス] - [Shared
<smart_card_reader_model>|共有<smart_card_reader_model>] - [切断] を選択します。
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n スマート カードを仮想マシンから取り出すには、[VM] - [取外し可能デバイス] - [Shared
<smart_card_reader_model>|共有 <smart_card_reader_model>] - [スマート カードの取り出し] を選択します。

スマート カードは仮想マシンから取り出されますが、ホスト システム上には接続されたままです。スマート カード
をスマート カード リーダーから物理的に取り出すと、このオプションは無効になります。

n スマート カードを仮想マシンに挿入するには、[VM] - [取外し可能デバイス] - [Shared
<smart_card_reader_model>|共有 <smart_card_reader_model>] - [スマート カードの挿入] を選択します。

スマート カードをスマート カード リーダーに物理的に挿入すると、スマート カードは仮想マシンにも挿入されます。

スマート カード共有を無効にする

デフォルトでは、仮想マシン間またはホスト システムと 1 台以上の仮想マシンとの間でスマート カードを共有できます。
PCMCIA スマート カード リーダーを使用している場合、仮想マシンを企業用にデプロイしているときにさまざまなスマー
ト カード リーダー用のドライバをサポートしたくない場合、またはホスト システムにはドライバがあるけれども仮想マ
シンにはない場合は、スマート カード共有を無効にすることをお勧めします。

スマート カード共有を制御する設定は、Workstation Pro グローバル構成ファイルにあります。

手順

1 ホスト システムのグローバル構成ファイルを検索します。

オペレーティング システム 場所

Windows Server 2008 R2、Windows 7、
Windows 8、Windows 10 のホスト

C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini

Linux ホスト /etc/vmware/config
 

2 グローバル構成ファイルがホスト システム上に存在しない場合は、[編集] - [環境設定] を選択し、Workstation Pro
の環境設定で少なくとも 1 つの設定を変更します。

Workstation Pro 環境設定を変更すると、Workstation Pro ではグローバル構成ファイルが作成されます。

3 グローバル構成ファイルをテキスト エディタで開き、usb.ccid.useSharedMode プロパティを FALSE に設定し
ます。

例： usb.ccid.useSharedMode = "FALSE"

4 グローバル構成ファイルを保存して閉じます。

5 他のユーザーが変更できないように、グローバル構成ファイルのアクセス権を設定します。

Linux ホストでの仮想スマート カード リーダーへの切り替え

Linux ホストでのスマート カード リーダー機能の実装方法に対応するため、非仮想スマート カード リーダーから仮想ス
マート カード リーダーに切り替える前に、Workstation Pro を終了し、ホスト システム上で pcscd デーモンを再起動
する必要があります。

手順

1 仮想マシンを選択し、[VM] - [取外し可能デバイス] を選択した後、スマート カード リーダーを選択し、[切断] を選
択します。

2 仮想マシンをパワーオフして、Workstation Pro を終了します。

3 スマート カード リーダーのホスト システムとの接続を物理的に切断します。

4 ホスト システム上で pcscd デーモンを再起動します。

5 スマート カード リーダーをホスト システムに物理的に接続します。

6 Workstation Pro を起動し、仮想マシンを起動します。

第 4 章 仮想マシンの使用

VMware, Inc.  93



7 仮想マシンを選択し、[VM] - [取外し可能デバイス] を選択した後、スマート カード リーダーを選択し、[接続] を選
択します。

仮想マシン ディスプレイの変更
Workstation Pro での仮想マシンおよび仮想マシン アプリケーションの表示方法を変更できます。フル スクリーン モー
ドを使用すると、仮想マシンのディスプレイがスクリーン全体に拡大され、複数のモニタを使用するように変更できます。

Workstation Pro コンソールをゲスト OS のディスプレイ サイズに合わせることもできます。

n フル スクリーン モードの使用 (P. 94)

フル スクリーン モードでは、仮想マシンのディスプレイがスクリーン全体に拡大され、Workstation Pro ウィン
ドウの境界線が見えなくなります。

n 排他モードの使用 (P. 95)

フル スクリーン モードと同様に、排他モードでは Workstation Pro 仮想マシンが画面全体で表示されます。グラ
フィックを集中的に使用するアプリケーション（ゲームなど）をフル スクリーン モードで実行する場合は、排他
モードの使用をお勧めします。

n ユニティ モードの使用 (P. 96)

Windows XP 以降のゲスト OS の仮想マシンをユニティ モードに切り替えて、ホスト システムのデスクトップ上
にアプリケーションを直接表示できます。

n 1 つの仮想マシンでの複数モニタの使用 (P. 97)

ホスト システムに複数のモニタが設定されている場合、複数のモニタを使用するように仮想マシンを構成できま
す。複数モニタ機能は、仮想マシンがフル スクリーン モードのときに使用できます。

n 複数の仮想マシンに複数のモニタを使用 (P. 98)

ホスト システムにマルチ モニタが設定されている場合、各モニタでそれぞれ別の仮想マシンを実行できます。

n Workstation Pro コンソールをゲスト OS 画面のサイズに調整 (P. 98)

仮想マシンの画面サイズを制御して、Workstation Pro コンソールを、アクティブな仮想マシンのゲスト OS の画
面サイズと一致させることができます。

フル スクリーン モードの使用
フル スクリーン モードでは、仮想マシンのディスプレイがスクリーン全体に拡大され、Workstation Pro ウィンドウの
境界線が見えなくなります。

バッテリ情報をレポートするようにゲスト OS を構成できます。この機能は、ノート型コンピュータ上で仮想マシンをフ
ル スクリーン モードで実行している場合に便利です。「ゲストでのバッテリ状態のレポート (P. 95)」を参照してくださ
い。

開始する前に

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n ゲスト OS のディスプレイ モードがホスト システムのディスプレイ モードよりも大きいことを確認します。ゲスト
OS のディスプレイ モードがホスト システムのディスプレイ モードよりも小さい場合は、フル スクリーン モードを
開始できない可能性があります。フル スクリーン モードを開始できない場合は、仮想マシンの構成ファイル (.vmx)
に mks.maxRefreshRate=1000 という行を追加します。

n 仮想マシンをパワーオンします。

n モニタが複数ある場合は、フル スクリーン モードで表示するために使用するモニタに Workstation Pro ウィンドウ
を移動します。

手順

n フル スクリーン モードを開始するには、仮想マシンを選択して、[表示] - [フル スクリーン] を選択します。
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n 次のパワーオン状態の仮想マシンに切り替えるには、Ctrl + Alt + 右方向キーを押します。前のパワーオン状態の仮
想マシンに切り替えるには、Ctrl + Alt + 左方向キーを押します。

n フル スクリーン モードの場合は、フル スクリーン ツールバーのタブを使用してパワーオン状態の仮想マシンを切り
替えることもできます。

n フル スクリーン モードを使用しているときにフル スクリーン ツールバーを非表示にするには、フル スクリーン ツー
ルバーにある画鋲アイコンをクリックしてツールバーの外にマウス ポインタを移動します。

ツールバーの固定が解除され、ツールバーがモニタ上部へスライドして消えます。

n 非表示にしたフル スクリーン ツールバーを再度表示するには、ツールバーが表示されるようになるまで画面上部を
ポイントし、画鋲アイコンをクリックします。

n フル スクリーン モードを終了するには、フル スクリーン ツールバーで [表示] - [フル スクリーン] を選択し、[フル
スクリーン] の選択を解除します。

ゲストでのバッテリ状態のレポート

ノート型コンピュータ上で仮想マシンをフル スクリーン モードで実行する場合は、ゲストにバッテリ情報を報告するオ
プションを構成することでバッテリ不足を確認できます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [パワー] を選択します。

3 [バッテリ情報をゲストに報告] を選択します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

排他モードの使用

フル スクリーン モードと同様に、排他モードでは Workstation Pro 仮想マシンが画面全体で表示されます。グラフィッ
クを集中的に使用するアプリケーション（ゲームなど）をフル スクリーン モードで実行する場合は、排他モードの使用
をお勧めします。

排他モードには利点と制限事項があります。

n 画面の上部にマウスを移動しても、フル スクリーン ツール バーを使用できません。仮想マシン設定を構成するに
は、排他モードを終了する必要があります。

n 仮想マシンで入力が有効になっているときでも、使用できるのはバックグラウンド入力のショートカットのみです。

バックグラウンド入力のショートカットを誤って押すことがないように変更できます。

n Windows ホストでは、排他モードは複数のモニタを使用しません。

開始する前に

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n 仮想マシンをパワーオンします。

n モニタが複数ある場合は、排他モードで使用するモニタに Workstation Pro ウィンドウを移動します。

n フル スクリーン モードを開始します。「フル スクリーン モードの使用 (P. 94)」を参照してください。

手順

1 フル スクリーン モードを開始します。
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2 フル スクリーン ツール バーから [表示] - [排他モード] を選択します。

次に進む前に

排他モードを終了するには、<Ctrl> + <Alt> を押します。

Windows または Linux ホストでは、<Ctrl> + <Alt> を押すと、フル スクリーン モードに戻ります。

ユニティ モードの使用
Windows XP 以降のゲスト OS の仮想マシンをユニティ モードに切り替えて、ホスト システムのデスクトップ上にアプ
リケーションを直接表示できます。

ユニティ モードでは、仮想マシンのアプリケーションがホスト システムのデスクトップに表示されます。また、ホスト
システムから仮想マシンの [スタート] または [アプリケーション] メニューを使用できます。仮想マシンのコンソール
ビューは非表示になります。開いている仮想マシン アプリケーションのアイテムは、開いているホスト アプリケーショ
ンと同様にホスト システムのタスクバーに表示されます。

ユニティ モードで表示されているホスト システム アプリケーションと仮想マシン アプリケーション間では、キーボード
ショートカットを使用して、イメージ、プレーン テキスト、フォーマットされたテキスト、および電子メール添付ファイ
ルのコピー、切り取り、貼り付けを行うことができます。また、ホスト システムとゲスト OS の間でファイルのドラッグ
アンド ドロップやコピーと貼り付けを行うこともできます。

ユニティ モードのアプリケーションからファイルを保存したり、開こうとすると、仮想マシン内のファイル システムが
表示されます。ホスト OS からはファイルを開くことはできません。また、ファイルをホスト OS に保存することもでき
ません。

一部のゲスト OS では、複数のモニタがある場合は、ユニティ モードのアプリケーション ウィンドウはプライマリ ディ
スプレイとして設定されているモニタのみに表示できます。ホストおよびゲスト OS が Windows XP 以降の場合、アプ
リケーション ウィンドウは追加モニタに表示できます。

Windows では、フル スクリーン モードでユニティ モードを使用できません。

注意   リモート仮想マシンではユニティ モードを使用できません。

開始する前に

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n ゲスト OS が Windows XP 以降であることを確認します。

n 仮想マシンをパワーオンします。

n ユニティ モードを開始する場合、ユニティ モードで使用する仮想マシンのアプリケーションを開きます。

手順

n ユニティ モードを開始するには、仮想マシンを選択して [表示] - [ユニティ] を選択します。

以下のウィンドウでコンソール ビューが非表示になります。

Workstation Pro

そして、開いているアプリケーションがホスト システムのデスクトップのアプリケーション ウィンドウに表示され
ます。[表示] メニューの [ユニティ] の横にチェック マークが表示されます。

n Windows ホスト システムに仮想マシンの [スタート] メニューを表示するには、Windows ホスト システムで [ス
タート] メニューをポイントします。

n Linux ホスト システムに仮想マシンの [アプリケーション] メニューを表示するには、Linux ホスト システムでプラ
イマリ モニタの左上隅をポイントします。

n ユニティ モードの仮想マシンが複数ある場合にそれぞれの [スタート] または [アプリケーション] メニューの間を移
動するには、方向キー、<Tab> キー、または <Shift> + <Tab> キーを押して仮想マシンのメニューを順番に切り
替え、<Enter> キーとスペースバーを押して仮想マシンを選択します。
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n ユニティ モードを終了するには、[表示] - [ユニティ] を選択して [ユニティ] の選択を解除します。

1 つの仮想マシンでの複数モニタの使用
ホスト システムに複数のモニタが設定されている場合、複数のモニタを使用するように仮想マシンを構成できます。複数
モニタ機能は、仮想マシンがフル スクリーン モードのときに使用できます。

注意   複数のモニタを構成するために、Windows ゲスト OS 内の画面のプロパティの設定を構成する必要はありません。

開始する前に

n 仮想マシンが Workstation 6.x 以降の仮想マシンであることを確認します。

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n ゲスト OS が Windows XP 以降または Linux であることを確認します。

n 仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択します。

2 [ディスプレイ] を選択してから [ゲストをウィンドウに合わせる] を選択し、[OK] をクリックします。

この設定により、アプリケーション ウィンドウのサイズが変更されたときに、アプリケーション ウィンドウに合わ
せて仮想マシンのディスプレイ設定が変更されるようになります。

3 仮想マシンがスナップショットから復元するように設定されていて、バックグラウンド スナップショットが有効化
されている場合は、[編集] - [環境設定] - [優先順位] の順に選択します。[可能な場合はスナップショットをバックグ
ラウンドで作成する]と[可能な場合はスナップショットをバックグラウンドで復元する]の選択を解除し、[OK]をク
リックします。

これらの設定が有効になっていると、仮想マシンを 2 つのモニタで正常に表示できない場合があります。

4 仮想マシンをパワーオンして、[表示] - [フル スクリーン] を選択します。

5 フル スクリーン ツール バーで、[モニタ レイアウトの選択] ボタンをクリックします。

ホスト システムのモニタが 2 台を超える場合は、[モニタ レイアウトの選択] ボタンにモニタ レイアウトのドロップ
ダウン メニューが表示されます。各レイアウトの一部になっているモニタは、Workstation Pro アイコンで示され
ます。

[モニタ レイアウトの選択] ボタンは、ゲストが Linux または Windows Vista 以降の場合に表示されます。その他
のゲストの場合、またはホストにモニタが 2 台ある場合は、[複数のモニタをサイクル] ボタンを使用してモニタのレ
イアウトを切り替えます。

Windows ホストで、ツール バーのボタン上にマウスを移動すると名前を確認できます。

ゲスト OS のデスクトップが、追加モニタに拡張されます。

6 (オプション) 仮想マシンのディスプレイが正しくサイズ変更されない場合は、[表示] - [自動サイズ調整] - [ゲストを
ウィンドウに合わせる] を選択します。

複数モニタの制限

仮想マシンで 3 つ以上のモニタを使用する場合は、特定の制限があります。

n 仮想マシンで 3 つ以上のモニタを使用する場合は、動作するこの機能で仮想マシンが 3 つ以上のモニタをサポート
している必要があります。

n 3 つ以上のモニタは、Windows および Linux ホストとゲスト OS でサポートされています。
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n Windows XP ゲストは 4 つ以上のモニタに対応しています。ただし、Windows XP ゲストで一度に使用できるのは
3 つのモニタのみです。4 つ以上のモニタが Windows XP ゲストに接続されている場合は、[複数のモニタをサイク
ル] ボタンを使用して使用する設定にモニタを切り替えます。

複数の仮想マシンに複数のモニタを使用

ホスト システムにマルチ モニタが設定されている場合、各モニタでそれぞれ別の仮想マシンを実行できます。

開始する前に

最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

手順

1 2 つ目の Workstation Pro ウィンドウを開きます。

オプション 説明

Workstation Pro から新しいウィンドウを
開きます。

[ファイル] - [新しいウィンドウ] を選択します。Linux ホストでは、単一の
Workstation Pro プロセスで複数のウィンドウが動作します。

（Linux ホストのみ）異なる X サーバで それ
ぞれの Workstation Pro プロセスを実行し
ます。

コマンド vmware に -W フラグを指定して実行します。例： vmware -W &

 

2 各 Workstation Pro ウィンドウで仮想マシンを起動します。

3 各 Workstation Pro ウィンドウを任意のモニタにドラッグします。

1 つの Workstation Pro ウィンドウで 1 つの仮想マシンを実行していて、その仮想マシンを別の Workstation Pro
ウィンドウで実行する場合は、まず実行中のウィンドウでその仮想マシンを閉じてから、もう 1 つのウィンドウで開
く必要があります。

4 マウスとキーボードの入力先を最初のモニタの仮想マシンから次のモニタの仮想マシンに切り替えるには、ポインタ

を一方のモニタ上から、もう一方のモニタに移動してクリックしてください。

Workstation Pro コンソールをゲスト OS 画面のサイズに調整
仮想マシンの画面サイズを制御して、Workstation Pro コンソールを、アクティブな仮想マシンのゲスト OS の画面サイ
ズと一致させることができます。

対応する自動調整オプションがアクティブのときは、コンソールとゲスト OS の画面サイズは同じになるので、サイズ調
整オプションは不要になります。

開始する前に

n Linux 仮想マシンの場合は、画面サイズ変更に関する注意事項を理解しておく必要があります。「Linux 仮想マシン
でディスプレイのサイズを変更する場合の注意事項 (P. 99)」を参照してください。

n Solaris 仮想マシンの場合は、画面サイズ変更に関する注意事項を理解しておく必要があります。「Solaris 仮想マシ
ンでディスプレイのサイズを変更する場合の注意事項 (P. 99)」を参照してください。

手順

n 画面サイズのオプションを構成するには、[表示] - [自動サイズ調整] を選択し、自動調整オプションを選択します。

オプション 説明

ゲストをウィンドウに合わせる 仮想マシンは、ゲストの画面解像度を変更して、Workstation Pro コンソールのサイ
ズに合わせます。

ゲストを拡大 仮想マシンは、ゲストの画面をフル スクリーンに合わせます。ゲストの画面解像度は
変更されません。
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オプション 説明

ゲストを中央に表示 仮想マシンは、ゲストの画面をフル スクリーンの中央に合わせます。ゲストの画面解
像度は変更されません。

ウィンドウを合わせる Workstation Pro コンソールは、仮想マシンの画面解像度のサイズを維持します。ゲ
スト OS の解像度が変更になった場合は、Workstation Pro コンソールは新しい解像
度に合わせてサイズを変更します。

 
n ウィンドウのサイズ調整のオプションを構成するには、[表示] を選択し、サイズ調整のオプションを選択します。

オプション 説明

ウィンドウを今すぐ合わせる Workstation Pro コンソールを現在のゲスト OS の画面サイズに合わせます。

ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる ゲスト OS の画面サイズを現在の Workstation Pro コンソールに合わせます。
 

Linux 仮想マシンでディスプレイのサイズを変更する場合の注意事項

Linux 仮想マシンでディスプレイのサイズを変更する際には、いくつかの点に注意する必要があります。

n 5.5 より前のバージョンの VMware Tools を使用している仮想マシンがサスペンドされているとき、ディスプレイ
のサイズを変更するには、仮想マシンをパワーオフし、再度パワーオンする必要があります。ゲスト OS を再起動し
ただけでは不十分です。

n サイズ変更オプションを使用するには、ゲスト OS で、VMware Tools を最新バージョンにアップデートする必要が
あります。

n [ゲストをウィンドウに合わせる] と [ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる] オプションを使用するには、ゲスト OS
で VMware Tools が実行されていなければなりません。

n サイズ変更に関して物理ホスト システムに課される X11 Window システムの制限は、ゲスト OS にも適用されます。

n 定義されていないモードにサイズ変更を行うことはできません。VMware Tools 構成スクリプトでは多くのモー
ド ラインを追加できますが、Windows のように 1 ピクセル単位でサイズを変更することはできません。VMware
Tools は 100 ピクセル単位のモード ラインを追加します。つまり、X11 構成ファイルで定義された最大モード
を超えるサイズにゲストのディスプレイを変更することはできません。最大モードを超えるサイズにゲストの

ディスプレイを変更しようとすると、黒枠が表示され、ゲスト OS のサイズ拡大が停止します。

n X サーバは常に、定義されている最大の解像度で開始し、XDM/KDM/GDM のログイン画面は常に最大のサイ
ズで表示されますが、Gnome と KDE では解像度を指定することができるので、ログインの後にゲストのディ
スプレイを縮小することができます。

Solaris 仮想マシンでディスプレイのサイズを変更する場合の注意事項

Solaris 仮想マシンでディスプレイのサイズを変更する際には、いくつかの点に注意する必要があります。

n ディスプレイのサイズ変更オプションを使用するには、ゲスト OS で、VMware Tools を最新バージョンにアップ
デートする必要があります。

n [ゲストをウィンドウに合わせる] と [ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる] オプションを使用するには、ゲスト OS
で VMware Tools が実行されていなければなりません。

n Solaris 10 ゲストは Xorg X サーバと JDS/Gnome を実行している必要があります。
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非標準解像度の使用

Workstation Pro コンソールのサイズが標準の VESA 解像度ではない場合、ゲスト OS とそのアプリケーションで予期し
ない動作が発生する場合があります。

たとえば、[ゲストをウィンドウに合わせる] と [ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる] を使用してゲスト OS の画面解像
度を 640 x 480 より低く設定することができますが、一部のインストーラは 640 x 480 より低い解像度では実行しませ
ん。プログラムが実行されない可能性があります。そのため、VGA をインストールする必要がある旨のエラー メッセー
ジが表示されます。

ホスト コンピュータの画面解像度が十分に高い場合は、ウィンドウを拡大し、[ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる] を
選択します。ホスト コンピュータの解像度で Workstation Pro コンソールを十分に拡大できない場合は、手動でゲスト
OS の解像度を 640 x 480 以上に設定します。

フォルダによる仮想マシンの管理

フォルダを使用して、ライブラリ内の複数の仮想マシンを整理、管理できます。フォルダ内の仮想マシンはフォルダ タブ
で管理し、バッチ電源操作を実行できます。

n 仮想マシンをフォルダに追加 (P. 101)

仮想マシンをフォルダに追加すると、その仮想マシンは独立したエンティティのままですが、バッチ電源操作も実

行できるようになります。たとえば、フォルダ内の各仮想マシンを個別にパワーオン、サスペンド、およびレジュー

ムすることも、フォルダ内のすべての仮想マシンを同時にパワーオン、サスペンド、およびレジュームすることも

できます。

n 仮想マシンをフォルダから削除 (P. 101)

仮想マシンをフォルダから削除したり、異なるフォルダやサブフォルダに移動できます。

n フォルダ内の仮想マシンの管理 (P. 101)

フォルダ内にある仮想マシンはユニットとして管理できます。たとえば、フォルダ タブで複数の仮想マシンを選択
し、複数の仮想マシンに同時に電源操作を実行できます。

n パワーオン遅延の変更 (P. 102)

デフォルトでは、フォルダ内のいくつかの仮想マシンをパワーオンすると、Workstation Pro では次の仮想マシン
をパワーオンするまで 10 秒の遅延時間があります。パワーオン遅延により、複数の仮想マシンをパワーオンする
際にホスト システムの CPU の負荷が軽減されます。Workstation Pro の環境設定を変更することにより、デフォ
ルトのパワーオン遅延設定を変更できます。

n チームの変換 (P. 102)

以前のバージョンで作成したチームは、Workstation Pro の最新バージョンで仮想マシンを使用する前に変換する
必要があります。
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仮想マシンをフォルダに追加

仮想マシンをフォルダに追加すると、その仮想マシンは独立したエンティティのままですが、バッチ電源操作も実行でき

るようになります。たとえば、フォルダ内の各仮想マシンを個別にパワーオン、サスペンド、およびレジュームすること

も、フォルダ内のすべての仮想マシンを同時にパワーオン、サスペンド、およびレジュームすることもできます。

手順

1 フォルダが存在しない場合は作成します。

オプション 説明

ライブラリのトップ レベルにフォルダを作
成

[マイ コンピュータ] を右クリックし、[新しいフォルダ] を選択し、フォルダ名を入力
します。フォルダがライブラリの [マイ コンピュータ] の下に表示されます。

サブフォルダを作成 フォルダを右クリックし、[新しいフォルダ] を選択し、フォルダ名を入力します。新
しいフォルダがライブラリ内のフォルダの下に表示されます。

 
作成できるフォルダまたはサブフォルダの数に制限はありません。

2 仮想マシンをフォルダに追加するには、ライブラリ内で仮想マシンを選択し、フォルダにドラッグします。

仮想マシンがライブラリ内のフォルダの下に表示されます。フォルダに追加できる仮想マシンの数に制限はありませ

ん。

仮想マシンをフォルダから削除

仮想マシンをフォルダから削除したり、異なるフォルダやサブフォルダに移動できます。

手順

n 仮想マシンをフォルダから削除するには、ライブラリ内で仮想マシンを選択し、[マイ コンピュータ] にドラッグしま
す。

仮想マシンがライブラリの [マイ コンピュータ] の下に表示されます。

n 仮想マシンを異なるフォルダまたはサブフォルダに移動するには、ライブラリ内で仮想マシンを選択し、フォルダま

たはサブフォルダにドラッグします。

仮想マシンがライブラリ内のフォルダまたはサブフォルダの下に表示されます。

フォルダ内の仮想マシンの管理

フォルダ内にある仮想マシンはユニットとして管理できます。たとえば、フォルダ タブで複数の仮想マシンを選択し、複
数の仮想マシンに同時に電源操作を実行できます。

デフォルトでは、いくつかの仮想マシンを同時にパワーオンすると、Workstation Pro では次の仮想マシンをパワーオン
するまで 10 秒の遅延時間があります。Workstation Pro では、仮想マシンへの電源操作はフォルダ タブに表示される順
序で実行されます。

Workstation Pro の環境設定を変更することにより、デフォルトのパワーオン遅延設定を変更できます。「パワーオン遅
延の変更 (P. 102)」を参照してください。

手順

n 複数の仮想マシンに同時に電源操作を実行するには、<Ctrl> キーを押しながらフォルダ タブ上の仮想マシンをク
リックして選択し、ツール バーまたは [VM] メニューから電源操作を選択します。

選択したすべての仮想マシンが同じ電源状態にある必要があります。

n すべての仮想マシンに同時に電源操作を実行するには、ライブラリでフォルダを選択し、ツール バーまたは [VM] メ
ニューから電源操作を選択します。

フォルダ内のすべての仮想マシンが同じ電源状態にある必要があります。
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n フォルダ タブ上の仮想マシンのサムネイルを表示するには、フォルダ タブのドロップダウン メニューからサムネイ
ル サイズを選択します。

仮想マシンがパワーオンされると、Workstation Pro ではサムネイルがリアルタイムで更新され、実際の仮想マシン
の内容が表示されます。仮想マシンがサスペンドされると、サムネイルには仮想マシンがサスペンドされたときのス

クリーンショットが表示されます。

n フォルダ タブに仮想マシン名を表示するには、フォルダ タブのドロップダウン メニューから [詳細] を選択します。

n 仮想マシンのタブを開くには、フォルダ タブの仮想マシンをダブルクリックします。

パワーオン遅延の変更

デフォルトでは、フォルダ内のいくつかの仮想マシンをパワーオンすると、Workstation Pro では次の仮想マシンをパ
ワーオンするまで 10 秒の遅延時間があります。パワーオン遅延により、複数の仮想マシンをパワーオンする際にホスト
システムの CPU の負荷が軽減されます。Workstation Pro の環境設定を変更することにより、デフォルトのパワーオン
遅延設定を変更できます。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択し、[ワークスペース] を選択します。

2 [複数の VM をパワーオンする間隔の秒数] ドロップダウン メニューから遅延の秒数を選択します。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

チームの変換

以前のバージョンで作成したチームは、Workstation Pro の最新バージョンで仮想マシンを使用する前に変換する必要が
あります。

手順

1 Workstation Pro でチームを開くか、仮想マシンチーム構成 (.vmtm) ファイルの場所に移動してファイルをライブ
ラリにドラッグします。

チームの変換を求めるダイアログ ボックスが表示されます。

2 [チームを変換] をクリックしてチームを変換します。

チームが変換されると .vmtm ファイルは削除され、ライブラリの新しいフォルダに仮想マシンが追加されます。

チームを変換しても、パケット ロスとバンド幅の設定は仮想マシンに保持されます。LAN セグメント情報は、各仮想マ
シンのネットワーク アダプタ設定に表示され、変更できます。

仮想マシンのスナップショットの作成

仮想マシンのスナップショットを作成して現在の状態を保存しておくことで、同じ状態に何度でも戻ることができます。

スナップショットを作成するときに、Workstation Pro によって仮想マシン全体の状態が取り込まれます。スナップショッ
ト マネージャで、アクティブな仮想マシンのスナップショットをレビューして操作できます。

n 仮想マシンの状態を保存のためにスナップショットを使用する (P. 103)

スナップショットには、仮想マシンのメモリ、仮想マシンの設定、およびすべての仮想ディスクの状態が含まれま

す。スナップショットに戻ったときに、仮想マシンのメモリ、設定、仮想ディスクがすべてスナップショット作成

時の状態に戻ります。

n スナップショット マネージャの使用 (P. 104)

スナップショット マネージャでは、仮想マシンのすべてのスナップショットをレビューし、直接操作することがで
きます。
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n 仮想マシンのスナップショットの作成 (P. 105)

スナップショットを作成すると、ある特定の時点での仮想マシンの状態が保存され、仮想マシンは実行を続けます。

スナップショットを作成すると、繰り返し同じ状態に戻ることができます。スナップショットは、仮想マシンがオ

ン、オフ、サスペンドのいずれの状態でも作成可能です。

n スナップショットまで戻る (P. 105)

スナップショットまで戻ることによって仮想マシンを以前の状態に復元できます。

n パワーオフ時にスナップショットを作成するかスナップショットに戻る (P. 106)

仮想マシンのパワーオフ時にスナップショットに戻るように、または新たなスナップショットを作成するように仮

想マシンを構成できます。この機能は、仮想マシンのパワーオフ時に変更を破棄する必要がある場合に有用です。

n AutoProtect スナップショットの有効化 (P. 106)

AutoProtect 機能を使用すると、指定した一定の間隔でスナップショットが作成され、仮想マシンの状態が保存さ
れます。このプロセスは、いつでも作成できる手動スナップショットに加えて実行されます。

n バックグラウンド スナップショットの有効化 (P. 107)

バックグラウンド スナップショットを有効にすると、Workstation Pro で仮想マシンの状態を保持しながら作業を
継続できます。バックグラウンド スナップショットの進行状況を示すインジケータが、Workstation Pro ウィンド
ウの隅に表示されます。

n 仮想ディスクをスナップショットから除外 (P. 107)

スナップショットを構成すると、Workstation Pro で特定の仮想ディスクについてのみ状態を保存できます。

n スナップショットの削除 (P. 108)

スナップショットを削除すると、保存された仮想マシンの状態が削除されるため、二度とその状態には戻れなくな

ります。スナップショットを削除しても、仮想マシンの現在の状態に影響はありません。

n スナップショットの問題についてのトラブルシューティング (P. 109)

スナップショットの問題の診断および修正には、さまざまな手順を使用できます。

仮想マシンの状態を保存のためにスナップショットを使用する

スナップショットには、仮想マシンのメモリ、仮想マシンの設定、およびすべての仮想ディスクの状態が含まれます。ス

ナップショットに戻ったときに、仮想マシンのメモリ、設定、仮想ディスクがすべてスナップショット作成時の状態に戻

ります。

仮想マシンで変更の予定が複数ある場合、線形処理でスナップショットを作成できます。たとえば、スナップショットを

作成する、その時点から引き続き仮想マシンを使用する、後の時点で別のスナップショットを作成する、という作業を繰

り返すことができます。プロジェクトの変更後、期待どおりに動作しない場合、動作することがわかっている以前の状態

のスナップショットに戻すことができます。

ローカル仮想マシンでは、各線形処理で 100 個以上のスナップショットを作成できます。共有仮想マシンおよびリモート
仮想マシンでは、各線形処理で最大 31 個のスナップショットを作成できます。

ソフトウェアをテストしている場合、プロセス ツリーの 1 つのベースラインから複数のスナップショットをブランチとし
て保存できます。たとえば、別バージョンのアプリケーションをインストールする前にスナップショットを作成し、各イ

ンストールが同一のベースラインから開始されるようにすることができます。
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図 4‑1.  プロセス ツリー内の復元ポイントとしてのスナップショット

Windows  OS IE 

Firefox ベース

SP1 IE ベース1 現在はここ

Firefox ベース1

SP2 IE ベース2

Firefox ベース2

ベースライン
ベース

複数のスナップショットには親子関係があります。仮想マシンの親スナップショットとは、現在の状態の元のスナップ

ショットです。スナップショットの作成後は、保存されたその状態が仮想マシンの親スナップショットです。前のスナッ

プショットに復元した場合、そのスナップショットが仮想マシンの親スナップショットとなります。

線形処理では、各スナップショットに親スナップショットと子スナップショットが 1 つずつ存在しますが、最後のスナッ
プショットだけは親スナップショットのみです。プロセス ツリーでは、各スナップショットに親スナップショットは 1 つ
存在します。子スナップショットが複数ある場合もありますが、スナップショットの多くは子スナップショットが存在し

ません。

スナップショット マネージャの使用
スナップショット マネージャでは、仮想マシンのすべてのスナップショットをレビューし、直接操作することができます。

次の操作を実行するには、スナップショット マネージャを使用する必要があります。

n [スナップショット] メニューに AutoProtect スナップショットを表示する。

n AutoProtect スナップショットが削除されないようにする。

n スナップショットの名前または説明を変更する。

n スナップショットを削除する。

スナップショットに関するその他の操作は、すべて [VM] メニューの [スナップショット] のメニュー項目から実行できま
す。

仮想マシンのスナップショット マネージャを開くと、スナップショット ツリーが表示されます。スナップショット ツリー
には、その仮想マシンの全スナップショットとスナップショット間の関係が表示されます。

スナップショット ツリーの [現在点] アイコンは、仮想マシンの現在の状態を示します。スナップショット ツリーのその
他のアイコンは、AutoProtect スナップショット、パワーオンされている仮想マシンのスナップショット、パワーオフさ
れている仮想マシンのスナップショット、およびリンク クローンの作成に使用されたスナップショットを表します。

スナップショット マネージャは、[VM] メニューの [スナップショット] のメニュー項目から実行できます。
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仮想マシンのスナップショットの作成

スナップショットを作成すると、ある特定の時点での仮想マシンの状態が保存され、仮想マシンは実行を続けます。スナッ

プショットを作成すると、繰り返し同じ状態に戻ることができます。スナップショットは、仮想マシンがオン、オフ、サ

スペンドのいずれの状態でも作成可能です。

仮想マシン内のアプリケーションが他のコンピュータ、特に実稼働環境にあるコンピュータと通信を行っているときには、

スナップショットを作成しないようにしてください。たとえば、仮想マシンがネットワーク上のサーバからファイルをダ

ウンロードしているときにスナップショットを作成すると、スナップショットを作成した後も、仮想マシンはファイルの

ダウンロードを続けます。その結果、そのスナップショットに戻った場合、仮想マシンとサーバ間の通信は混乱しファイ

ルの転送は失敗します。

注意   Workstation 4 の仮想マシンでは、複数のスナップショットをサポートしていません。複数のスナップショットを
作成するには、仮想マシンを Workstation 7.x 以降にアップグレードする必要があります。

開始する前に

n 物理ディスクを使用するように仮想マシンが構成されていないことを確認します。物理ディスクを使用する仮想マシ

ンのスナップショットは作成できません。

n 仮想マシンの起動時に、仮想マシンをサスペンド、パワーオン、またはパワーオフ状態に戻すときは、スナップショッ

トを作成する前にその状態である必要があります。スナップショットに戻ったときに、仮想マシンのメモリ、設定、

仮想ディスクがすべてスナップショット作成時の状態に戻ります。

n サスペンド操作を完了します。

n 仮想マシンが別のコンピュータと通信していないことを確認します。

n パフォーマンスを高めるには、ゲスト OS ドライブを最適化します。

n 仮想マシンが使用する複数のディスクのディスク モードが異なっている場合は、仮想マシンをパワーオフします。
たとえば、独立ディスクを必要とする構成では、スナップショットを作成する前に仮想マシンをパワーオフしてくだ

さい。

n 仮想マシンが Workstation 4 で作成されている場合は、既存のスナップショットを削除するか、または仮想マシン
を Workstaion 5.x 以降にアップグレードします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [スナップショット] - [スナップショットの作成] を選択します。

2 スナップショットの一意の名前を入力します。

3 (オプション) スナップショットの説明を入力します。

スナップショットにキャプチャされる仮想マシンの状態に関するメモを記録する場合、説明を使用すると便利です。

4 [OK] をクリックしてスナップショットを作成します。

スナップショットまで戻る

スナップショットまで戻ることによって仮想マシンを以前の状態に復元できます。

仮想マシンのスナップショットを作成してから任意の種類のディスクを追加した場合は、そのスナップショットに戻ると

追加したディスクが仮想マシンから削除されます。関連付けられたディスク（.vmdk）ファイルが別のスナップショット

で使用されていない場合、それらのディスク ファイルは削除されます。

重要   仮想マシンに独立ディスクを追加してスナップショットを作成した場合、そのスナップショットに戻っても独立ディ
スクの状態には影響しません。
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手順

n 親スナップショットに戻るには、仮想マシンを選択して [VM] - [スナップショット] - [スナップショットまで戻る] を
選択します。

n 任意のスナップショットに戻るには、仮想マシンを選択して [VM] - [スナップショット] を選択し、スナップショッ
トを選択して [移動] をクリックします。

パワーオフ時にスナップショットを作成するかスナップショットに戻る

仮想マシンのパワーオフ時にスナップショットに戻るように、または新たなスナップショットを作成するように仮想マシ

ンを構成できます。この機能は、仮想マシンのパワーオフ時に変更を破棄する必要がある場合に有用です。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [スナップショット] を選択します。

3 パワーオフ時のオプションを選択します。

オプション 説明

パワーオフする スナップショットに変更を加えずに仮想マシンをパワーオフします。

現在のスナップショットまで戻る 仮想マシンの現在の状態の親スナップショットまで戻ります。

選択画面を表示する 仮想マシンをパワーオフするたびに、そのままパワーオフするか、スナップショット

に戻るか、スナップショットを作成するかの選択を求めるプロンプトを表示します。

 

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

AutoProtect スナップショットの有効化
AutoProtect 機能を使用すると、指定した一定の間隔でスナップショットが作成され、仮想マシンの状態が保存されま
す。このプロセスは、いつでも作成できる手動スナップショットに加えて実行されます。

仮想マシンで AutoProtect スナップショットを有効にすると、AutoProtect スナップショットによって占有される最小
ディスク領域の推定値が Workstation Pro の [仮想マシン設定] ウィンドウに表示されます。最小ディスク領域のサイズ
は、仮想マシン用のメモリ設定の影響を受けます。仮想マシンのメモリ量が多いほど、AutoProtect スナップショットに
使用できるディスク領域が大きくなります。

AutoProtect 機能にはいくつかの制限があります。

n AutoProtect では仮想マシンがパワーオン状態のときだけスナップショットが作成されるため、AutoProtect スナッ
プショットのクローンは作成できません。仮想マシンのクローンは、仮想マシンがパワーオフ状態の場合にのみ作成

できます。

n Workstation Pro で仮想マシンに対して AutoProtect が有効になっていても、Workstation Player では
AutoProtect スナップショットは作成されません。

n AutoProtect 機能は共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [AutoProtect] を選択し、[AutoProtect の有効化] を選択します。
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3 スナップショットの間隔を選択します。

オプション 説明

30 分ごと 30 分ごとにスナップショットが作成されます。

1 時間ごと 1 時間ごとにスナップショットが作成されます。

毎日 毎日スナップショットが作成されます。

 
この間隔は、仮想マシンがパワーオンされているときにのみ計測されます。たとえば、AutoProtect でスナップ
ショットを 1 時間ごとに作成するように設定し、その 5 分後に仮想マシンをパワーオフにした場合、仮想マシンが
パワーオフ状態だった時間の長さにかかわりなく、仮想マシンを再度パワーオンしてから 55 分後に次の AutoProtect
スナップショットが作成されます。

1 つのスナップショットが複数の層に一致する場合でも、Workstation Pro は層ごとに 1 つのスナップショットし
か作成しません。

4 保持する AutoProtect スナップショットの最大数を選択します。

AutoProtect スナップショットが最大数に達した後は、新しい AutoProtect スナップショットが作成されるたび
に、Workstation Pro は最も古い AutoProtect スナップショットを削除します。この設定は、作成および保持でき
る手動スナップショットの数には影響しません。

5 [OK] を選択して変更を保存します。

バックグラウンド スナップショットの有効化
バックグラウンド スナップショットを有効にすると、Workstation Pro で仮想マシンの状態を保持しながら作業を継続
できます。バックグラウンド スナップショットの進行状況を示すインジケータが、Workstation Pro ウィンドウの隅に
表示されます。

重要   遅いハード ディスクを持つホストでバックグラウンド スナップショット機能を使用すると、パフォーマンスに影響
を与える場合があります。スナップショットの作成または復元時にパフォーマンスに著しい低下が見られる場合は、バッ

クグラウンド スナップショットを無効にしてください。

開始する前に

Linux ホストでは、root ユーザーとして Workstation Pro を実行します。バックグラウンド スナップショットの設定を
変更できるのは root ユーザーだけです。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択します。

2 [優先順位] タブで [スナップショットをバックグラウンドで作成する] を選択します。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

4 仮想マシンを再起動します。

バックグラウンド スナップショットの変更を有効にするには、再起動するのではなく仮想マシンをパワーオフして
からパワーオンする必要があります。

仮想ディスクをスナップショットから除外

スナップショットを構成すると、Workstation Pro で特定の仮想ディスクについてのみ状態を保存できます。

特定の構成では、一部のディスクをスナップショットに戻し、他のディスクの変更は保持しておくことが必要な場合があ

ります。たとえば、オペレーティング システムとアプリケーションが含まれたディスクはスナップショットとして保持し
ておき、ドキュメントが含まれたディスクへの変更を常に保存する必要がある場合があります。
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開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n 既存のスナップショットを削除します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、除外するドライブを選択して [詳細] をクリックします。

3 [独立] を選択し、ディスク モードを選択します。

オプション 説明

通常 変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれます。通常モードのディスクは、物理

コンピュータ上の従来のディスクと同じように動作します。

読み取り専用 パワーオフするかスナップショットを復元すると、ディスクの変更内容が破棄されま

す。読み取り専用モードでは、仮想ディスクは、仮想マシンを再起動するたびに同じ

状態になります。ディスクに対する変更内容は、REDO ログに書き込まれ、REDO ロ
グファイルから読み込まれますが、REDO ログ ファイルは、仮想マシンをパワーオフ
またはリセットした時点で削除されます。

 

スナップショットの削除

スナップショットを削除すると、保存された仮想マシンの状態が削除されるため、二度とその状態には戻れなくなります。

スナップショットを削除しても、仮想マシンの現在の状態に影響はありません。

クローンを作成するためにスナップショットが使用される場合、そのスナップショットはロックされます。ロックされた

スナップショットを削除すると、そのスナップショットから作成されたクローンは動作しなくなります。

仮想マシンがクローン作成用のテンプレートに指定されている場合は、そのマシンに関連するスナップショットは削除で

きません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [スナップショット] - [スナップショット マネージャ] を選択します。

2 AutoProtect スナップショットを削除する場合は、[AutoProtect スナップショットを表示] を選択します。

3 スナップショットを選択します。

4 スナップショットの削除オプションを選択します。

オプション アクション

単一スナップショットの削除 [削除] をクリックします。

スナップショットとそのすべて子スナップ

ショットを削除

右クリックし、[スナップショットと子スナップショットを削除] を選択します。

すべてのスナップショットを削除 右クリックし、[すべて選択] を選択し、[削除] をクリックします。
 

5 [閉じる] をクリックしてスナップショット マネージャを閉じます。
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スナップショットの問題についてのトラブルシューティング

スナップショットの問題の診断および修正には、さまざまな手順を使用できます。

ゲスト OS の起動に関する問題

ゲスト OS の起動時に問題が発生します。

問題

ゲスト OS が正しく起動されません。

原因

プロセス ツリーの各ブランチに 99 を超えるスナップショットを保持していると、起動時に問題が発生することがありま
す。

解決方法

いくつかのスナップショットを削除するか、仮想マシンの完全クローンを作成してください。

スナップショットの作成オプションが無効

スナップショット マネージャの [スナップショットの作成] オプションが無効です。

問題

スナップショット マネージャの [スナップショットの作成] オプションを選択できません。

原因

仮想マシンには、異なるディスク モードのディスクが複数含まれる場合があります。

解決方法

独立ディスクを必要とする構成では、スナップショットを作成する前に仮想マシンをパワーオフする必要があります。

スナップショット作成時のパフォーマンスの低下

スナップショットの作成または復元時に著しくパフォーマンスが低下します。

問題

スナップショットの作成または復元時にパフォーマンスが低下します。

原因

ホスト OS のハード ディスクが低速です。

解決方法

高速なハード ディスクに交換するか、バックグラウンド スナップショットを無効にすると、パフォーマンスが改善され
ます。バックグラウンド スナップショットの詳細については、「バックグラウンド スナップショットの有効化 (P. 107)」
を参照してください。

第 4 章 仮想マシンの使用

VMware, Inc.  109



仮想マシンへの新規ソフトウェアのインストール

新しいソフトウェアは、物理コンピュータと同じ手順で仮想マシンにインストールできます。いくつかの手順を追加で行

うだけですみます。

開始する前に

n VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。ソフトウェアをインストールする前に
VMware Tools をインストールしておけば、仮想マシン構成が変更された場合にソフトウェアを再アクティベーショ
ンしなければならない可能性もほとんどなくなります。

n インストール ソフトウェアが格納されている CD-ROM ドライブ、ISO イメージ ファイル、またはフロッピー ドラ
イブに仮想マシンがアクセスできることを確認します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [メモリ] を選択し、仮想マシンの最終的なメモリ サイズを設定して、[OK] をクリックします。

一部のアプリケーションでは、仮想マシンの仮想ハードウェアに基づいてライセンスキーを作成する、プロダクト ア
クティベーション機能が使用されます。このようなソフトウェアは、仮想マシンの構成を変更すると、再びアクティ

ベーションが必要になることがあります。メモリ サイズを設定することにより、大きな変更の回数を最小限にでき
ます。

3 メーカーが指定する手順に従って、新しいソフトウェアをインストールします。

プログラムを実行できない場合のアクセラレーションの無効化

仮想マシンでソフトウェアをインストールまたは実行しようとすると、Workstation Pro が応答しない状態になることが
あります。通常、この問題はプログラムの初期実行時に発生します。多くの場合、仮想マシンのアクセラレーション機能

を一時的に無効にして、この問題を回避することができます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [プロセッサ] を選択します。

3 [バイナリ変換のアクセラレーションを無効にする] を選択して、アクセラレーションを無効にします。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

問題が発生する段階が過ぎたら、アクセラレーションを再度有効にします。アクセラレーションを無効にすると仮想マシ

ンのパフォーマンスが低下するため、この設定はプログラム実行時に起こる問題を回避するためのみに使用してください。

仮想マシンのスクリーンショットの作成

仮想マシンのスクリーンショットを作成して、クリップボード、ファイル、またはクリップボードとファイルの両方に保

存できます。

仮想マシンのスクリーンショットを作成すると、イメージはデフォルトでは PNG ファイル (.png) として保存されます。
Windows ホストでは、スクリーンショットをビットマップ ファイル (.bmp) として保存することもできます。

Linux ホストでは、クリップボードへのスクリーンショットの保存は、Gnome 2.12 以降を実行しているシステムのみで
有効です。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択します。
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2 [ワークスペース] を選択して、スクリーンショットの保存先オプションを選択します。

オプションを両方選択して、ファイルおよびクリップボードの両方にスクリーンショットを保存できます。

オプション 説明

クリップボード クリップボードにスクリーンショットを保存します。

ファイル ファイルにスクリーンショットを保存します。以下を選択できます。

n 場所を常に尋ねる

n デスクトップに保存

n カスタムの場所の参照

n

デフォルトでは、Workstation Pro はホスト コンピュータのデスクトップ上の .png
ファイルにスクリーンショットを保存します。デスクトップにファイルを保存した場

合は、仮想マシン名およびスクリーンショットが作成された時刻から、ファイル名が

自動的に生成されます。

Windows ホストの .bmp ファイルにスクリーンショットを保存するには、スクリー
ンショットの保存時に [場所を常に尋ねる] を選択して、ファイルの種類を指定します。

 

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

4 スクリーンショットを作成するには、仮想マシンを選択して、[VM] - [スクリーン キャプチャ] を選択します。

仮想マシンの削除

仮想マシンおよびそのすべてのファイルをホスト ファイル システムから削除できます。

重要   仮想マシンをリンク クローンの作成に使用し、そのリンク クローンを引き続き使用する場合は、その仮想マシンを
削除しないでください。リンク クローンが親仮想マシンの仮想ディスク ファイルを見つけることができないと、リンク
クローンは動作を停止します。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

u 仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [ディスクから削除] を選択します。
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仮想マシンの構成および管理 5
仮想マシンの構成により、仮想マシンの電源、ディスプレイ、ビデオ、およびサウンド カードの設定を行ったり、仮想マ
シンを暗号化して不正使用から保護したり、Workstation Pro のユーザー インターフェイスを制限して仮想マシンで実
行可能な操作を限定したりできます。

また、仮想マシンを別のホスト システムや同じホスト システム上の別の場所に移動したり、仮想マシンを VNC サーバと
して構成したり、仮想マシンのハードウェアの互換性を変更したり、仮想マシンを OVF（Open Virtualization Format）
にエキスポートしたりすることもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n パワー オプションとパワー コントロール設定の構成 (P. 113)

n Workstation Pro のディスプレイの環境設定 (P. 115)

n 仮想マシンのディスプレイ設定の構成 (P. 116)

n ユニティ モードの環境設定 (P. 119)

n 画面の色濃度の設定 (P. 119)

n Advanced Linux Sound Architecture の使用 (P. 120)

n 仮想マシンの暗号化および制限 (P. 121)

n 仮想マシンの移動 (P. 125)

n VNC サーバとしての仮想マシンの構成 (P. 130)

n 仮想マシンのハードウェア互換性の変更 (P. 133)

n Windows ホストでの仮想ハード ディスクのクリーンアップ (P. 134)

n 仮想マシンの OVF 形式へのエクスポート (P. 135)

n 仮想マシン内で実行されるアプリケーションの記述とデバッグ (P. 136)

パワー オプションとパワー コントロール設定の構成
仮想マシンをパワーオンしたとき、パワーオフしたとき、閉じたときの動作を構成できます。パワー コントロールの動作
を構成し、ライブラリで仮想マシンを右クリックしたときに、コンテキスト メニューにどのパワー オプションを表示さ
せるかを指定できます。

各パワー コントロールに対してソフト設定、またはハード設定を構成できます。ソフト設定ではゲスト OS に要求を送信
すると、ゲスト OS が要求を無視する場合もあれば、デッドロック状態にあるゲストでは要求に反応できない場合もあり
ます。ゲスト OS はハード パワー コントロールを無視できません。デフォルトでは、ハード パワー コントロール設定が
構成されます。
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パワー コントロール設定は [停止]、[サスペンド]、[開始]、および [リセット] ボタンの動作に影響します。ボタンの上に
マウスを置くと、パワー コントロールに選択した動作がツールチップに表示されます。パワー コントロールの設定によっ
て、コンテキスト メニューに表示されるパワー オプションも決まります。たとえば、起動時のコントロールにハード設
定を選択した場合、ライブラリで仮想マシンを右クリックしたときに、[パワーオン] がコンテキスト メニューに表示され
ます。ソフト設定を選択すると、[ゲストの起動] が表示されます。

一部のゲスト OS は、シャットダウン信号や再起動信号に反応しません。お使いのオペレーティング システムが信号に反
応しない場合は、ゲスト OS 内からシャットダウンまたは再起動を実行してください。

Linux ゲスト OS の仮想マシンの場合は、パワーオン時に X toolkit オプションを渡すことができます。詳細については、
第 14 章「vmware コマンドについて (P. 281)」を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [パワー] を選択します。

3 パワー オプションを選択します。

注意   これらのオプションは、共有仮想マシンやリモート仮想マシンに対して構成できません。

オプション 説明

[パワーオン後にフル スクリーン モードで起
動]

仮想マシンは、パワーオン後にフル スクリーン モードを開始します。

[パワーオフまたはサスペンド後に閉じる] 仮想マシンは、パワーオフまたはサスペンド後に閉じます。

[バッテリ情報をゲストに報告] バッテリ情報がゲスト OS に報告されます。ノート型コンピュータ上でフル スクリー
ン モードで仮想マシンを実行する場合は、このオプションを使用することでバッテリ
不足を確認できます。このオプションは、Workstation 6.x 以降の仮想マシンのみで
使用できます。

 

4 パワーオフ時のコントロール設定を選択します。

オプション 説明

[パワーオフ] （ハード オプション）Workstation Pro は、作業中の状態に関係なく仮想マシンを突
然パワーオフします。

[ゲストのシャットダウン] （ソフト オプション）Workstation Pro はゲスト OS にシャットダウン信号を送信し
ます。信号を認識したオペレーティング システムは、安全にシャットダウンします。
一部のゲスト OS は、Workstation Pro からのシャットダウン信号に反応しません。
ゲスト OS が信号に反応しない場合は、物理マシンと同じようにゲスト OS でシャッ
トダウンしてください。

 

5 サスペンド時のコントロール設定を選択します。

オプション 説明

[サスペンド] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンドし、ネットワーク
に接続したままにします。

[ゲストをサスペンド] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンドし、ネットワーク
から切断します。VMware Tools は、ゲスト OS でスクリプトを実行します。
Windows ゲストで、DHCP を使用するように仮想マシンを構成している場合は、こ
のスクリプトによって仮想マシンの IP アドレスが解放されます。Linux、FreeBSD、
および Solaris ゲストでは、このスクリプトによって仮想マシンのネットワーク通信
が停止します。
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6 起動時のコントロール設定を選択します。

注意   起動時のコントロール設定は、共有仮想マシンやリモート仮想マシンに対して構成できません。

オプション 説明

[パワーオン] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンを起動します。

[ゲストの起動 ] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンを起動し、VMware Tools は
ゲスト OS でスクリプトを実行します。Windows ゲストで、DHCP を使用するよう
に仮想マシンを構成している場合は、このスクリプトによって仮想マシンの IP アドレ
スが更新されます。Linux、FreeBSD、Solaris ゲストでは、このスクリプトによっ
て仮想マシンのネットワーク通信が開始します。

 

7 リセット時のコントロール設定を選択します。

オプション 説明

[リセット] （ハード オプション）Workstation Proは、作業中の状態に関係なく仮想マシンを突
然リセットします。

[ゲストの再起動] （ソフト オプション）Workstation Pro はゲスト OS を安全にシャットダウンし、再
起動します。仮想マシンをシャット ダウンする前と起動するときに VMware Tools
はスクリプトを実行します。

 

8 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

Workstation Pro のディスプレイの環境設定
Workstation Pro のディスプレイの環境設定の構成で、すべての仮想マシンを Workstation Pro のウィンドウに合わせ
て調整するディスプレイ設定の方法を制御できます。これらの調整は、Workstation Pro のウィンドウのサイズを変更し
たり、ゲスト OS 内のディスプレイ設定を変更した場合に必要となります。

開始する前に

最新バージョンの VMware Tools がすべてのゲスト OS にインストールされていることを確認します。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択して、[ディスプレイ] を選択します。

Windows 8.1 (Update 2) または Windows 10 を使用している場合、Workstation Pro は各モニタの DPI を検出
し、ホストの DPI に一致するように仮想マシンのディスプレイを調節します。

2 自動調整オプションを構成します。

オプションは、1 つ または両方を選択できます。選択しないこともできます。

オプション 説明

[ウィンドウを合わせる] 仮想マシンのディスプレイ設定が変更されたときに、アプリケーション ウィンドウの
サイズを仮想マシンのディスプレイ設定に合わせて変更します。

[ゲストをウィンドウに合わせる] アプリケーション ウィンドウのサイズが変更されたときに、仮想マシンの設定をアプ
リケーション ウィンドウに合わせて変更します。
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3 フル スクリーン オプションを選択します。

オプション 説明

[ゲストをウィンドウに合わせる（ゲストの
解像度を変更）]

仮想マシンの解像度設定は、フル スクリーン モードで実行中、ホスト システムのディ
スプレイ設定に合わせて変更されます。

[ゲストを拡大（解像度を変更しない）] 仮想マシンの解像度設定はそのままで、フル スクリーン表示に変更されます。たとえ
ば低い解像度でのみ実行できる古いコンピュータ ゲームをプレイしている場合など、
解像度を低いままにする必要がある場合には、この設定を選択します。

[ゲストを中央に表示（解像度を変更しない）] フル スクリーン モードで実行中、ホスト システムと仮想マシンはそれぞれのディス
プレイ設定を保持します。

 

4 メニューおよびツール バーのオプションを選択します。

オプションは、1 つ以上選択できます。選択しないこともできます。

オプション 説明

[パワー コントロールに単一のボタンを使用] （Windows ホストのみ）この設定が選択されている場合、開始、停止、サスペンド、
リセットのパワー コントロールはドロップダウン メニュー形式の単一のボタンでツー
ル バーに表示されます。この設定が選択されていない場合、パワー コントロールの
各ボタンがツール バーに表示されます。

[ウィンドウ モードのメニュー バーとツール
バーを結合]

Workstation Pro がウィンドウ モードの場合、1 つのバーに Workstation Pro のメ
ニューとツール バーが表示されます。

[固定が解除された場合にツール バーのエッ
ジを表示する]

フル スクリーン ツール バーのエッジを表示します。この設定が選択されていない場
合、フル スクリーン ツール バーのエッジは表示されません。フル スクリーン ツール
バーは、ユーザーがスクリーン上部近くにポインタ カーソルを合わせると、数秒間表
示されます。

 

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

仮想マシンのディスプレイ設定の構成

仮想マシンのモニタの解像度設定を指定したり、複数のモニタを構成したり、グラフィックス アクセラレーション機能を
選択できます。複数モニタ機能は、仮想マシンがフル スクリーン モードのときに使用できます。

Windows ゲストの場合、 DirectX 9 グラフィックス アクセラレーションを使用するには、ゲスト OS システムが Windows
XP 以降である必要があります。DirectX 10 グラフィックス アクセラレーションを使用するには、ゲスト OS が Windows
Vista 以降である必要があります。

開始する前に

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n 仮想マシンのゲスト OS が、Windows XP 以降または Linux であることを確認してください。

n DirectX 9 または DirectX 10 グラフィックス アクセラレーションを使用する場合は、ホスト システム側で準備しま
す。「3D グラフィックス アクセラレーションを使用するためのホスト システムの準備 (P. 117)」を参照してくださ
い。

n Windows 8.1 (Update 2) または Windows 10 を使用している場合、Workstation Pro は各モニタの DPI を検出
し、ホストの DPI に一致するように仮想マシンのディスプレイを調節します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [ディスプレイ] を選択します。

3 (オプション) DirectX 9 または DirectX 10 グラフィックス アクセラレーションを使用したアプリケーションを実行
する場合は、[3D グラフィックのアクセラレーション] を選択します。
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4 ホストの設定でモニタの数を決めるかどうかを指定します。

オプション 説明

[モニタでホストの設定を使用] この設定を選択した場合、SVGA ドライバは境界ボックスが最大幅 3840、最大高さ
1920 の 2 台のモニタを使用します。仮想マシンは、1920 x 1200 の 2 台以上のモニ
タが並列トポロジ、通常および回転の両方向に構成されます。ホスト システムのモニ
タが 2 台を超える場合、仮想マシンは、代わりにホスト システムのモニタ数を使用し
ます。ホスト システムの境界ボックスがデフォルトの幅または高さより大きい場合、
仮想マシンは大きい方のサイズを使用します。ほとんどの場合、この設定を選択する

ことをお勧めします。

[モニタ設定を指定] ホスト システムのモニタ数に関係なく、仮想マシンが識別するモニタ数を設定しま
す。この設定は、複数モニタのホスト システムを使用し、モニタが 1 台のみの仮想マ
シンのテストが必要な場合に便利です。また、仮想マシンで複数モニタのアプリケー

ションを開発していて、ホスト システムのモニタが 1 台のみの場合にも便利です。仮
想マシンをパワーオンすると、ゲスト OS では指定したモニタ数が識別されるように
なります。リストから解像度を選択します。または、<幅> x <高さ> の形式で設定を
入力します。<幅> と <高さ> の単位はピクセル数です。
注意   リモート仮想マシンには解像度設定は構成できません。

 

5 (オプション) ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックス メモリに使用できるゲストの最大メモリを選択
します。ビデオ メモリのデフォルト設定はゲスト OS によって異なります。

ゲスト OS デフォルト

Windows 7 以降 1 GB

Windows XP 以前 512 MB

Linux 768 MB
 

注意   .vmx ファイルを手動で編集して仮想マシンのメモリ サイズを変更した場合は、.vmx ファイルに入力した値
が [Custom] とラベル付けされて表示されます。

6 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

3D グラフィックス アクセラレーションを使用するためのホスト システムの準備
仮想マシンで 3D グラフィックス アクセラレーションを使用するには、Windows または Linux ホスト システム上で準
備を整える必要があります。

開始する前に

n Windows ホストについては、DirectX 9 または DirectX 10 をサポートするビデオ カード、および使用される DirectX
のバージョンに必要となる最新の DirectX ランタイムをホストが使用していることを確認します。

n Linux ホストについては、OpenGL 2.0 アクセラレーション（DirectX 9 を使用する場合）または OpenGL 3.3 ア
クセラレーション（DirectX 10 を使用する場合）をサポートするビデオ カードをホストが使用していることを確認
します。

手順

1 ホスト システムのビデオ ドライバを最新バージョンにアップグレードします。

ATI Graphics ドライバは、AMD 社の Web サイトから入手できます。NVIDIA ドライバは、NVIDIA 社の Web サ
イトから入手できます。
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2 Windows ホスト システムを稼働している場合は、[ハードウェア アクセラレータ] のスライダを [最大] 位置に移動
します。

オプション 説明

Windows 7、Windows 8、および
Windows 10

デスクトップを右クリックし、[パーソナル化] - [画面の解像度] - [詳細設定] - [トラブ
ルシューティング] - [設定の変更] を選択します。

 

3 Linux ホスト システムを稼働している場合は、コマンドを実行してホストの互換性をテストします。

a 直接レンダリングが有効化されていることを確認します。

glxinfo | grep direct

b 3D アプリケーションが動作することを確認します。

glxgears

3D グラフィックス アクセラレーションを使用するための仮想マシンの準備
仮想マシンで 3D グラフィックス アクセラレーションを使用するには準備が必要です。

Workstation 6.x 以降の仮想マシンでは、3D グラフィックス アクセラレーションがデフォルトで有効になっています。

開始する前に

n ホスト システムで 3D グラフィックス アクセラレーションを使用するための準備をします。「3D グラフィックス ア
クセラレーションを使用するためのホスト システムの準備 (P. 117)」を参照してください。

n DirectX 9 を使用する場合は、ゲスト OS が Windows XP 以降であることを確認します。DirectX 9 は、ハードウェ
ア バージョン 11 以降を実行する仮想マシンでサポートされます。

n DirectX 10 を使用する場合は、ゲスト OS が Windows 7 以降であることを確認します。DirectX 10 は、ハード
ウェア バージョン 12 以降を実行する仮想マシンでサポートされます。

n 最新バージョンの VMware Tools がゲスト OS にインストールされていることを確認します。

n 仮想マシンをパワーオフします。仮想マシンがサスペンド状態であってはなりません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [ディスプレイ] を選択します。

3 [3D グラフィックスのアクセラレーション] を選択します。

4 モニタを 1 台のみ使用するように仮想マシンを構成します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

6 仮想マシンをパワーオンして、必要なバージョンの DirectX エンド ユーザー ランタイムをインストールします。

DirectX 9.0c エンド ユーザー ランタイムは、Microsoft 社のダウンロード センターから入手できます。

7 3D アプリケーションをインストールして実行します。
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ユニティ モードの環境設定
ユニティ モードの環境設定を行うことによって、ホスト システムのデスクトップから仮想マシンの [スタート] メニュー
または [アプリケーション] メニューを使用可能にするかどうかを制御できます。また、ユニティ モードで実行されるアプ
リケーションが、ホスト システムのデスクトップ上に表示されるときの枠の色を指定することもできます。

ホスト システムのデスクトップから仮想マシンの [スタート] メニューまたは [アプリケーション] メニューを使用すると、
ユニティ モードで開かれていない仮想マシンのアプリケーションを起動できます。この設定を有効にしない場合、コン
ソール ビューで仮想マシンの [スタート] メニューまたは [アプリケーション] メニューを表示するためにユニティ モード
を終了しなければなりません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [ユニティ] を選択します。

3 ユニティ ウィンドウのデザインのオプションを選択します。

オプション 説明

[境界線を表示する] アプリケーションがホスト コンピュータではなく仮想マシンに属するアプリケーショ
ンとして表示されるように、ウィンドウの境界線を設定します。

[バッジを表示する] タイトル バーにロゴを表示します。

[ウィンドウの境界線にカスタム色を使用する] 各仮想マシンに属するアプリケーション ウィンドウを区別するため、ウィンドウの境
界線にカスタム色を使用します。たとえば、ある仮想マシンには青い枠を設定し、別

の仮想マシンには黄色の枠を設定することができます。Windows ホストでカラーの
選択メニューを使用するには、[色を選択] をクリックします。

 

4 仮想マシンの [スタート] メニューまたは [アプリケーション] メニューをホスト システムのデスクトップで使用可能
にするかどうかを制御するには、[アプリケーション メニューを有効にする] を選択または選択解除します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

6 (オプション) ユニティ モードを開始したときに Workstation Pro ウィンドウを最小化するには、Workstation Pro
のユニティ環境設定を編集します。

Workstation Pro の環境設定は、すべての仮想マシンに適用されます。

a [編集] - [環境設定] を選択し、[ユニティ] を選択します。

b [ユニティに切り替わる際に Workstation を最小化] を選択します。

c [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

画面の色濃度の設定

ゲスト OS 内で利用できる画面の色の数は、ホスト OS の画面の色の設定によって異なります。

仮想マシンは次の画面の色をサポートしています。

n 16 色（VGA）モード

n 8 ビット PseudoColor（調合色）

n 16 bpp（1 画素のビット数は 16）

n 32 bpp（1 画素のビット数は 24）

ホスト OS が 15 ビット カラー モードの場合、ゲスト OS の色設定のコントロールも、16 ビット モードではなく 15 ビッ
ト モードのオプションが提供されます。ホスト OS が 24 ビット カラー モードの場合、ゲスト OS の色設定のコントロー
ルも、32 ビット モードではなく 24 ビット モードのオプションが提供されます。
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ゲスト OS の色数がホスト OS の色数よりも多い場合、ゲスト OS では色が正しく表示されなかったり、グラフィカル イ
ンターフェイスを使用できなかったりすることがあります。このような問題が発生した場合は、ホスト OS の色数を増や
すか、ゲスト OS の色数を減らします。

ホスト OS の色設定を変更するには、すべての仮想マシンをパワーオフし、Workstation Pro を閉じてから、色設定の変
更の標準手順に従います。

ゲスト OS での色設定の変更方法は、ゲスト OS の種類によって異なります。Windows ゲストでは、[画面のプロパティ]
コントロール パネルに、サポートされている設定だけが表示されます。Linux または FreeBSD がゲストの場合、X サー
バを開始する前に色濃度を変更するか、または変更を行った後に X サーバを再起動する必要があります。

最適なパフォーマンスを実現するには、ホスト OS とゲスト OS で使用する色の数を一致させてください。

Advanced Linux Sound Architecture の使用
Workstation 7.x 以降では、Advanced Linux Sound Architecture（ALSA）がサポートされます。仮想マシンで ALSA
を使用する前に準備作業が必要な場合があります。

ALSA を使用するには、ホスト システムが特定の要件を満たす必要があります。

n ホスト システム上の ALSA ライブラリのバージョンが、バージョン 1.0.16 以降でなければなりません。

n ホスト システムのサウンド カードが ALSA をサポートする必要があります。ALSA プロジェクトの Web サイトに、
ALSA をサポートするサウンド カードとチップセットの最新のリストが表示されています。

n ホスト システムの ALSA サウンド カードがミュートされていない必要があります。

n ALSA サウンド カードを使用する適切なアクセス権が現在のユーザーに付与されている必要があります。

仮想マシンの ALSA ライブラリ バージョン要件の上書き
ホスト システムが旧バージョンの ALSA ライブラリを使用している場合、バージョン 1.0.16 の要件は無視できます。

ご使用のホスト システムが ALSA 要件を満たしていない場合、または何らかの理由で ALSA を使用できない場合は、サ
ウンドのプレイバックとレコーディングに OSS API が使用されます。このため、ホスト システムのサウンド カードによっ
ては、サウンドの品質が旧バージョンの ALSA ライブラリよりも劣ることがあります。

最新のサウンド ドライバとライブラリを使用するように、ホスト システムをアップグレードしてください。

手順

1 テキスト エディタで仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を開きます。

2 sound.skipAlsaVersionCheck プロパティを追加して、プロパティ値として TRUE を設定します。

例： sound.skipAlsaVersionCheck = "TRUE"

ALSA サウンド カード情報の取得
Linux ホスト システム上のコマンド プロンプトで一連のコマンドを入力することにより、ALSA サウンド カードに関す
る情報を取得して、現在のユーザーが同サウンド カードにアクセスするための適切な権限を持っているかどうかを確認で
きます。

開始する前に

alsamixer プログラムのドキュメントを入手します。このドキュメントはインターネット上で入手できます。
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手順

n alsamixer プログラムを使用して、現在のユーザーが、ALSA サウンド カードにアクセスするための適切な権限を
持っているかどうか確認します。

ユーザーが適切な権限を持っていない場合は、alsamixer： snd_ctl_open が失敗した場合のデフォルト出力： 既定

のデバイスなし などのエラーが発生します。

n ALSA サウンド カードにアクセスするための適切な権限を持っていないユーザーには、ALSA サウンド カードが格
納されているディレクトリに対する読み取り、書き込み、実行権限を与えます。

ALSA サウンド カードは通常、/dev/snd/ に格納されています。この場所は、Linux のディストリビューションに
よって異なることがあります。

n ホスト システム上のサウンド チップセットの名前と種類のリストを表示するには、コマンド lspci | grep -I
audio を入力します。

n ホスト システム上のサウンド カードのリストを表示するには、コマンド cat /proc/asound/cards を入力しま
す。

n ALSA サウンド カードがミュートされている場合は、alsamixer プログラムを使用してミュートを解除してくださ
い。

仮想マシンで ALSA サウンド カードを使用する構成
仮想マシン設定を変更し、ALSA サウンド カード を仮想マシンで使用するように構成できます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [サウンド カード] を選択します。

3 [接続済み] と [起動時に接続] を選択します。

4 [ホストのサウンド カードを指定] を選択し、ALSA サウンド カードを選択します。

5 リストに ALSA サウンド カードが表示されない場合は、alsa-utils パッケージを使ってホスト システム上の ALSA
サウンド カードを一覧表示してから、もう 1 度 [ホストのサウンド カードを指定] を選択します。

例： aplay -L

6 [OK] をクリックして、変更を保存します。

仮想マシンの暗号化および制限

仮想マシンを暗号化することで、不正使用から保護することができます。仮想マシンを復号化するには、ユーザーは正し

い暗号化パスワードを入力する必要があります。仮想マシンを制限すると、ユーザーは最初に正しい制限パスワードを入

力しないと構成設定を変更できなくなります。ほかの制限ポリシーを設定することもできます。

仮想マシンを暗号化するときに、パスワードを求めるプロンプトが Workstation Pro に表示されます。仮想マシンを暗
号化したら、このパスワードを入力して仮想マシンを開くか、暗号化を解除する必要があります。Workstation Pro で
は、パスワードを入力して仮想マシンを開くまで、暗号化された仮想マシンは鍵のアイコンで表示されます。

制約も有効化している場合は、ユーザーによる仮想マシンの変更が禁止されます。たとえば、制約を有効化し、ユーザー

による仮想マシンの削除、メモリ割り当ての変更、取外し可能デバイスの変更、ネットワーク接続タイプの変更および仮

想ハードウェアの互換性の変更を禁止することができます。誰かが仮想マシン上で次のいずれかのアクションを実行しよ

うとすると、必ずパスワード プロンプトが表示されます：

n 仮想マシンのサマリ タブで [仮想マシン設定の編集] または [仮想マシンのアップグレード] をクリックする

n 仮想マシンのサマリ タブで [デバイス] リストの仮想デバイスをダブルクリックする
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n 仮想マシンを選択して、メニュー バーから [VM] - [設定] または [VM] - [管理] - [ハードウェアの互換性を変更] を選
択する

n 取外し可能デバイスのアイコンをクリックまたは右クリックして設定を編集しようとする

n [取り外し可能デバイス] - [<device_name>] メニューを使用してデバイスの設定を編集しようとする

ユーザーによる USB デバイス設定の変更の制約のほか、オプションとしてユーザーが USB デバイスをゲスト OS に接続
することを禁止するポリシーを設定することもできます。USB デバイスの接続を許可するポリシーを設定すると、ユー
ザーには、デバイスを使用するための制限のパスワードを入力するプロンプトが表示されません。

オプション ポリシーには、仮想マシンの移動やコピーを行う場合には必ずユーザーに暗号化のパスワードを変更させる設
定が含まれています。たとえば、クラスの生徒全員に教師が仮想マシンのコピーを提供し、この制約を設定して全員にそ

れぞれ独自の暗号化のパスワードを作成させることができます。

別のオプション ポリシーには、仮想マシンの有効期限の日付の設定があります。たとえば、管理者は臨時従業員用に仮想
マシンを作成して、臨時従業員が会社を去る日に仮想マシンの有効期限が切れるように設定できます。

重要   必ず暗号化のパスワードと制限のパスワードを記録してください。Workstation Pro では、忘れたパスワードを取
得する方法は用意されていません。

暗号化は、仮想マシン内のすべてのスナップショットに適用されます。暗号化された仮想マシンでスナップショットを復

元する場合、スナップショットを作成したときに暗号化されていたかどうかに関係なく、仮想マシンは暗号化されたまま

になります。暗号化された仮想マシンのパスワードを変更すると、スナップショットを作成したときにパスワードが有効

であったかどうかに関係なく、新しいパスワードが復元するスナップショットに適用されます。

n 仮想マシンの暗号化の制限 (P. 122)

暗号化機能にはいくつかの制限があります。

n 仮想マシンの暗号化および制限 (P. 123)

仮想マシンを暗号化することで、仮想マシンを不正使用から保護できます。また、制限を有効にすると、ユーザー

が構成設定を変更できなくなります。

n 仮想マシンの暗号化の解除 (P. 124)

仮想マシンから暗号化を解除できます。

n 暗号化された仮想マシンのパスワードの変更 (P. 125)

暗号化された仮想マシンのパスワードを変更できます。パスワードを変更しても仮想マシンは再暗号化されません。

仮想マシンの暗号化の制限

暗号化機能にはいくつかの制限があります。

n 暗号化を追加または解除するか、暗号化パスワードを変更する前に、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

n 暗号化機能は、仮想ハードウェア バージョン 5.x 以降の仮想マシンでのみサポートされます。

n 暗号化された仮想マシンからリンク クローンを作成することはできません。

n 暗号化が解除された複数の仮想マシンが同じ仮想ディスクを共有している場合に、いずれかの仮想マシンを暗号化す

ると、仮想ディスクは暗号化が解除された仮想マシンからは使用できなくなります。

n 共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンは暗号化できません。

n リモート サーバに暗号化した仮想マシンをアップロードすることはできません。

n 暗号化された仮想マシンは共有できません。
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仮想マシンの暗号化および制限

仮想マシンを暗号化することで、仮想マシンを不正使用から保護できます。また、制限を有効にすると、ユーザーが構成

設定を変更できなくなります。

暗号化処理は、仮想マシンのサイズによって数分から数時間かかる場合があります。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n 暗号化機能の制限事項について理解しておく必要があります。「仮想マシンの暗号化の制限 (P. 122)」を参照してく
ださい。

n 制限付き仮想マシンの有効期限に関する動作について理解します。「制限された仮想マシンの期限切れ (P. 124)」を
参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [アクセス コントロール] を選択します。

3 [暗号化] をクリックします。

4 [暗号化] をクリックして暗号化パスワードを入力し、[暗号化] をクリックします。

仮想マシンへのアクセスを得るには、暗号化のパスワードが必要になります。ユーザーがマシンの構成を変更できな

いように保護されていません。ユーザーがマシンの構成を変更できないようにするには、制限を有効にしてパスワー

ドを入力します。

重要   使用する暗号化パスワードを記録します。パスワードを忘れた場合、Workstation Pro にはパスワードを取得
する方法は用意されていません。

Workstation Pro により仮想マシンの暗号化が開始されます。暗号化プロセスが完了した後、オプションで制限のパ
スワードを設定できます。

5 (オプション) 制限を有効にするには、[制限の有効化] チェック ボックスを選択し、制限オプションを構成します。

オプション 操作

制限パスワード 制限パスワードを設定します。制限パスワードは、仮想マシンのユーザーが仮想マシ

ンの構成を変更できないようにします。

重要   使用する制限パスワードを記録します。パスワードを忘れた場合、
Workstation Pro にはパスワードを取得する方法は用意されていません。

制限のタイプ 制限のタイプを選択します。

n [固定] - 個々の仮想マシンに特定の制限を設定できます。
n [管理] - Horizon FLEX Policy Server で管理される仮想マシンの制限を有効にし

ます。このオプションを選択したら、Horizon FLEX Server のアドレスを [管理
サーバ] テキスト ボックスに入力する必要があります。Horizon FLEX をインス
トールしていない場合は、このオプションを選択しないでください。

この仮想マシンを移動したりコピーしたりす

る場合は、ユーザーに暗号化パスワードの変

更を求めます

（オプション）仮想マシンを移動したりコピーしたりする場合に、ユーザーに仮想マシ

ンの暗号化パスワードの変更を求めるには、このチェック ボックスを選択します。

USB デバイスのこの仮想マシンへの接続を
許可する

（オプション）USB デバイスの仮想マシンへの接続を許可するには、このチェック ボッ
クスを選択します。
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オプション 操作

仮想マシンの有効期限 （オプション）制限タイプとして [固定] を選択した場合は、仮想マシンの有効期限の
日時を設定します。下矢印をクリックして、有効期限の日付を選択します。日付フィー

ルド内をクリックして有効期限の時間を入力します。

アラート メッセージを入力するには、以下の手順を実行します。
a [詳細設定]をクリックします。
b 仮想マシンの有効期限が切れた場合に表示するテキストを入力します。

c (オプション) 仮想マシンの有効期限日が近づいたときにメッセージを表示する
チェック ボックスを選択して、メッセージ テキストを入力します。

d (オプション) メッセージが表示される有効期限までの日数を設定します。
e [OK] をクリックします。

管理サーバ （オプション）制限タイプとして [管理] を選択した場合は、仮想マシンをホストする
予定の Horizon FLEX Server の URL を入力します。

サーバの確認 （オプション）制限タイプとして [管理] を選択した場合は、このボタンをクリックし
て Horizon FLEX Server の URL を確認します。

証明書の管理 （オプション）制限タイプとして [管理] を選択した場合は、このボタンをクリックし
てから [追加] をクリックして、追加する各証明書ファイルの場所に移動します。証明
書を仮想マシンに追加すると、Horizon FLEX Client は仮想マシンの証明書を使用
し、ホストの証明書を使用しなくなります。Horizon FLEX Policy Server からすべ
ての仮想マシンの証明書を制御するには、[証明書の管理] ボックスを空のままにします。

 

6 [仮想マシン設定] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

制限された仮想マシンの期限切れ

暗号化された仮想マシンの制限を有効化すると、制限タイプを [固定] に構成するか [管理] に構成するかによって、仮想マ
シンがいつどのように期限切れになるかが決まります。

仮想マシンの有効期限の固定

暗号化された仮想マシンの制限タイプに [固定] を選択すると、期限切れとなる日時が固定されます（たとえば、現地時間
の 2012 年 12 月 12 日の 11:00 am）。時刻と日付には協定世界時 (UTC) の形式が使用されます。

有効期限の日付を持つ暗号化された仮想マシンがパワー オンになると、仮想マシンは日時を確認し、それを有効期限の日
付と比較します。実行している間、仮想マシンは定期的に時間を確認し、最後の信頼されたタイムスタンプとしてすべて

の成功したタイムスタンプを保存します。信頼できる最後のタイムスタンプが仮想マシンの有効期限の日付に設定された

日付を越えると、警告メッセージが表示され、仮想マシンはサスペンドされます。

仮想マシンが期限切れになった後は、その有効期限の日付を削除または延長できます。有効期限の日付を変更するには、

制限パスワードを入力する必要があります。

仮想マシンの有効期限の管理

暗号化された仮想マシンの制限タイプに [管理] を選択すると、Horizon FLEX Policy Server により仮想マシンの有効期
限の日時が管理されます。詳細については、『VMware Horizon FLEX 管理ガイド』を参照してください。

仮想マシンの暗号化の解除

仮想マシンから暗号化を解除できます。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n 仮想マシンから機密情報を削除します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [暗号化] を選択します。
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3 [制限を有効にする] チェック ボックスが選択されている場合は、選択解除します。

制限が有効の間は、仮想マシンの暗号化を解除できません。

4 [暗号化の解除] をクリックします。

5 暗号化パスワードを入力します。

6 [暗号化の解除] をクリックします。

暗号化された仮想マシンのパスワードの変更

暗号化された仮想マシンのパスワードを変更できます。パスワードを変更しても仮想マシンは再暗号化されません。

この機能を使用してパスワードを変更するときは、仮想マシンの復号化に使用されるマスター キーは変更されず、仮想マ
シンが再暗号化されることはありません。セキュリティ上の理由から、この手順を使用してパスワードを変更するのでは

なく、暗号を削除してから仮想マシンを別のパスワードで再度暗号化することもできます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [暗号化] を選択します。

3 [パスワードの変更] を選択します。

4 現在のパスワードと新しいパスワードを入力します。

重要   必ずパスワードを記録してください。パスワードを忘れた場合、Workstation Pro にはパスワードを取得する
方法は用意されていません。

仮想マシンの移動

Workstation Pro で作成した仮想マシンは、別のホスト システム、または同一ホスト システム上の別の場所に移動でき
ます。Workstation Pro で作成した仮想マシンを Workstation Player で使用することもできます。

n 仮想マシンの新しい格納場所またはホストへの移動 (P. 126)

Workstation Pro で作成した仮想マシンは、別のホスト システム、または同一ホスト システム上の別の場所に移
動できます。異なるオペレーティング システムが稼働しているホスト システムに仮想マシンを移動することもでき
ます。

n VMware Workstation Player で仮想マシンを開く (P. 127)

VMware® Workstation Player は、他の VMware 製品で作成された仮想マシンを開いて再生します。Windows
ホストでは、Workstation Player は Microsoft Virtual PC と Virtual Server 仮想マシン、および Symantec
LiveState Recovery とシステム イメージも開いて再生できます。

n 互換性を維持した仮想マシンの構成 (P. 128)

他のユーザーに配布する目的で仮想マシンを作成する場合は、仮想マシンの使用が予想されるすべてのホスト シス
テムと最大限の互換性を持つように仮想マシンを構成する必要があります。しかし、ホスト システムと互換性を持
つようにユーザーが仮想マシンへの変更を加える操作は制限されています。

n 仮想マシン UUID の使用 (P. 128)

仮想マシンごとに汎用一意識別子（UUID）があります。UUID は仮想マシンを最初にパワーオンする際に生成され
ます。
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仮想マシンの新しい格納場所またはホストへの移動

Workstation Pro で作成した仮想マシンは、別のホスト システム、または同一ホスト システム上の別の場所に移動でき
ます。異なるオペレーティング システムが稼働しているホスト システムに仮想マシンを移動することもできます。

仮想マシンの移動では、通常、その仮想マシンを構成するファイルを移動する必要があります。Workstation Pro 仮想マ
シンに関連するすべてのファイルのパス名は、この仮想マシン ディレクトリからの相対パスで表されます。

仮想マシンを新しいホスト システムや同じホスト システム上の別の場所に移動すると、Workstation Pro は仮想ネット
ワーク アダプタに新しい MAC アドレスを割り当てます。また、Workstation Pro は仮想マシンの構成ファイルへのパス
に使用するディレクトリ名を変更した場合にも、新しい MAC アドレスを割り当てます。

開始する前に

n Workstation Pro が移動後の仮想マシンの UUID を生成する方法について理解しておく必要があります。「仮想マシ
ン UUID の使用 (P. 128)」を参照してください。

n 仮想マシンを別のホスト システムに移動する場合は、仮想マシンを新しいホストに移動する場合の制限事項につい
て理解しておく必要があります。「別のホストへの仮想マシンの移動の制限 (P. 126)」を参照してください。

n リンク クローンまたは親仮想マシンを移動する場合は、クローンが親仮想マシンにアクセス可能であることを確認
してください。詳細については、「リンク クローンの移動 (P. 127)」を参照してください。

n 移動する仮想マシンのディレクトリに保存されているファイルのバックアップ コピーを作成してください。

手順

1 仮想マシンのディレクトリに、すべての仮想マシン ファイルが格納されていることを確認します。

一部のファイルが、仮想マシンのディレクトリの外に存在することがあります。

2 ゲスト OS をシャットダウンしてから仮想マシンをパワーオフにします。

3 仮想マシン ファイルを新しい格納場所にコピーします。

4 仮想マシンを同一ホスト システム上の異なる場所に移動した場合は、その仮想マシンをライブラリから削除し、[ファ
イル] - [開く] を選択してから、新しい場所にある仮想マシン構成ファイル (.vmx) を参照して指定します。

5 仮想マシンを異なるホスト システムに移動した場合は、新しいホスト システム上で Workstation Pro を起動し、
[ファイル] - [開く] を選択してから、仮想マシン構成ファイル (.vmx) を参照して指定します。

6 新しい格納場所で仮想マシンが正常に動作することを確認できたら、元の格納場所から仮想マシン ファイルを削除
してください。

7 仮想マシンが正しく動作しない場合は、すべての仮想マシン ファイルが新しい格納場所にコピーされているか、確
認します。

仮想マシン デバイスの設定を調べて、新しい格納場所からアクセスできない場所が関連ファイルの中に指定されて
いないか確認します。

別のホストへの仮想マシンの移動の制限

仮想マシンを別のホスト システムに移動する前に制限事項について注意する必要があります。

n 64 ビット ホストから 32 ビット ホスト、またはマルチプロセッサ ホストからユニプロセッサ ホストなど、大幅に
異なるハードウェアを使用するホスト システムに仮想マシンを移動すると、ゲスト OS は正常に機能しなくなる可能
性があります。
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n Workstation 7.x 以降の仮想マシンでは、マルチプロセッサ ホスト システムで最大で 8 Way 仮想対称型マルチプロ
セッシング（SMP）をサポートしています。2 つ以上の論理プロセッサを持つホスト システムで実行している仮想
マシンに、最大で 8 つの仮想プロセッサを割り当てることができます。ユニプロセッサ ホスト システムで実行して
いる仮想マシンに 2 つのプロセッサを割り当てようとすると、警告メッセージが表示されます。このメッセージを無
視し仮想マシンに 2 つのプロセッサを指定することはできますが、仮想マシンをパワーオンする前に 2 つ以上の論
理プロセッサを備えたホストに移動する必要があります。

n 32 ビット ホストから 64 ビット ホストには仮想マシンを移動できます。64 ビット ホストから 32 ビット ホストへ
は、32 ビット ホストが 64 ビット プロセッサをサポートしていない限り、仮想マシンを移動することはできません。

リンク クローンの移動

リンク クローン（またはその親仮想マシン）を移動する場合は、クローンが親仮想マシンにアクセス可能な状態であるこ
とを確認する必要があります。

Workstation Pro が元の仮想マシンの場所を見つけることができない場合は、リンク クローンをパワーオンできません。

たとえば、リンク クローンをラップトップに置き、親仮想マシンが他のマシン上にある場合は、親仮想マシンの格納され
ているネットワークまたはドライブにラップトップが接続されていない限り、そのクローンは使用できません。

切断されたラップトップでクローン仮想マシンを使用するには、完全クローンを使用するか、親仮想マシンをラップトッ

プに移動する必要があります。

VMware Workstation Player で仮想マシンを開く
VMware® Workstation Player は、他の VMware 製品で作成された仮想マシンを開いて再生します。Windows ホスト
では、Workstation Player は Microsoft Virtual PC と Virtual Server 仮想マシン、および Symantec LiveState Recovery
とシステム イメージも開いて再生できます。

Workstation Player は VMware Workstation Pro で提供されます。Workstation Player アプリケーション ファイル
は、Workstation Pro をインストールすると Workstation Pro プログラム ファイルと一緒に保存されます。Windows
ホストでのファイル名は vmplayer.exe です。Linux ホストでのファイル名は vmplayer です。

注意   Workstation Player のスタンドアロン バージョンは、当社の Web サイトから無料でダウンロードできます。

開始する前に

仮想マシンに Workstation Player との互換性があることを確認します。「互換性を維持した仮想マシンの構成 (P. 128)」
を参照してください。

手順

1 Workstation Player を起動します。

オプション 操作

Windows ホストの GUI から [スタート] - [プログラム] - [VMware] - [VMware Player] を選択します。

Windows ホストのコマンド ラインから <path>\vmplayer.exe と入力します。<path> はアプリケーション ファイル
のパスです。

Linux X セッションから [System Tools] メニューなど、対応するプログラム メニューから [VMware Player]
を選択します。

Linux ホストのコマンド ラインから vmplayer & と入力します。
 

2 [ファイル] - [仮想マシンを開く] を選択して、仮想マシン構成ファイル (.vmx) を参照します。

3 仮想マシンを選択して、[仮想マシン] - [パワー] - [仮想マシンの再生] を選択して、Workstation Player で仮想マシ
ンを起動します。
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互換性を維持した仮想マシンの構成

他のユーザーに配布する目的で仮想マシンを作成する場合は、仮想マシンの使用が予想されるすべてのホスト システムと
最大限の互換性を持つように仮想マシンを構成する必要があります。しかし、ホスト システムと互換性を持つようにユー
ザーが仮想マシンへの変更を加える操作は制限されています。

手順

n 仮想マシンに VMware Tools をインストールします。

VMware Tools をインストールすることによって、仮想マシンの使用が大幅に改善されます。

n 実際に必要な仮想デバイスを見極め、仮想マシンといっしょに配布するソフトウェアに不必要なものや有用でないも

のは除外します。

汎用 SCSI デバイスは一般に不要です。

n 物理デバイスを仮想デバイスに接続するには、仮想マシンの構成時に [自動検出] オプションを使用します。

[[自動検出]] オプションによって、仮想マシンがユーザーのシステムに適応することができ、ホスト OS がWindows
でも Linuxs でも機能します。物理デバイスを持たないユーザーには、警告メッセージが表示されます。

n 仮想マシンといっしょに配布するイメージ ファイルに CD-ROM またはフロッピーを接続するには、イメージ ファ
イルが仮想マシンと同じディレクトリにあることを確認してください。

この方法では、絶対パスではなく、相対パスが使用されます。

n 物理 CD-ROM とイメージの両方が必要な場合は、仮想マシンに 2 つの仮想 CD-ROM デバイスを構成してください。

たとえば、Workstation Pro では、1 つの CD-ROM デバイスを物理 CD-ROM とイメージ間で切り替えるオプショ
ンは用意していません。また、ユーザーは、複数のイメージを出荷する場合に、物理 CD-ROM とイメージ間で切り
替えることはできません。

n 適切なメモリ量を選択して仮想マシンに割り当ててください。

たとえば、ホスト システムに物理メモリが不足しているために割り当てたメモリを確保できない場合、ユーザーは
仮想マシンをパワーオンすることができません。

n ゲストに相応するスクリーン解像度を選択します。

ユーザーの物理スクリーン サイズを超えるディスプレイを扱うよりも、手動で解像度を上げる方が容易なようです。

n Workstation Pro で再生することを目的として配布する仮想マシンで CD-ROM を正常に機能させるには、レガシー
モードで CD-ROM デバイスを構成する必要があります。

一部のホスト OS は、非レガシー モードの CD-ROM はサポートしません。

n 仮想マシンにスナップショット オプションを構成する場合は、[パワーオフする] または [スナップショットまで戻る]
を選択します。

[スナップショットまで戻る] オプションは、パワーオフ時に自身でリセットし元の状態に戻るデモ仮想マシンを配布
するときに便利です。Workstation Pro では、スナップショットを作成することはできません。

仮想マシン UUID の使用
仮想マシンごとに汎用一意識別子（UUID）があります。UUID は仮想マシンを最初にパワーオンする際に生成されます。

物理コンピュータの UUID と同様に、仮想マシンの UUID をシステム管理に使用できます。UUID は SMBIOS システム
情報記述子に保存され、SiSoftware Sandra や IBM smbios2 などの標準の SMBIOS スキャン ソフトウェアでアクセス
できます。
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他の場所に仮想マシンを移動またはコピーしない限り、UUID は変わりません。新しい格納場所に移動またはコピーされ
た仮想マシンをパワーオンすると、仮想マシンを移動またはコピーしたかどうかを指定するプロンプトが表示されます。

仮想マシンをコピーしたことを示すと、仮想マシンに新しい UUID が通知されます。

仮想マシンをサスペンドやレジュームしても、UUID の生成プロセスはトリガーされません。仮想マシンがサスペンドさ
れた時点で使用されていた UUID は、移動またはコピーされていたとしても、仮想マシンがレジュームされるとそのまま
残っています。仮想マシンを移動またはコピーしたかどうかを指定するプロンプトは、次に仮想マシンを再起動するまで

表示されません。

必ず新しい UUID を仮想マシンに設定する構成

仮想マシンをコピーまたは移動するときに必ず新しい UUID が仮想マシンに設定されるように構成し、作業時にプロンプ
トが表示されるのを回避できます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 テキスト エディタで仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を開きます。

2 uuid.action プロパティを .vmx ファイルに追加し、create を指定します。

例： uuid.action = "create"

同じ UUID を保持するための仮想マシンの構成

仮想マシンは、移動またはコピーしても、同じ UUID を常に保持するように構成できます。仮想マシンが常に同じ UUID
を保持されるように設定すると、仮想マシンを移動またはコピーしたときにプロンプトが表示されません。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 テキスト エディタで仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を開きます。

2 uuid.action プロパティを追加して、その値に keep を設定します。

例： uuid.action = "keep"

仮想マシン用に生成された UUID の上書き

生成された UUID 値を上書きして、仮想マシンに任意の UUID を割り当てることができます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 テキスト エディタで仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を開きます。

2 uuid.bios を含む行を検索します。

この行の形式は、uuid.bios = "<uuid_value>" です。UUID は 128 ビット整数です。各 16 バイト値はスペー
スで区切ります。ただし、8 番目と 9 番目の 16 進数値の間にはダッシュ記号を挿入します。

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

3 既存の UUID 値を特定の UUID 値に置き換えます。

4 仮想マシンをオンにします。
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仮想マシンを再起動すると、新しい UUID が使用されます。

VNC サーバとしての仮想マシンの構成
Workstation Pro では、仮想マシンを Virtual Network Computing (VNC) サーバとして設定し、他のコンピュータ上
のユーザーが VNC クライアントを使ってその仮想マシンに接続できるように構成できます。特別な VNC ソフトウェアを
仮想マシンにインストールしなくても、VNC サーバとしてセットアップできます。

注意   共有仮想マシンやリモート仮想マシンは VNC サーバとして構成できません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [VNC 接続] を選択し、[VNC を有効化] を選択します。

3 (オプション) VNC クライアントを使用して同一ホスト システム上の複数の仮想マシンに接続するには、仮想マシン
ごとに一意のポート番号を指定します。

ポート番号は 5901 ～ 6001 の範囲で指定することをお勧めします。一部のポート番号は他のアプリケーションで使
用され、特権が必要なポート番号もあります。たとえば、VMware Management Interface（管理インターフェイ
ス）はポート 8333 とポート 8222 を使用し、VMware Workstation Server はポート 443 を使用します。また
Linux では、root ユーザーのみが 1024 までのポートを受信できます。

4 (オプション) VNC クライアントから仮想マシンに接続するためのパスワードを設定します。

パスワードは、最大 8 文字の長さで指定できます。パスワードは、VNC クライアントから送信されるときに暗号化
されません。したがって、他の認証システムで使用するパスワードを使用しないでください。

5 (オプション) [VNC 接続を表示] をクリックすると、仮想マシンにリモート接続している VNC クライアントの一覧が
表示され、それぞれの接続時間を調べることができます。

6 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

仮想マシンへの接続時に US101 キーボード マップ（米国英語）以外のキーボードを VNC クライアントで使用するには、
他の言語を指定します。「VNC クライアントの言語のキーボード マップの指定 (P. 130)」を参照してください。

VNC クライアントの言語のキーボード マップの指定
VNC サーバとして機能するように仮想マシンを設定している場合は、VNC クライアントにおいて使用するキーボード用
の言語を指定できます。デフォルトでは、US101 キーボード マップ（米国英語）が使用されます。

開始する前に

n 仮想マシンが VNC サーバとして稼働するように設定されていることを確認します。

n 使用する言語コードを特定します。「言語コード (P. 131)」を参照してください。

手順

1 テキスト エディタで、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を開き、RemoteDisplay.vnc.enabled と
RemoteDisplay.vnc.port のプロパティを追加します。

a RemoteDisplay.vnc.enabled に TRUE を設定します。

b RemoteDisplay.vnc.port に使用するポート番号を設定します。

例：

RemoteDisplay.vnc.enabled = "TRUE"
RemoteDisplay.vnc.port = "<portnumber>"
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2 使用するキーマップ ファイルの場所を特定します。

デフォルトのキーマップ ファイルは、次の Workstation Pro のインストール ディレクトリに含まれています。

ホスト システム キーマップ ファイルの場所

Windows 7、Windows 8、および
Windows 10 のホスト

C:\ProgramData\VMware\vnckeymap

Linux ホスト /usr/lib/vmware/vnckeymap
 

3 仮想マシンの構成ファイル（.vmx）にキーマップ ファイルの場所を指定するプロパティを追加します。

オプション 説明

Workstation Pro のインストール ディレク
トリに含まれるデフォルトのキーマップ ファ
イルを使用する

RemoteDisplay.vnc.keyMap = "<xx>" を追加します。<xx> は使用す
る言語のコード（たとえば、日本語の場合は jp）です。

別の場所のキーボード マップ ファイルを使
用する

RemoteDisplay.vnc.keyMapFile = "<filepath>" を追加します。
<filepath> はファイルの絶対パスです。

 

4 仮想マシンを起動し、VNC クライアントから接続します。

言語コード

VNC クライアントの言語のキーボード マップを指定するには、言語コードを指定する必要があります。

表 5‑1.  言語コード

コード 言語

de ドイツ語

de-ch ドイツ語（スイス）

es スペイン語

fi フィンランド語

fr フランス語

fr-be フランス語（ベルギー）

fr-ch フランス語（スイス）

is アイスランド語

it イタリア語

jp 日本語

nl-be オランダ語（ベルギー）

no ノルウェー語

pt ポーランド語

uk 英語（英国）

us 英語（米国）

VNC クライアントを使用した仮想マシンへの接続
VNC クライアントを使用して、実行中の仮想マシンに接続できます。VNC ソフトウェアは複数プラットフォーム間で使
用できるので、異機種コンピュータ間で実行中の仮想マシンを使用できます。

VNC を使用して仮想マシンに接続する際、Workstation Pro が実行されている必要はありません。実行していなければ
ならないのは仮想マシンのみです。バックグラウンドでの実行でも構いません。
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VNC クライアントを使用して仮想マシンに接続すると、一部の機能が動作しないか、利用できません。

n スナップショットを設定したり、スナップショットに戻ったりすることができない。

n 仮想マシンをパワーオン、パワーオフ、サスペンド、レジュームできない。ゲスト OS はシャットダウンできる。
シャットダウンにより、仮想マシンがパワーオフする可能性がある。

n ホスト システムとゲスト OS の間でテキストのコピーと貼り付けを実行できない。

n 仮想マシンの設定を変更できない。

n 3D を使用していると、リモート ディスプレイが正常に動作しない。

開始する前に

n VNC サーバとして仮想マシンを構成します。「VNC サーバとしての仮想マシンの構成 (P. 130)」を参照してください。

n 仮想マシンを実行しているホスト システムのマシン名または IP アドレスと、必要に応じて VNC ポート番号および
パスワードを決定します。

手順

1 コンピュータに VNC クライアントをインストールします。

VNC はオープン ソース バージョンが公開されており、無料で利用できます。任意の VNC クライアントを使用でき
ますが、ブラウザの Java ビューアは使用できません。

2 コンピュータ上の VNC クライアントを起動します。

3 クライアントに Hextile エンコード方式が設定されていることを確認します。

たとえば、RealVNC Viewer を使用する場合は、[Preferred Encoding] オプションで [Hextile] を選択します。

4 全色使用するように VNC クライアントを設定します。

たとえば、RealVNC Viewer を使用する場合は、[Colour Level] オプションで [Full (all available colours)] を選択
します。

5 VNC サーバ名を指定するプロンプトには、仮想マシンを実行しているホスト システムの名前または IP アドレス、お
よびポート番号を入力します。

例：<machine_name>:<port_number>

6 パスワードが必要な場合は入力します。

仮想マシンの VNC 接続の表示
仮想マシンが VNC サーバとして稼働するように構成されている場合、この仮想マシンにリモート接続している VNC クラ
イアントのリストを表示して、接続時間を確認できます。

開始する前に

VNC サーバとして稼働するように仮想マシンを構成します。「VNC サーバとしての仮想マシンの構成 (P. 130)」を参照し
てください。

手順

u 仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [VNC 接続] を選択します。
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仮想マシンのハードウェア互換性の変更

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更できます。すべての仮想マシンに対してハードウェアのバージョンが設定され

ています。ハードウェアのバージョンは、BIOS または EFI、仮想スロット数、最大 CPU 数、最大メモリ構成、およびそ
の他のハードウェア特性など、仮想マシンがどの仮想ハードウェア機能をサポートするかを表します。

Workstation Pro をアップグレードする際、新しいバージョンの Workstation Pro で提供される新機能を使用できるよ
うにするために、以前のバージョンの Workstation Pro で作成した仮想マシンのハードウェアの互換性を変更する必要
があります。古いバージョンの仮想マシンは新しいバージョンの Workstation Pro で実行できますが、新機能を活用す
ることはできません。

現在使用している他の VMware 製品との互換性を保持するために、ハードウェアの互換性を最新の Workstation Pro の
バージョンに変更しない場合があります。

注意   仮想マシンのハードウェアの互換性を変更しない場合でも、VMware Tools を最新のバージョンにアップグレード
して VMware Tools の最新機能を使えるようにすることをお勧めします。

開始する前に

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更するときの注意事項や制限事項について理解しておく必要があります。「仮想マ

シンのハードウェアの互換性を変更する際の注意事項 (P. 30)」を参照してください。

手順

1 仮想ディスク（.vmdk）ファイルのバックアップ コピーを作成します。

2 Workstation 5.x 仮想マシンからアップグレードする場合、または Workstation 5.x 仮想マシンにダウングレードす
る場合は、ゲスト OS の NIC 設定を控えておきます。

仮想マシンに固定 IP アドレスを指定している場合は、アップグレード後は DHCP により IP アドレスが自動的に割
り当てられるように設定が変更されることがあります。

3 ゲスト OS をシャットダウンしてから仮想マシンをパワーオフにします。

4 仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [ハードウェア互換性の変更] を選択します。

5 ウィザードのプロンプトに従って、仮想マシンのハードウェアの互換性を変更します。

ハードウェアの互換性設定を選択すると、その設定と互換性のある VMware 製品のリストが表示されます。たとえ
ば、Workstation 4、5、または 6 を選択すると、その Workstation ではサポートされない Workstation 6.5 以降
の機能のリストも表示されます。

注意   Workstation 10 を使用して、共有仮想マシンやリモート仮想マシンのハードウェアの互換性を変更します。
ただし、以前に作成した仮想マシンのグレードダウンはできません。

6 仮想マシンをパワーオンします。

Windows 98 オペレーティング システムがインストールされている仮想マシンを Workstation 6.5 以降の仮想マシ
ンにアップグレードする場合は、仮想マシンをパワーオンするときに PCI-PCI ブリッジ ドライバをインストールす
る必要があります。

注意   Workstation 6.5 以降のバージョンでは、PCI-PCI ブリッジが Workstation 6 より 32 個多いため、プロンプ
トに 32 または 33 回応答する必要があります。

7 ゲスト OS の NIC 設定が変更されている場合は、控えておいた NIC 設定を使って元の設定に戻してください。
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8 仮想マシンに最新バージョンの VMware Tools がインストールされていない場合は、VMware Tools を更新します。

仮想マシンを以前のバージョンの Workstation Pro にアップグレードする場合でも、最新バージョンの
Workstation Pro で提供される VMware Tools のバージョンにアップデートする必要があります。新しいバージョ
ンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

注意   物理ディスクから実行する仮想マシンをアップグレードしようとすると、「<ドライブ名>をアップグレードすることがで

きません。パラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラー メッセージが表示されることがありますが、このメッ
セージは無視してください。

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更する際の注意事項

仮想マシンのハードウェアの互換性を変更する前に、いくつかの注意事項や制限事項について理解しておく必要があります。

n Workstation 5.x、6、6.5、7.x およびそれ以降の仮想マシンでは、元の仮想マシンのバージョンを変更するか、ま
たは完全クローンを作成するかを選択できます。完全クローンを作成する場合、元の仮想マシンはそのままの状態で

残されます。

n ESX Server と互換性のある Workstation 5.x の仮想マシンを Workstation 6、6.5、7.x またはそれ以降にアップグ
レードした場合、後で [ハードウェアの互換性を変更] ウィザードを使用して ESX 互換の仮想マシンに再度ダウング
レードすることはできません。

n Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows 7、または Windows 8 の仮想マシンをアッ
プグレードする場合は、Microsoft プロダクト アクティベーション機能によりゲスト OS のアクティベーションを再
度行うように求められる場合があります。

n Workstation 9 以前のものを使用して、共有またはリモート仮想マシンのハードウェアの互換性を変更することはで
きません。

n Workstation 10 以降を使用すると、共有やリモート仮想マシンのハードウェアの互換性を変更できます。ただし、
以前に作成した仮想マシンのグレードダウンはできません。

Windows ホストでの仮想ハード ディスクのクリーンアップ
仮想マシンからファイルを削除しても、それらのファイルが占めていたディスク領域がすぐにホスト システムに戻される
わけではありません。仮想ディスクにこのような空き領域がある場合は、[ディスクのクリーンアップ] コマンドを使用し
てその領域を Microsoft Windows ホスト上のハード ドライブへ戻すことができます。.

[ディスクのクリーンアップ] コマンドは、Workstation Pro の仮想マシン設定の [圧縮] コマンド、および VMware Tools
が提供する [圧縮] コマンドに似ています。[ディスクのクリーンアップ] コマンドのメリットは次のとおりです：

n [ディスクのクリーンアップ] コマンドは、スナップショットを持つ仮想マシン、あるいはリンク クローンやリンク
クローンの親である仮想マシンに使用することができます。

n [ディスクのクリーンアップ] コマンドでは、[圧縮] コマンドよりも多くのディスク領域が解放されます。

[ディスクのクリーンアップ] コマンドでは、ゲスト OS が Windows XP 以降であり、Workstation 8 以降に互換性
のある VMware Tools がインストールされている場合に、仮想マシンの現状、パワーオフ状態のスナップショット、
およびパワーオンのスナップショットからディスク領域が解放されます。

n [ディスクの最適化] コマンドおよび VMware Tools が提供する [圧縮] コマンドとは異なり、[ディスクのクリーン
アップ] コマンドでは、ホスト上の追加のディスク領域が不要です。[ディスクのクリーンアップ] コマンドは、仮想
ディスク（.vmdk）ファイル上で直接動作します。

注意   このコマンドは、共有またはリモートの仮想マシンには使用できません。

開始する前に

n Windows ホストを使用していること、およびゲスト OS が NTFS を使用していることを確認します。（NTFS は、
Windows XP 以降のオペレーティング システムで標準です。）この機能は、すべての NTFS ハード ディスク上で動
作しますが、オペレーティング システムが Windows XP 以降の場合は、より多くのディスク領域が解放されます。
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n 仮想マシンをシャットダウンまたはパワーオフしてください。仮想マシンがパワーオンまたはサスペンド状態のとき

は、このコマンドを使用できません。

手順

1 ライブラリで仮想マシンを選択します。

2 メニュー バーから [VM] - [管理] - [ディスクのクリーンアップ] を選択します。

Workstation Pro は、どれだけの領域を解放できるかを計算し、[今すぐクリーンアップ] ボタンが使用できるように
なるか、コマンドが使用できない理由を示すメッセージが表示されます。

3 [今すぐクリーンアップ] をクリックするとプロセスが開始されます。

ダイアログ ボックスには、クリーンアップ処理の進捗状況が表示されます。

仮想マシンの OVF 形式へのエクスポート
仮想マシンを Workstation Pro から OVF 形式のファイルにエクスポートできます。

OVF はプラットフォームに依存せず、効率的、拡張可能、そしてオープン パッケージな仮想マシンのための配布フォー
マットです。OVF 形式には、仮想マシンの完全な仕様（必須仮想ディスクの全リスト、CPU、メモリ、ネットワーク、ス
トレージを含む必須の仮想ハードウェア構成など）が含まれています。管理者は、OVF 形式の仮想マシンをほとんどその
まま迅速にデプロイできます。

また、スタンドアロンの OVF ツールを使用して、VMware ランライム形式の仮想マシンを OVF 仮想マシンに変換でき
ます。スタンドアロン バージョンの OVF Tool は Workstation Pro インストール ディレクトリ内の OVFTool の下にイ
ンストールされます。OVF Tool の使用については、当社 Web サイトの『OVF Tool ユーザーガイド』を参照してくださ
い。

開始する前に

n 仮想マシンが暗号化されていないことを確認します。暗号化された仮想マシンを OVF 形式にエクスポートすること
はできません。

n 仮想マシンがパワーオフされていることを確認します。

手順

1 仮想マシンを選択し、[ファイル] - [OVF へエクスポート] を選択します。

2 OVF ファイルの名前を入力して、保存先のディレクトリを指定します。

3 [保存] をクリックすると、OVF へのエクスポート処理が開始されます。

エクスポート処理には数分かかることがあります。ステータス バーには、エクスポート処理の進行状況が表示され
ます。
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仮想マシン内で実行されるアプリケーションの記述とデバッグ

アプリケーション開発者は、仮想マシンで実行するアプリケーションの記述やデバッグ時に、API、SDK、および IDE を
使用できます。

VIX API VIX API を使用して、仮想マシンの操作を自動化するプログラムを記述できます。この
API は、スクリプトの記述やアプリケーションのプログラミングの両方に利用できる使
いやすく有用な API です。API の機能を使用して、仮想マシンのパワーオンおよびパ
ワーオフ、登録、ゲスト OS でファイルを操作するプログラムの実行ができます。Perl、
COM、およびシェル スクリプト（vmrun など）用の言語バインドも利用できます。

VMCI ソケット インターフェ
イス

VMCI ソケットは、仮想マシン通信インターフェイスのネットワーク ソケット API で
す。ホストとゲスト OS 間の通信を高速化する手段を提供します。この API は、クラ
イアント サーバ アプリケーションに最適です。『VMCI Sockets プログラミング ガイ
ド』を参照してください。

Eclipse 用統合仮想デバッガ 統合開発環境 (IDE) プラグインにより、仮想マシンと Eclipse の間で構成可能なインタ
フェースが提供されます。このインタフェースを使用して、仮想マシンでプログラムを

テスト、実行、およびデバッグできます。『Integrated Virtual Debugger for Eclipse
Developer’s Guide』を参照してください。

仮想シリアル ポートを使用したデバッグ
仮想マシンを使用すると、2 台の物理コンピュータ、モデム、シリアル ケーブルを使わず、1 台のシステムでカーネル
コードをデバッグできます。Debugging Tools for Windows（WinDbg）またはカーネル デバッガ（KD）を使用し
て、仮想シリアル ポートを介して仮想マシンのカーネル コードをデバッグできます。

Debugging Tools for Windows は、Windows Hardware Developer Central（WHDC）の Web サイトからダウン
ロードできます。

Windows ホストからの仮想マシン内のアプリケーションのデバッグ

Windows ホスト システムから、仮想シリアル ポートを介して、仮想マシン内のアプリケーションをデバッグできます。

開始する前に

n Debugging Tools for Windows がホスト システム上にインストールされており、パイプ経由でのデバッグをサ
ポートしていることを確認します。バージョンは、5.0.18.0 以降でなければなりません。

n 仮想マシンにシリアル ポートが構成されていることを確認します。「仮想ポートの構成 (P. 153)」を参照してくださ
い。

手順

1 ターゲット仮想マシン上で名前付きパイプを構成し、[この端末はサーバです] を選択します。

2 仮想マシンをオンにします。

3 仮想マシンを選択し、[VM] - [取外し可能デバイス] を選択した後、シリアル ポートが接続されていることを確認し
ます。

4 シリアル ポートが \\.\pipe\<namedpipe> としてレポートされていない場合は、仮想シリアル ポートを選択し
て [接続] をクリックします。

5 ホスト システムで、デバッガ コマンドを入力します。

例： <debugger> -k com:port=\\.\pipe\<namedpipe>,pipe

<debugger> の値は、WinDbg または KD です。

6 <Enter> を押してデバッグを開始します。
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別の仮想マシンからの仮想マシン内のアプリケーションのデバッグ

WinDbg または KD デバッガを使用すると、別の仮想マシンからシリアル ポートを介して、仮想マシン内のアプリケー
ションをデバッグできます。

開始する前に

n デバッガ仮想マシンとして使用する予定の Windows ゲスト OS に、WinDbg または KD をダウンロードおよびイ
ンストールしてください。

n 仮想マシンにシリアル ポートが構成されていることを確認します。「仮想ポートの構成 (P. 153)」を参照してくださ
い。

手順

1 両方の仮想マシンをオンにします。

2 仮想マシンを選択し、[VM] - [取外し可能デバイス] を選択した後、シリアル ポートが接続されていることを確認し
ます。

3 シリアル ポートが接続されていない場合は、仮想シリアル ポートを選択して [接続] をクリックします。

4 デバッガ仮想マシンで、WinDbg または KD を使用してデバッグを開始します。
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デバイスの構成および管理 6
Workstation Pro を使用して、DVD および CD-ROM ドライブ、フロッピー ドライブ、USB コントローラ、仮想および
物理ハード ディスク、パラレルおよびシリアル ポート、汎用 SCSI デバイス、プロセッサなどのデバイスを仮想マシンに
追加できます。既存デバイスの設定も変更できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n DVD、CD-ROM および フロッピー ドライブの構成 (P. 139)

n USB コントローラの構成 (P. 141)

n 仮想ハード ディスクの構成と保守 (P. 144)

n 仮想マシンに物理ディスクを追加 (P. 150)

n 仮想ポートの構成 (P. 153)

n 汎用 SCSI デバイスの構成 (P. 157)

n 8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの構成 (P. 161)

n キーボード機能の構成 (P. 162)

n 仮想マシンのハードウェア設定の変更 (P. 170)

DVD、CD-ROM および フロッピー ドライブの構成
最大 4 個の IDE デバイス、60 個の SCSI デバイス、120 個の SATA デバイス (4 個のコントローラ、1 個のコントローラ
当たり 30 個のデバイス)。これは、仮想または物理ハード ディスクでも、DVD や CD-ROM ドライブでも構いません。
デフォルトでは、仮想マシンをパワーオンしたときにフロッピー ドライブは接続されません。

仮想マシンは DVD ディスクからデータを読み取ることができます。Workstation Pro を使用して、仮想マシンで DVD
の映画を再生することはできません。ビデオ カードのビデオ オーバーレイ サポートを必要としない DVD プレーヤー ア
プリケーションを使用すれば、映画を再生できる場合があります。

DVD/CD-ROM ドライブの仮想マシンへの追加
仮想マシンには DVD/CD-ROM ドライブを追加することができます。仮想 DVD または CD-ROM ドライブは物理ドライ
ブにも ISO イメージ ファイルにも接続可能です。

仮想 DVD/CD-ROM ドライブは、接続する物理ドライブの種類に関わりなく、IDE デバイスとしても SCSI デバイスとし
ても構成できます。たとえば、ホストに構成されているのが IDE CD-ROM ドライブであっても、SCSI または IDE として
仮想マシンのドライブを設定し、ホストのドライブに接続することができます。

通常モードで問題が発生しないかぎり、レガシー エミュレーション モードを構成しないでください。詳細については、
「CD/DVD ドライブのレガシー エミュレーション モードの構成 (P. 141)」 を参照してください。
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手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ハードウェア追加] ウィザードで、[DVD/CD ドライブ] を選択します。

4 物理ドライブ、またはそのドライブに接続する ISO イメージ ファイルを選択します。

オプション 説明

物理ドライブを使用する 仮想マシンは物理ドライブを使用します。

ISO イメージを使用 ドライブは ISO イメージ ファイルに接続します。
 

5 物理ドライブまたは ISO イメージ ファイルを構成します。

オプション 説明

物理ドライブ 特定のドライブを選択するか、または [自動検出] を選択して Workstation Pro が使
用するドライブを自動検出できるようにします。

ISO イメージ ファイル ISO イメージ ファイルのパスを入力するか、同イメージ ファイルが存在する場所を
参照して指定します。

 

6 仮想マシンのパワーオン時に、ドライブまたは ISO イメージ ファイルを仮想マシンに接続するには、[パワーオン時
に接続する] を選択します。

7 [完了] をクリックすると、仮想マシンにドライブが追加されます。

追加したドライブは最初、IDE ドライブとしてゲスト OS に表示されます。

8 (オプション) ドライブに使用する SCSI または IDE デバイス ID を変更するには、当該ドライブを選択し、[詳細] を
クリックします。

9 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

フロッピー ドライブを仮想マシンに追加
仮想フロッピー ドライブは、物理フロッピー ドライブ、既存または空のフロッピー イメージ ファイルに接続するよう構
成できます。フロッピー ドライブは、1 つの仮想マシンに 2 つまで追加できます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ハードウェア追加] ウィザードで [フロッピー ドライブ] をクリックします。

4 フロッピー メディアの種類を選択します。

オプション 説明

物理フロッピー ドライブを使用 仮想マシンは物理フロッピー ドライブを使用します。

フロッピー イメージを使用 ドライブは、フロッピー イメージ（.flp）ファイルに接続します。

空のフロッピー イメージを作成 ドライブは、作成した空のフロッピー イメージ（.flp）ファイルに接続します。
 

5 メディアの種類として物理フロッピー ドライブを選択した場合は、特定のフロッピー ドライブを選択するか、また
は [自動検出] を選択して Workstation Pro が使用するドライブを自動検出できるようにします。
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6 フロッピー メディアの種類としてフロッピー イメージまたは空のフロッピー イメージを選択した場合は、フロッ
ピー イメージ（.flp）ファイルの名前を入力するか、フロッピー イメージ ファイルの場所を参照して指定します。

7 仮想マシンのパワーオン時に、ドライブまたはフロッピー イメージ ファイルを仮想マシンに接続するには、[パワー
オン時に接続する] を選択します。

8 [完了] をクリックすると、仮想マシンにドライブが追加されます。

9 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

10 仮想マシンに 2 台目のフロッピー ドライブを追加した場合は、仮想マシンの BIOS で 2 台目のフロッピー ドライブ
を有効化します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [パワー] - [BIOS にパワーオン] を選択します。

b [レガシ フロッピー ディスク B:] を選択し、数字キー パッドの <+> キーと <-> キーを使用して、使用するフ
ロッピー ドライブの種類を選択します。

c F10 を押して設定を保存します。

CD/DVD ドライブのレガシー エミュレーション モードの構成
ゲスト OS と DVD または CD-ROM ドライブとの直接通信の問題に対応するには、レガシー エミュレーション モードを
使用します。

レガシー エミュレーション モードでは、DVD および CD-ROM ドライブのデータ ディスクからのみ読み取りを実行でき
ます。通常モードで使用可能な他の機能は提供されません。通常モードでは、ゲスト OS は DVD または CD-ROM ドラ
イブと直接通信します。この直接通信により、マルチセッション CD の読み取り、デジタル オーディオの抽出、ビデオ鑑
賞、DVD および CD 書き込みソフトウェアを使用したディスクの作成などを実現できます。

一度に 2 つ以上の仮想マシンを実行しており、それらの CD-ROM ドライブがレガシー エミュレーション モードの場合
は、CD-ROM ドライブが切断された状態で仮想マシンを起動する必要があります。仮想マシンで CD-ROM ドライブを切
断することにより、複数の仮想マシンが同時に CD-ROM ドライブに接続されるのを防ぐことができます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、ドライブを選択して [詳細] をクリックします。

3 [レガシー エミュレーション] を選択して [OK] をクリックします。

Windows ホストでは、デフォルトでこのオプションは選択されていません。IDE ドライブを有する Linux ホストで
は、カーネルに ide-scsi モジュールが読み込まれているかどうかによって、デフォルト設定が異なります。ide-
scsi モジュールが読み込まれているか、あるいは物理 SCSI ドライブを使用していなければ、DVD または CD-ROM
ドライブに直接接続することはできません。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

USB コントローラの構成
仮想マシンで USB デバイスまたはスマート カード リーダーを使用するには、仮想マシンが USB コントローラを備えて
いる必要があります。スマート カード リーダーを使用するには、スマート カード リーダーが実際に USB デバイスかど
うかに関係なく、仮想マシンに USB コントローラが必要です。

Workstation Pro では、次のタイプの USB デバイスをサポートする USB コントローラが提供されています。

n USB 1.1 UHCI（Universal Host Controller Interface）は、すべての仮想マシンのハードウェア バージョンでサ
ポートされています。

n 仮想マシンのハードウェアに Workstation 6 以降の仮想マシンとの互換性がある場合は、USB 2.0 EHCI（Enhanced
Host Controller Interface）コントローラがサポートされています。
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n カーネル バージョン 2.6.35 以降を実行している Linux ゲストおよび Windows 8 ゲストには、USB 3.0 xHCI
（Extensible Host Controller Interface）サポートが提供されます。仮想マシンのハードウェアに、Workstation 8
以降の仮想マシンとの互換性がある必要があります。

USB 2.0 または 3.0 をサポートするには、USB コントローラについての仮想マシン設定を構成することで、USB 2.0 また
は 3.0 の互換性を選択する必要があります。USB 2.0 および 3.0 デバイスとは、最新モデルの USB フラッシュ ドライブ、
USB ハード ドライブ、iPod、iPhone などの高速デバイスのことです。

USB 2.0 の互換性を選択した場合、ホスト システムで USB 2.0 デバイスを USB ポートに接続すると、そのデバイスは
EHCI コントローラに接続して USB 2.0 モードで作動します。USB 1.1 デバイスは UHCI コントローラに接続して、USB
1.1 モードで作動します。USB 3.0 を有効にすると、xHCI コントローラは USB 1.1、2.0 および 3.0 デバイス を含むすべ
ての USB デバイスをサポートすることができます。

ホスト OS は USB をサポートしていなければなりませんが、USB デバイスを仮想マシンでしか使用しない場合は、ホス
ト OS にそれらのデバイス用の固有のドライバをインストールする必要はありません。Windows NT および 2.2.17 より
以前の Linux カーネルは USB をサポートしていません。

当社では、多様な USB デバイスを使って検証を行いました。ゲスト OS に適切なドライバがインストールされていれば、
さまざまな種類の USB デバイスを使用できます。たとえば、PDA、スマート フォン、プリンタ、ストレージ デバイス、
スキャナ、MP3 プレイヤ、デジタル カメラ、メモリ カード リーダー、およびアイソクロナス転送デバイス（Web カメ
ラ、スピーカー、マイクなど）を使用できます。

[すべての USB 入力デバイスを表示] オプションを有効にすると、キーボードやマウスなどの USB ヒューマン インター
フェイス デバイス（HID）を仮想マシンに接続できます。このオプションを選択しないと、これらのデバイスはホスト シ
ステム上の USB ポートに接続されていても、[取外し可能デバイス] メニューに表示されず、仮想マシンへの接続に使用で
きるデバイスとして使用できません。

HID との接続に関する詳細については、「仮想マシンへの USB HID の接続 (P. 90)」 を参照してください。

USB コントローラの仮想マシンへの追加
USB コントローラは、仮想マシンでスマート カードを使用する場合に、スマート カード リーダーが USB デバイスであ
るかどうかに関わらず必要になります。仮想マシンに 1 つの USB コントローラを追加できます。

Workstation Pro で仮想マシンを作成すると、デフォルトで、USB コントローラが追加されます。USB コントローラを
削除した場合は、再度追加することができます。

注意   デフォルトでは、USB コントローラなしで共有およびリモートの仮想マシンが作成されます。共有またはリモート
の仮想マシンを作成し終えた後、USB コントローラを手動で追加できます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[仮想マシン] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [新規ハードウェア] ウィザードで [USB コントローラ] を選択します。
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4 USB の接続設定を構成します。

複数の設定を選択できます。

注意   通常、共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには、USB 接続設定は構成できません。

オプション 説明

[USB の互換性] USB 2.0 または 3.0 を選択すると、Web カメラ、スピーカ、マイクロフォンなどの
アイソクロナス USB デバイスのサポートが有効になります。

[新しい USB デバイスを自動的に接続] 仮想マシンに新しい USB デバイスを接続します。この設定が選択されていない場合、
新しい USB デバイスはホスト システムにのみ接続されます。

[すべての USB 入力デバイスを表示する] USB 1.1 および 2.0 のマウスやキーボード デバイスなどのヒューマン インターフェ
イス デバイス（HID）が [取外し可能デバイス] メニューに表示されます。HID のア
イコンがステータス バーに表示されます。ゲスト OS に接続された HID は、ホスト
システムで使用できません。この設定を変更する場合は、仮想マシンをパワーオフし

ておく必要があります。

[Bluetooth デバイスを仮想マシンと共有] Bluetooth デバイスのサポートを有効にします。
 

5 [完了] をクリックすると、USB コントローラが追加されます。

アイソクロナス USB デバイスのサポートの有効化
アイソクロナス USB デバイスのサポートを有効にしていない限り、モデムや特定のストリーミング データ デバイス（ス
ピーカーや Web カメラなど）は正常に動作しません。

開始する前に

n ゲスト OS が USB 2.0 または 3.0 デバイスをサポートしていることを確認します。

n Windows XP ゲスト OS で、最新のサービス パックがインストールされていることを確認します。サービス パック
がインストールされていない Windows XP を使用した場合は、EHCI コントローラ用のドライバを読み込むことが
できません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [USB コントローラ] を選択します。

3 [USB の互換性] リストから、[USB 2.0] または [USB 3.0] を選択します。

オプション 説明

USB 2.0 仮想マシンのハードウェアに、Workstation 6 以降の仮想マシンとの互換性がある場
合に使用可能です。

USB 3.0 カーネル バージョン 2.6.35 以降を実行している Linux ゲストおよび Windows 8 ゲ
ストに使用可能です。仮想マシンのハードウェアに、Workstation 8 以降の仮想マシ
ンとの互換性がある必要があります。

 

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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仮想ハード ディスクの構成と保守
Workstation Pro を使用して、仮想マシンの仮想ハード ディスク ストレージを構成できます。

仮想ディスクは、ゲスト OS が物理ディスク ドライブとして認識するファイルです。これらのファイルは、ホスト システ
ムにもリモート コンピュータにも保存しておくことができます。仮想マシンに仮想ディスクの使用を構成すると、物理
ディスクの再パーティショニングやホストの再起動を行わなくても、仮想ディスクに新しい OS をインストールすること
ができます。

[新規仮想マシン] ウィザードでは、ディスク ドライブが 1 個構成されている仮想マシンが作成されます。仮想マシン設定
を変更して、仮想マシンへのディスク ドライブの追加、仮想マシンからのディスク ドライブの削除、既存のディスク ド
ライブの設定変更を行うことができます。

n 仮想ハード ディスクの構成 (P. 145)

仮想ハード ディスクは、どのゲスト OS を使用している場合でも IDE または SATA ディスクとして構成できます。
LSI Logic または BusLogic SCSI アダプタのドライバがインストールされているゲスト OS では、仮想ハード ディ
スクを SCSI ディスクとして設定することも可能です。仮想マシンの作成時にどちらの SCSI アダプタを使用するか
を設定してください。

n 仮想ハード ディスクの圧縮 (P. 147)

仮想ディスクを圧縮すると、仮想ディスクの未使用領域が回収されます。ディスクに空き領域があれば、このプロ

セスによって仮想ディスクがホスト ドライブ上で使用する領域を削減することが可能です。

n 仮想ハード ディスクの拡張 (P. 147)

仮想ハード ディスクを拡張して、仮想マシンにストレージ領域を追加できます。

n 仮想ハード ディスクの最適化 (P. 148)

物理ディスク ドライブと同様に、仮想ハード ディスクにも断片化が起こります。ディスクの最適化を行うと、仮想
ハード ディスクのファイル、プログラム、および未使用の領域が再編成され、プログラムの動きは速くなり、ファ
イルも速く開くようになります。最適化を行っても、仮想ハード ディスクの未使用領域は回収されません。

n 仮想マシンからの仮想ハード ディスクの削除 (P. 149)

仮想ハード ディスクを削除すると、その仮想ディスクは仮想マシンから切断されます。ただし、ホスト ファイル
システムからファイルが削除されることはありません。

n 仮想ディスク マネージャの使用 (P. 149)

仮想ディスク マネージャ (vmware-diskmanager) は、コマンド ラインまたはスクリプトから仮想ディスク ファ
イルを作成、管理、変更する際に使用できる Workstation Pro のユーティリティです。

n レガシー仮想ディスクの使用 (P. 149)

以前のバージョンまたは他の VMware 製品で作成された仮想マシンが混在する環境で最新バージョンの
Workstation Pro を使用できます。

n ロック ファイルによる仮想ハード ディスクの矛盾の防止 (P. 150)

実行中の仮想マシンは、仮想ハード ディスクの内容に矛盾が生じないようにロック ファイルを作成します。ロック
ファイルがないと、複数の仮想マシンがディスクの読み取りや書き込みを行うことができるため、データが失われ

る恐れがあります。

n 新しい場所への仮想ハード ディスクの移動 (P. 150)

仮想ハード ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ハード ディスクはホスト システムやリモート
コンピュータにファイルとして保存されるため、同じコンピュータの新しい場所や別のコンピュータに簡単に移動

することができます。
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仮想ハード ディスクの構成
仮想ハード ディスクは、どのゲスト OS を使用している場合でも IDE または SATA ディスクとして構成できます。LSI
Logic または BusLogic SCSI アダプタのドライバがインストールされているゲスト OS では、仮想ハード ディスクを SCSI
ディスクとして設定することも可能です。仮想マシンの作成時にどちらの SCSI アダプタを使用するかを設定してください。

つまり、IDE または SCSI 仮想ハード ディスクを構成するファイルは、IDE ハード ディスク、SATA ハード ディスクまた
は SCSI ハード ディスクに格納できます。これらのファイルは、他の種類の高速アクセス ストレージ デバイスに保存する
ことも可能です。

32 ビットの Windows XP 仮想マシンで SCSI ハード ディスクを使用するには、当社 Web サイトから専用の SCSI ドラ
イバをダウンロードする必要があります。新しくインストールした Windows XP でドライバを使用する場合は、Web サ
イトの指示に従ってください。

仮想ディスク ストレージ領域の拡大と割り当て

IDE および SCSI 仮想ハード ディスクは、最大 8TB です。仮想ハード ディスクのサイズとホスト OS の種類に応じて、
Workstation Pro は各仮想ディスクを格納するためのファイルを 1 個以上作成します。

仮想ハード ディスク ファイルには、オペレーティング システム、プログラム ファイル、データ ファイルなどの情報が含
まれます。仮想ディスク ファイルの拡張子は、.vmdk です。

仮想ハード ディスクが使用する実際のファイルは、デフォルト設定では、最初は小さなサイズで存在し、必要に応じて指
定された最大サイズまで拡大します。この最大の利点は、ファイル サイズを小さく抑えられることです。ファイルが小さ
ければ、ストレージを節約することができ、新しい場所に移動するのも簡単ですが、この方法で構成されたディスクへの

データの書き込みには多少時間がかかります。

仮想ハード ディスクの作成時に指定されたディスク領域がすべて割り当てられるように、仮想ハード ディスクを設定す
ることも可能です。これによって、パフォーマンスが強化されるため、パフォーマンスが重視されるアプリケーションを

仮想マシンで実行している場合に有効です。

すべてのディスク領域を事前に割り当てるかどうかに関係なく、1 ファイルあたり 2 GB に制限されたファイルのセット
を使用するように仮想ハード ディスクを構成できます。このオプションは、2 GB を超えるファイルをサポートしないファ
イル システムに仮想ディスクを移動する予定がある場合に使用します。

仮想マシンへの新しい仮想ハード ディスクの追加

ストレージ領域を拡大するために、仮想マシンに新しい仮想ハード ディスクを追加できます。最大で 4 つの IDE デバイ
スおよび 60 個の SCSI デバイスを追加できます。これは、仮想または物理ハード ディスクでも、DVD や CD-ROM ドラ
イブでも構いません。

仮想ハード ディスクは、ホスト コンピュータまたはネットワーク ファイル サーバにファイルとして保存されます。仮想
IDE ドライブおよび仮想 SCSI ドライブは、物理 IDE ドライブと物理 SCSI ドライブのどちらにも格納できます。

SCSI 仮想ハード ディスクを使用する Windows NT 4.0 仮想マシンでは、新しい SCSI ディスクと IDE ディスクを同じ構
成に追加することはできません。

新しい仮想ハード ディスクを追加する代わりに、既存の仮想ハード ディスクを拡張できます。「仮想ハード ディスクの拡
張 (P. 147)」を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [新規ハードウェア] ウィザードで [ハード ディスク] を選択します。

4 [仮想ディスクの新規作成] を選択します。
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5 ディスク タイプを選択します。

オプション 説明

IDE IDE デバイスを作成します。仮想マシンには最大 4 つの IDE デバイスを追加できます。

SCSI SCSI デバイスを作成します。仮想マシンには最大 60 個の SCSI デバイスを追加でき
ます。

SATA SATA デバイスを作成します。最大で 120 個の SATA デバイス (4 個のコントローラ
があり、コントローラあたり 30 個のデバイスを追加可能) を追加できます。

 

6 (オプション) スナップショットからディスクを除外するには、モードとして [独立] を選択して、次のいずれかのオプ
ションを選択します。

オプション 説明

通常 通常モードのディスクは、物理コンピュータ上の従来のディスクと同じように動作し

ます。通常モードでディスクに書き込まれたデータはすべて、ディスクに永続的に書

き込まれます。

読み取り専用 読み取り専用モードのディスクへの変更は、仮想マシンをパワーオフまたはリセット

したときに破棄されます。読み取り専用モードでは、仮想マシンを再起動するたびに

仮想ディスクは同じ状態に戻ります。ディスクに対する変更内容は、REDO ログに書
き込まれ、REDO ログファイルから読み込まれますが、REDO ログ ファイルは、仮
想マシンをパワーオフまたはリセットした時点で削除されます。

 

7 新しい仮想ディスクの容量を設定します。

仮想ディスクは 0.001GB から 8TB の範囲内でサイズを指定できます。

8 ディスク領域の割り当て方法を指定します。

オプション 説明

今すぐ全ディスク領域を割り当てる 仮想ハード ディスクの作成時に全ディスク領域を割り当てるとパフォーマンスは向上
しますが、すべての物理ディスク領域を事前に用意する必要があります。この設定を

選択しない場合、仮想ディスクは最初小さなファイルとして存在し、データを追加す

るにつれて拡大していきます。

仮想ディスクを単一ファイルとして格納 ファイル サイズに制限のないファイル システムに仮想ディスクを保存する場合は、
このオプションを選択します。

仮想ディスクを複数のファイルに分割 ファイル サイズに制限があるファイル システムに仮想ディスクを保存する場合は、
このオプションを選択します。950GB より容量の小さい仮想ディスクを分割する場
合は、2GB ずつの一連の複数の仮想ディスク ファイルが作成されます。950GB より
容量の大きい仮想ディスクを分割する場合は、2 つの仮想ディスク ファイルが作成さ
れます。1 つ目の仮想ディスク ファイルの最大容量は 1.9TB で、2 つ目の仮想ディス
ク ファイルには残りのデータが保存されます。

 

9 デフォルトのファイル名と場所を受け入れるか、別の場所を参照して選択します。

10 [完了] をクリックすると、新しい仮想ハード ディスクが追加されます。

ウィザードが新しい仮想ハード ディスクを作成します。このディスクは、ゲスト OS によって、新しい未使用のハー
ド ディスクとして認識されます。

11 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

12 ゲスト OS のツールを利用して、新しいドライブのパーティション作成とフォーマットを行います。

仮想マシンへの既存の仮想ディスクの追加

仮想マシンから切断した既存の仮想ディスクを再接続できます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。
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2 [ハードウェア] タブで [追加]をクリックします。

3 [ハードウェア追加] ウィザードで [ハード ディスク] を選択します。

4 [既存の仮想ディスクを使用] を選択します。

5 既存のディスク ファイルのパス名とファイル名を指定します。

6 [完了] をクリックすると、既存の仮想ハード ディスクが追加されます。

7 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

仮想ハード ディスクの圧縮
仮想ディスクを圧縮すると、仮想ディスクの未使用領域が回収されます。ディスクに空き領域があれば、このプロセスに

よって仮想ディスクがホスト ドライブ上で使用する領域を削減することが可能です。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n 仮想ディスクがマッピングまたはマウントされていないことを確認します。仮想ディスクがマップまたはマウントさ

れている場合は、圧縮できません。

n ディスク領域が仮想ハード ディスクに事前に割り当てられていないことを確認します。ディスク領域が事前に割り
当てられている場合は、そのディスクを圧縮できません。

n 仮想ハード ディスクが独立ディスクの場合は、通常モードであることを確認します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、圧縮する仮想ハード ディスクを選択します。

3 [ユーティリティ] - [コンパクト] を選択します。

4 ディスクの圧縮プロセスが終了したら、[OK] をクリックします。 

仮想ハード ディスクの拡張
仮想ハード ディスクを拡張して、仮想マシンにストレージ領域を追加できます。

仮想ハード ディスクを拡張しても、仮想マシンで追加領域をすぐに使用できるわけではありません。追加された領域を使
用可能にするには、ディスク管理ツールを使用して、拡張されたサイズに一致するように仮想ハード ディスク上の既存の
パーティションのサイズを増やす必要があります。

使用するディスク管理ツールは、仮想マシンのゲスト OS によって異なります。Windows Vista、Windows 7、Windows
8、Linux の一部の バージョンなど、多くのオペレーティング システムには、パーティションのサイズを変更できる組み
込みのディスク管理ツールが用意されています。EASEUS Partition Master、Acronis Disk Director、オープン ソース
ツールの GParted などの、サード パーティ製ディスク管理ツールも利用できます。

仮想ハード ディスクのサイズを拡張しても、パーティションとファイル システムのサイズは影響を受けません。

仮想ハード ディスクの拡張に代わる方法として、仮想マシンに新しい仮想ハード ディスクを追加できます。「仮想マシン
への新しい仮想ハード ディスクの追加 (P. 145)」を参照してください。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n 仮想ディスクがマッピングまたはマウントされていないことを確認します。仮想ディスクがマップまたはマウントさ

れている場合は、拡張できません。

n 仮想マシンにスナップショットがないことを確認します。
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n 仮想マシンがリンク クローンまたはリンク クローンの親でないことを確認します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、拡張する仮想ハード ディスクを選択します。

3 [ユーティリティ] - [拡張] を選択します。

4 仮想ディスクの新しい最大サイズを設定します。

仮想ディスクは 0.001 GB から 8192 GB の範囲内でサイズを指定できます。

5 [拡張] を選択します。

6 ディスクの拡張プロセスが終了したら、[OK] をクリックします。

次に進む前に

ディスク管理ツールを使用して、ディスクのパーティション サイズを、拡張した仮想ディスクのサイズと一致するように
増やす必要があります。 

仮想ハード ディスクの最適化
物理ディスク ドライブと同様に、仮想ハード ディスクにも断片化が起こります。ディスクの最適化を行うと、仮想ハー
ド ディスクのファイル、プログラム、および未使用の領域が再編成され、プログラムの動きは速くなり、ファイルも速く
開くようになります。最適化を行っても、仮想ハード ディスクの未使用領域は回収されません。

ディスクの最適化には、かなりの時間を要します。

開始する前に

n ホスト システム上に十分な空き作業領域があることを確認します。たとえば、仮想ハード ディスクが 1 つのファイ
ルに格納されている場合、その仮想ディスク ファイルのサイズに相当する空き領域が必要となります。その他の仮
想ハード ディスク構成では、必要とされる空き領域は若干少なくなります。

n 仮想ディスクがマッピングまたはマウントされていないことを確認します。仮想ディスクがマップまたはマウントさ

れている場合は、最適化できません。

手順

1 ゲスト OS 内でディスク最適化ユーティリティを実行します。

2 ディスク領域が仮想ハード ディスクに事前に割り当てられていない場合、Workstation Pro の最適化ツールを使用
して最適化します。

a 仮想マシンをパワーオフします。

b 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

c [ハードウェア] タブで [ハード ディスク] を選択します。

d [ユーティリティ] - [ディスクの最適化] を選択します。

e ディスクの最適化プロセスが終了したら、[OK] をクリックします。

3 ホスト システムのディスク最適化ユーティリティを実行します。
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仮想マシンからの仮想ハード ディスクの削除
仮想ハード ディスクを削除すると、その仮想ディスクは仮想マシンから切断されます。ただし、ホスト ファイル システ
ムからファイルが削除されることはありません。

仮想マシンから仮想ハード ディスクを削除した後でも、そのディスクをホスト システムにマッピングまたはマウントす
ることで、ゲスト OS のデータをホストにコピーすることができます。その際、仮想マシンをパワーオンしたり
Workstation Pro を起動したりする必要はありません。削除した仮想ディスクを別の仮想マシンに追加することもできま
す。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、仮想ハード ディスクを選択して [削除] をクリックします。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

仮想ディスク マネージャの使用
仮想ディスク マネージャ (vmware-diskmanager) は、コマンド ラインまたはスクリプトから仮想ディスク ファイルを
作成、管理、変更する際に使用できる Workstation Pro のユーティリティです。

仮想ディスク マネージャでは、最大容量が作成時より大きくなるように仮想ディスクを拡張することができます。この機
能は、特定の仮想マシン内に、より大きいディスク領域が必要であるが、他の仮想ディスクを追加したくない場合や、ゴー

スト ソフトウェアを使用して仮想ディスク上のデータをさらに大きい仮想ディスクに転送したくない場合に利用できます。

仮想ディスク マネージャを使用して、仮想ハード ディスクにディスク領域を割り当てる方法を変更することもできます。
すべてのディスク領域を事前に割り当てたり、ディスク領域がさらに必要になったときにディスクを拡大するように構成

できます。すべてのディスク領域を割り当てた後に、ホスト システム上のハード ディスク領域の一部の回収が必要となっ
た場合は、事前に割り当てられた仮想ディスクを拡張可能なディスクに変換できます。それでも、新しい仮想ディスクの

サイズは、元の仮想ハード ディスクの全データを入れるのに十分な大きさです。また、仮想ハード ディスクを 1 つのファ
イルに格納するのか、またはいくつかの 2 GB ファイルに分割するのかを変更することもできます。

仮想ディスク マネージャの使用方法の詳細については、『Virtual Disk Manager ユーザーガイド』を参照してください。
このガイドは、当社 Web サイトから入手できます。

レガシー仮想ディスクの使用

以前のバージョンまたは他の VMware 製品で作成された仮想マシンが混在する環境で最新バージョンの Workstation Pro
を使用できます。

最新バージョンの Workstation Pro を使用して、以前のバージョンまたは他の VMware 製品で作成された仮想マシンを
パワーオンできますが、Workstation Pro の新機能の多くは、以前のバージョンの仮想マシンでは使用できません。

仮想マシンをアップグレードしない場合でも、ゲスト OS の VMware Tools は最新のバージョンにアップグレードしてく
ださい。新しいバージョンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

また、最新バージョンの Workstation を使用して、バージョン 5.x 以降の仮想マシンを作成することもできます。

Workstation 2、3、または 4 の仮想マシンを最新バージョンの Workstation で使用する場合、仮想マシンをパワーオン
する前に、Workstation バージョン 5 以上にアップグレードしてください。
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ロック ファイルによる仮想ハード ディスクの矛盾の防止
実行中の仮想マシンは、仮想ハード ディスクの内容に矛盾が生じないようにロック ファイルを作成します。ロック ファ
イルがないと、複数の仮想マシンがディスクの読み取りや書き込みを行うことができるため、データが失われる恐れがあ

ります。

ロック ファイルのサフィックスは .lck です。ロック ファイルは、仮想ディスク（.vmdk）ファイルと同じディレクト
リのサブディレクトリに作成されます。ロック サブディレクトリとロック ファイルは、.vmdk ファイル、.vmx ファイ
ル、および .vmem ファイルに対して作成されます。

すべてのホスト OS で使用されるロック方法が統一されたため、各ホスト OS 間にまたがって共有されるファイルは完全
に保護されるようになりました。たとえば、他のユーザーが Windows ホストですでにパワーオンしている仮想マシン
を、Linux ホストのユーザーがパワーオンしようとした場合、ロック ファイルによって、Linux ホストのユーザーがその
仮想マシンをパワーオンすることが防止されます。

仮想マシンをパワーオフすると、ロック サブディレクトリとロック ファイルは削除されます。仮想マシンがこれらのロッ
ク制御を削除できない場合、古いロック ファイルが残ります。たとえば、仮想マシンによってロック制御が削除される前
にホスト システムで問題が発生すると、古いロック ファイルが残ります。

仮想マシンは、再起動した際に、ロック サブディレクトリに古いロック ファイルがないかどうかを検索し、可能な場合
はそれらのファイルを削除します。仮想マシンを実行中のホスト システムにロック ファイルが作成され、かつロックを
作成したプロセスが終了している場合に、ロック ファイルは古くなったとみなされます。どちらかの条件が満たされてい
ない場合は、仮想マシンをオンにすることができないことを告げる警告画面が表示されます。ロック ディレクトリとその
ロック ファイルは手動で削除できます。

また、ロックによって物理ディスク パーティションも保護されます。ホスト OS はこのロック規定を認識しないため、
ロックを無視してしまいます。このため、仮想マシンの物理ディスクをホスト OS と同じ物理ディスクにインストールし
てください。

新しい場所への仮想ハード ディスクの移動
仮想ハード ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ハード ディスクはホスト システムやリモート コン
ピュータにファイルとして保存されるため、同じコンピュータの新しい場所や別のコンピュータに簡単に移動することが

できます。

たとえば、Windows ホスト システム上の Workstation Pro を使用して仮想ハード ディスクを作成し、それを Linux コ
ンピュータに移動して、Linux ホスト システム上の Workstation Pro で使用できます。

仮想マシンに物理ディスクを追加

特殊な状況下では、ホスト コンピュータ上の物理ディスクまたは未使用のパーティションに、仮想マシンを直接アクセス
させる必要が生じることがあります。

物理ディスクは、既存のローカル ディスクやパーティションに直接アクセスします。物理ディスクを使用して、既存の
ディスク パーティションからゲスト OS を実行できます。

Workstation Pro は最大 2TB までの物理ディスク容量をサポートします。ただし、既存の SCSI ディスクまたはパーティ
ションにすでにインストールされているオペレーティング システムからの起動はサポートされていません。

ホスト コンピュータ上でネイティブに稼働するオペレーティング システムを仮想マシンで稼働するように切り替えるこ
とは、コンピュータからハード ドライブを取り外して、そのハード ドライブを異なるマザーボードやハードウェアが構
成されている別のコンピュータに取り付けるようなものです。実行する手順は、仮想マシンのゲスト OS によって異なり
ます。ほとんどの場合、物理ディスクまたは未使用のパーティションにインストールされたゲスト OS は、ホスト システ
ムでそのデータを利用することができても、仮想マシンの外部で起動することはできません。仮想マシンの外部でも起動

できるオペレーティング システムの使用については、当社 Web サイトで VMware テクニカル ノートの「Dual-Boot
Computers and Virtual Machines」を参照してください。
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物理ディスク上の 1 つ以上のパーティションを使用するよう仮想マシンを構成した後は、ゲスト OS で fdisk あるいは
同様のユーティリティを実行してパーティション テーブルを変更しないでください。fdisk あるいは同様のユーティリ
ティをホスト OS 上で実行して物理ディスクのパーティション テーブルを変更した場合は、仮想マシンの物理ディスクを
新しく作成し直す必要があります。パーティション テーブルを変更すると、物理ディスクに存在していたファイルはすべ
て失われます。

重要   物理ディスクをホスト コンピュータとゲスト OS 間のファイルの共有に使用することはできません。ホスト コン
ピュータとゲスト OS の両方が同じパーティションを認識できるようにすると、データが破損する可能性があります。代
わりに、共有フォルダを使用してホスト コンピュータとゲスト OS 間でファイルを共有してください。

物理ディスクまたは未使用パーティションの使用の準備

ホスト システムで物理ディスクまたは未使用のパーティションを使用するように仮想マシンを構成する前に、特定のタス
クを実行する必要があります。

[新規仮想マシン] ウィザードを実行して新しい仮想マシンに物理ディスクを追加する前、および既存の仮想マシンに物理
ディスクを追加する前に、次のタスクを実行する必要があります。

手順

1 パーティションがホストからマウントされている、または別の仮想マシンから使用されている場合、マウントを解除

します。

ホストがそのオペレーティング システムを実行し続けている間に、仮想マシンとゲスト OS は物理ディスク パーティ
ションにアクセスします。ホストのオペレーティング システムで同時にマウントされるパーティションを仮想マシ
ンが変更できるように設定すると、そのパーティションが破損してしまう可能性があります。

オプション 説明

パーティションが Windows Server 2008
R2 ホストにマップされている

a [スタート] - [設定] - [コントロール パネル] - [管理ツール] - [コンピュータの管理]
- [記憶域] - [ディスクの管理] を選択します。

b パーティションを選択し、[操作] - [すべてのタスク] - [ドライブ文字とパスの変
更] を選択します。

c [削除] をクリックします。

パーティションが Windows 7、Windows
8 または Windows 10 ホストにマップされ
ている

a [スタート] - [コントロール パネル] を選択します。
b メニュー バーで、[コントロール パネル] の横の矢印をクリックします。
c ドロップダウン メニューから、[コントロール パネルのすべての項目] - [管理ツー

ル] - [コンピュータの管理] - [記憶域] - [ディスクの管理（ローカル）] を選択し
ます。

d パーティションを右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更] を選択します。
e [削除] をクリックし、[OK] をクリックします。

 

2 インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、インストールできるパーティションの種類を確認します。

Windows 7 ホストでは、システム パーティション、またはシステム パーティションを含む物理ディスクを仮想マ
シンで使用することはできません。DOS、Windows 95、および Windows 98 オペレーティング システムは、最
初のプライマリ パーティションにインストールする必要があります。Linux などのその他のオペレーティング シス
テムは、ドライブのあらゆる場所のプライマリや拡張パーティションにインストールできます。

3 物理パーティションまたはディスクに後で必要となるデータが含まれる場合、データをバックアップします。

4 物理ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する場合、セカンダリ IDE チャネルのマスターが CD-
ROM ドライブであれば、そのディスクがセカンダリ IDE チャネルのスレーブとして構成されていないことを確認し
ます。
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5 Linux ホストの場合は、デバイス グループのメンバーシップまたはデバイスの使用権を適切に設定してください。

a Workstation Pro を実行するユーザーが、マスター物理ディスク デバイスに対して読み取り権および書き込み
権があることを確認します。

ほとんどのディストリビューションでは、/dev/hda（IDE 物理ディスク）や /dev/sdb（SCSI 物理ディス
ク）などの物理デバイスに disk というグループ ID が割り当てられています。この場合、Workstation Pro の
ユーザーを「disk」グループに追加することができます。別のオプションとして、デバイスの使用権を変更す

ることも可能です。このオプションに関連するすべてのセキュリティ問題について検討します。

b Workstation Pro ユーザーに、オペレーティング システムやブート マネージャを含むすべての /dev/hd[abcd]
物理デバイスへのアクセス権を与えます。

パーミッションが正しく設定されている場合、Workstation Pro の物理ディスク構成ファイルへのアクセスが
制御されます。この信頼性により、オペレーティング システムの起動に必要な構成ファイルやその他のファイ
ルに、ブート マネージャがアクセスできます。たとえば、LILO は、別のドライブにある Linux 以外のオペレー
ティング システムを起動する際、Linux パーティションにある /boot を読み取る必要があります。

既存の仮想マシンに物理ディスクを追加

仮想マシン ハードウェア設定を変更して、既存の仮想マシンに物理ディスクを追加できます。

物理ディスクを新規仮想マシンに追加するには、[新規仮想マシン] ウィザードを実行し、[カスタム] オプションを選択し
ます。「ローカル ホストの仮想マシンの新規作成 (P. 47)」を参照してください。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには、物理ディスクを追加できません。

開始する前に

n 適切な準備作業を実行「物理ディスクまたは未使用パーティションの使用の準備 (P. 44)」を参照してください。

n 仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ハード ディスク] を選択します。

4 [物理ディスクを使用] を選択します。

5 警告メッセージが表示された場合は、[OK] をクリックします。

6 ドロップダウン メニューから使用する物理ハード ディスクを選択します。

7 ディスク全体を使用するか、個別のパーティションを使用するかを選択します。

8 個別のパーティションを選択した場合は、パーティションを選択します。

仮想マシンからは、選択したパーティションのみにアクセスできます。ゲスト OS によって他のパーティションが検
出されたとしても、それらのパーティションをマウント、アクセス、またはフォーマットすることはできません。

9 仮想ディスク ファイル（.vmdk）のファイル名と場所はデフォルトを使用するか、他の場所を指定します。

10 [完了] をクリックして仮想マシンに物理ディスクを追加します。

11 ゲスト OS 用にフォーマットされていないパーティションが物理ディスク上にある場合は、ゲスト OS のツールを使
用してフォーマットします。
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仮想ポートの構成

仮想マシンには仮想パラレル ポート (LPT) と仮想シリアル (COM) ポートを追加できます。Workstation Pro の仮想マシ
ンでは、最大で 3 つのパラレル ポートと 4 つの仮想シリアル ポートを使用できます。

n 仮想マシンへの仮想パラレル ポートの追加 (P. 153)

1 つの仮想マシンには最大 3 つの双方向パラレル ポート（LPT ポート）を接続できます。仮想パラレル ポートは、
パラレル ポートまたはホスト システム上のファイルに出力できます。

n Linux 2.6.x カーネル ホスト上での仮想パラレル ポートの構成 (P. 154)

パラレル ポートをサポートする Linux 2.6.x カーネルでは、modprobe <modulename>、および modprobe
parport_pc モジュールを使用します。Workstation Pro では、パラレル ポートの PC-style hardware オプショ
ン（CONFIG_PARPORT_PC）がカーネル モジュールとしてビルドされ、読み込まれる必要があります。

n Linux ホストに搭載されたパラレル ポート デバイスへのアクセス権限の構成 (P. 155)

一部の Linux ディストリビューションでは、デフォルトでは、仮想マシンに lp と parport デバイスへのアクセ
ス権を与えません。お使いの Linux ホスト システムでそのようにアクセス制限されている場合は、VMware ユー
ザーを、これらのデバイスへのアクセス権を持つグループに追加する必要があります。

n パラレル ポートの ECR エラーのトラブルシューティング (P. 155)

ホスト システム上に、拡張制御レジスタ（ECR）が存在しないパラレル ポートがあります。

n 仮想マシンへの仮想シリアル ポートの追加 (P. 156)

1 つの仮想マシンには最大 4 つのシリアル ポート（COM ポート）を追加できます。仮想シリアル ポートは、物理
シリアル ポート、ファイル、名前付きパイプに出力できます。

n シリアル接続の入力スピードの変更 (P. 157)

仮想マシンへのパイプを介したシリアル接続のスピードを向上させることができます。

仮想マシンへの仮想パラレル ポートの追加
1 つの仮想マシンには最大 3 つの双方向パラレル ポート（LPT ポート）を接続できます。仮想パラレル ポートは、パラ
レル ポートまたはホスト システム上のファイルに出力できます。

パラレル ポートは、プリンタ、スキャナ、ドングル、ディスク ドライブなど、さまざまなデバイスで使用されます。こ
れらのデバイスはホスト システムに接続できますが、パラレル ポートを介して仮想マシンに確実に接続できるのはプリ
ンタのみです。

Workstation Pro は PS/2 ハードウェアの部分的なエミュレーションのみを提供しています。物理ポートに接続されてい
るデバイスが要求する割り込みは、仮想マシンには伝達されません。ゲスト OS とポート間のデータの転送に Direct
Memory Access（DMA）を使用することはできません。このため、パラレル ポートに接続されるデバイスがすべて正
常に動作するとは限りません。仮想パラレル ポートを介して、パラレル ポート ストレージやその他のタイプのパラレル
ポート デバイスを仮想マシンに接続しないようにしてください。

開始する前に

n カーネルのバージョンが 2.6.x の Linux ホスト システムをお使いの場合は、パラレル ポートの PC-style hardware
オプション（CONFIG_PARPORT_PC）がビルドされ、カーネル モジュールとして読み込まれていることを確認し
てください。「Linux 2.6.x カーネル ホスト上での仮想パラレル ポートの構成 (P. 154)」 を参照してください。

n 仮想マシンが lp および parport デバイスにアクセスすることをデフォルトで禁止している Linux ホスト システム
をお使いの場合は、それらのデバイスに対するアクセス権限を持つグループに VMware ユーザーを追加してくださ
い。「Linux ホストに搭載されたパラレル ポート デバイスへのアクセス権限の構成 (P. 155)」 を参照してください。

n 仮想マシンをパワーオフします。
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手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [新規ハードウェア] ウィザードで [パラレル ポート] を選択します。

4 仮想パラレル ポートの出力送信先を選択します。

オプション 説明

物理パラレル ポートを使用する ホスト システム上のパラレル ポートを選択します。

出力ファイルを使用 仮想パラレル ポートからの出力をホスト システム上のファイルに送信します。既存
の出力ファイルの位置を指定するか、またはディレクトリを参照し、ファイル名を入

力して新しい出力ファイルを作成します。

 

5 仮想マシンのパワーオン時に仮想パラレル ポートを仮想マシンに接続するには、[パワーオン時に接続する] を選択し
ます。

6 [完了] をクリックすると、仮想マシンに仮想パラレル ポートが追加されます。

仮想マシンにパラレル ポートが構成されている場合、ほとんどのゲスト OS は、インストール時にポートを検出し、必要
なドライバをインストールします。Linux、Windows NT、Windows 2000 といった一部のオペレーティング システム
は、起動時にポートを検出します。

次に進む前に

ゲスト OS が Windows 95 または Windows 98 の場合は、[新しいハードウェアの追加] ウィザードを実行して、パラレ
ル ポートを検出および追加してください。

Linux 2.6.x カーネル ホスト上での仮想パラレル ポートの構成
パラレル ポートをサポートする Linux 2.6.x カーネルでは、modprobe <modulename>、および modprobe
parport_pc モジュールを使用します。Workstation Pro では、パラレル ポートの PC-style hardware オプション
（CONFIG_PARPORT_PC）がカーネル モジュールとしてビルドされ、読み込まれる必要があります。

2.6.x シリーズの Linux カーネルは、パラレル ポート ハードウェアへのアクセスに特殊なアービトレイタを使用していま
す。ホスト システムがパラレル ポートを使用している場合は、仮想マシンはパラレル ポートを使用できません。仮想マ
シンがパラレル ポートを使用している場合は、ホストやそのホストにアクセスしているユーザーは、デバイスへのアクセ
スを拒否されます。ホスト システムからデバイスにアクセスするには、[取外し可能デバイス] メニューを使用して、パラ
レル ポートを仮想マシンから切断する必要があります。

手順

1 modprobe <modulename> および modprobe parport_pc の各モジュールがホスト システムにインストールさ
れ、読み込まれているかどうかを確認するには、root ユーザーとして lsmod コマンドを実行します。

/proc/modules ファイルでもモジュールのリストを確認できます。

注意   Linux 2.6.x では、parport_pc を読み込んでも、一部のモジュールは読み込まれません。

2 必要に応じて、パラレル ポート モジュールを読み込みます。

例： modprobe parport_pc && modprobe ppdev

これで、パラレル ポートに必要なモジュールが挿入されます。

3 lp モジュールが読み込まれている場合は、root として rmmod コマンドを実行して削除してください。

例： rmmod lp

lp モジュールが読み込まれていると、仮想マシンはパラレル ポートを正常に使用できません。
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4 /etc/modules.conf ファイルまたは/etc/conf.modules ファイル内で、lp モジュールを参照している行を
コメント アウトしてください。

構成ファイルの名前は、Linux ディストリビューションによって異なります。

この行をコメント アウトすると、構成ファイルは、ホスト システムの再起動時に lp モジュールを開始しなくなりま
す。

5 パラレル ポート用の適切なモジュールが起動時に確実に読み込まれるようにするには、次の行
を /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

Linux ホストに搭載されたパラレル ポート デバイスへのアクセス権限の構成
一部の Linux ディストリビューションでは、デフォルトでは、仮想マシンに lp と parport デバイスへのアクセス権を
与えません。お使いの Linux ホスト システムでそのようにアクセス制限されている場合は、VMware ユーザーを、これ
らのデバイスへのアクセス権を持つグループに追加する必要があります。

手順

1 Linux ホスト システム上で、ls コマンドを使用して、デバイスの所有者およびグループを特定します。

例： ls –la /dev/parport0

3 番目と 4 番目の列に所有者とグループが順に表示されます。ほとんどの場合、デバイスの所有者は root で、関連
グループは lp です。

2 デバイス グループにユーザーを追加するには、root ユーザーになり、テキスト エディタで /etc/group ファイル
を開きます。

3 lp グループが定義されている行に、Workstation Pro ユーザー名を追加します。

例：lp::7:daemon,lp,<workstation_username>

変更内容は、ユーザーが次回ホスト システムにログインすると反映されます。

パラレル ポートの ECR エラーのトラブルシューティング
ホスト システム上に、拡張制御レジスタ（ECR）が存在しないパラレル ポートがあります。

問題

パラレル ポート追加後の仮想マシンのパワーオン時に、ホスト システムのパラレル ポートに拡張制御レジスタ（ECR）
が存在しないことを示すエラー メッセージが表示されることがあります。

原因

この問題は、ハードウェアは ECR をサポートしているが、ECR が BIOS で無効にされていると起こります。

解決方法

1 ホスト システムを再起動します。

2 起動プロセスの実行初期に <Delete> キーを押したままにして、BIOS 構成エディタを起動します。

3 [パラレルポート] フィールドで Extended Capability Port（ECP）モードまたは ECP を含む複数のモードの組み合
せを有効にします。

最近のコンピュータは、ほとんどが ECP モードをサポートしています。
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仮想マシンへの仮想シリアル ポートの追加
1 つの仮想マシンには最大 4 つのシリアル ポート（COM ポート）を追加できます。仮想シリアル ポートは、物理シリア
ル ポート、ファイル、名前付きパイプに出力できます。

仮想シリアル ポートを仮想マシンに追加すれば、モデムやプリンタなどのデバイスを仮想マシンで使用できるようになり
ます。また、仮想ポートを使用して、仮想マシンからホスト システムまたは別の仮想マシンへデバッグ データを送信す
ることもできます。

注意   仮想プリンタの機能によってシリアル ポートが構成され、ゲストはホスト プリンタを使用できるようになります。
仮想マシンに追加のドライバをインストールする必要はありません。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ハードウェア追加] ウィザードで [シリアル ポート] をクリックします。

4 仮想シリアル ポートの出力送信先を選択します。

オプション 説明

物理パラレル ポートを使用する ホスト システムの物理シリアル ポートに出力を送信します。

出力ファイルを使用 出力をホスト システム上のファイルに送信します。既存の出力ファイルの位置を指定
するか、またはディレクトリを参照し、ファイル名を入力して新しい出力ファイルを

作成します。

名前付きパイプに出力 2 つの仮想マシン間の直接接続、または仮想マシンとホスト システム上のアプリケー
ション間の接続を設定します。

 

5 [名前付きパイプに出力] を選択した場合は、名前付きパイプを構成します。

a （Windows ホスト）デフォルトのパイプ名を使用するか、別のパイプ名を入力します。

パイプ名は \\.\pipe\ で開始し、サーバとクライアントの両方で同じにする必要があります。

例： \\.\pipe\<namedpipe>

b （Linux ホスト）最初のテキスト ボックスに /tmp/socket または別の UNIX ソケット名を入力します。

パイプ名はサーバとクライアントの両方で同じにする必要があります。

c デバッグ情報をホスト システム上のアプリケーションに送信するには、最初のドロップダウン メニューで [こ
の端末はサーバです] を、2 つ目のドロップダウン メニューで [接続先はアプリケーションです] を選択します。

d デバッグ情報を別の仮想マシンに送信するには、最初のドロップダウン メニューで [この端末はサーバです] を、
2 つ目のドロップダウン メニューで [接続先は仮想マシンです] を選択します。

6 仮想マシンのパワーオン時にポートを仮想マシンに接続するには、[パワーオン時に接続する] を選択します。

7 [完了] をクリックすると、仮想マシンに仮想シリアル ポートが追加されます。
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8 (オプション) [ハードウェア] タブで、新しいシリアル ポートを選択し、[ポーリングで CPU を放棄する] を選択し
て、[OK] をクリックします。

このオプションは、シリアル接続を介して通信するデバッグ ツールを使用している場合に役立ちます。ゲスト OS の
シリアル ポートが割り込みモードではなくポーリング モードで使用されている場合、パフォーマンス上の問題が発
生する可能性があります。このオプションは、仮想マシンが、仮想シリアル ポートのポーリングしか行っていない
場合に CPU 時間を強制的に放棄させます。

次に進む前に

2 台の仮想マシン間の接続を設定する場合は、1 台目の仮想マシンがサーバとして設定されます。2 台目の仮想マシンに
ついても上記の手順を繰り返してください。ただし、名前付きパイプの構成時に、[この端末はクライアントです] を選択
して、仮想マシンをクライアントとして設定してください。

シリアル接続の入力スピードの変更

仮想マシンへのパイプを介したシリアル接続のスピードを向上させることができます。

原則として、仮想マシンが仮想シリアル ポートを使ってデータを送信する出力スピードには制限がありません。このた
め、出力スピードは実際には、パイプの接続先のアプリケーションが入力データを読み込むスピードによって決定されます。

開始する前に

n ゲスト OS を使用して、仮想マシンで実行中のアプリケーションがサポートする最高速度にシリアル ポートを構成し
ます。

n 仮想マシンをパワーオフして、Workstation Pro を終了します。

手順

1 テキスト エディタで、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に次の行を追加します。

serial<port_number>.pipe.charTimePercent = "<time>"

<port_number> はシリアル ポートの番号で、0 から始まります。最初のシリアル ポートは serial0 となります。
<time> は正の整数値で、ゲスト OS のシリアル ポートにデフォルトで設定されている速度に対して何パーセント
の時間で 1 文字を転送するかを指定します。たとえば、これを 200 に設定すると、ポートは 1 文字の転送に倍の時
間を費やすように（つまり、データをデフォルトの半分の速度で送信するように）強制されます。これを 50 に設定
すると、ポートが 1 文字の転送に費やす時間が半分に短縮されます。つまり、データの送信がデフォルトの倍の速度
で行われるように強制されます。

2 シリアル ポート速度がゲスト OS で適切に設定されているものとして、上記の設定値を 100 から開始して徐々に減
らし、接続が着実に動作する最高速度を見つけてください。

汎用 SCSI デバイスの構成
汎用 SCSI 機能は、ホスト システムに接続された SCSI デバイス（スキャナ、テープ ドライブ、およびその他のデータ ス
トレージ デバイス）にゲスト OS が直接アクセスできるようにします。仮想マシンは汎用 SCSI ドライバを使用して、ゲ
スト OS によってサポートされている SCSI デバイスを実行できます。

Windows ホスト システムで実行している仮想マシンの SCSI デバイスを使用するには、管理者アクセスを持つユーザー
として Workstation Pro を実行しなければなりません。

Linux ホスト システムの場合、デバイスを仮想マシンで使用するには、その汎用 SCSI デバイスに対する読み取りおよび
書き込みの権限が必要です。CD-ROM ドライブのような読み取り専用デバイスでも例外ではありません。通常このよう
なデバイスは、デフォルトで root だけにアクセス権限が設定されています。Linux 管理者は、これらのデバイスに対し
て読み取りおよび書き込みアクセス権を持つグループを作成し、そのグループに適切なユーザーを追加できます。

汎用 SCSI はデバイスに一切依存しませんが、ゲスト OS、デバイス クラスおよび特定の SCSI ハードウェアの影響を受け
る可能性があります。
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n 仮想マシンへの汎用 SCSI デバイスの追加 (P. 158)

仮想マシン上の仮想 SCSI デバイスを、ホスト システム上の物理的な汎用 SCSI デバイスにマッピングするには、
汎用 SCSI デバイスを仮想マシンに追加する必要があります。汎用 SCSI デバイスは、1 つの仮想マシンに 60 個ま
で追加できます。

n Windows NT 4.0 ゲストでの BusLogic ドライバのインストール (P. 159)

汎用 SCSI デバイスは、仮想マシンが提供する仮想の Mylex（BusLogic）BT-958 互換のホストバスアダプタを使
用します。Windows NT4.0 では、仮想 SCSI ディスクにドライバがすでにインストールされていない場合は、手
動でドライバをインストールする必要があります。汎用 SCSI デバイスを追加する前にドライバをインストールし
ます。

n Linux ホストの SCSI デバイスに対する同時アクセス問題の回避 (P. 159)

Workstation Pro では、複数のプログラムが同じ /dev/sg エントリを同時に使用できないようになっています
が、/dev/sg エントリと従来の /dev エントリの同時使用を常に禁止することはできません。

n 汎用 SCSI デバイスの検出に関する問題のトラブルシューティング (P. 159)

汎用 SCSI デバイスを仮想マシンに追加するときに、使用可能な SCSI デバイスのリストに目的のデバイスが表示さ
れない場合があります。

仮想マシンへの汎用 SCSI デバイスの追加
仮想マシン上の仮想 SCSI デバイスを、ホスト システム上の物理的な汎用 SCSI デバイスにマッピングするには、汎用 SCSI
デバイスを仮想マシンに追加する必要があります。汎用 SCSI デバイスは、1 つの仮想マシンに 60 個まで追加できます。

注意   共有またはリモートの仮想マシンに汎用 SCSI デバイスを追加することはできません。

開始する前に

n Windows ホスト システム上で、システム管理者のアクセス権を持つユーザーとして Workstation Pro を実行します。

n Linux ホスト システム上で、当該 SCSI デバイスに対する読み取りおよび書き込みの権限を持つユーザーとしてログ
インします。バージョン 2.1.36 以降の汎用 SCSI ドライバ（sg.o）がインストールされていることを確認してくだ
さい。このバージョンの汎用 SCSI ドライバは、Linux カーネル 2.2.14 以降に組み込まれています。

n Windows 95、Windows 98、または Windows Me 仮想マシンには、最新の Mylex（BusLogic）BT/KT-958 互
換ホスト バス アダプタをインストールします。このドライバは Windows が最適なドライバとして検出したものを
上書きしてしまいますが、これによって既知の問題を修正することができます。このドライバは、LSI Logic 社の
Web サイトからダウンロードできます。

n 32 ビットの Windows XP 仮想マシンには、当社が提供する特別な SCSI ドライバをインストールする必要がありま
す。このドライバは、当社 Web サイトからダウンロードできます。

n Windows NT 4.0 の仮想マシンには、BusLogic MultiMaster PCI SCSI ホスト アダプタ ドライバをインストールし
ます。「Windows NT 4.0 ゲストでの BusLogic ドライバのインストール (P. 159)」 を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ハードウェア追加] ウィザードで、[汎用 SCSI デバイス] を選択します。

4 仮想 SCSI デバイスにマッピングする物理 SCSI デバイスを選択します。

Linux ホストで、SCSI デバイスへのパスを入力する場合は、/dev/st0 または /dev/sr0 を入力しないでください。

5 仮想マシンのパワーオン時にデバイスに接続するようにするには、[パワーオン時に接続する] を選択します。

6 [完了] をクリックすると、デバイスが追加されます。
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7 [ハードウェア] タブの [仮想デバイスノード] ドロップダウン メニューから、このデバイスに使用する SCSI デバイス
ID を選択して、[OK] をクリックします。

たとえば、[SCSI 0:2] を選択した場合、ゲスト OS はそのドライブをコントローラ 0 上の ID 2 と認識します。

Windows NT 4.0 ゲストでの BusLogic ドライバのインストール
汎用 SCSI デバイスは、仮想マシンが提供する仮想の Mylex（BusLogic）BT-958 互換のホストバスアダプタを使用しま
す。Windows NT4.0 では、仮想 SCSI ディスクにドライバがすでにインストールされていない場合は、手動でドライバ
をインストールする必要があります。汎用 SCSI デバイスを追加する前にドライバをインストールします。

開始する前に

Windows NT のインストール CD が用意されていることを確認します。

手順

1 [スタート] - [設定] - [コントロール パネル] - [SCSI アダプタ] を選択して、[SCSI アダプタ] コントロール パネルを開
きます。

2 [ドライバ] タブで、[追加] をクリックします。

3 ベンダーのリストから [BusLogic] を選択します。

4 ドライバのリストから [BusLogic MultiMaster PCI SCSI Host Adapters] を選択して [OK] をクリックします。

5 Windows NT CD を挿入し、[OK] をクリックします。

6 仮想マシンを再起動します。

Linux ホストの SCSI デバイスに対する同時アクセス問題の回避
Workstation Pro では、複数のプログラムが同じ /dev/sg エントリを同時に使用できないようになっています
が、/dev/sg エントリと従来の /dev エントリの同時使用を常に禁止することはできません。

汎用 SCSI ドライバは、/dev 内の各 SCSI デバイスに対してマッピングを設定します。各エントリは、sg（汎用 SCSI ド
ライバの略）で始まり、後に 1 つの数字が続きます。たとえば、/dev/sg0 は最初の汎用 SCSI デバイスを指します。各
エントリは、/proc/scsi/scsi に指定されている順序で SCSI デバイスに対応します。この順序は、ID 値が一番低い
アダプタのデバイス ID が小さいものからデバイス ID が大きなものへ、ID 値とデバイス ID 値が最も高いアダプタまで順
番に並べられています。

テープ ドライブ、ディスク ドライブ、および CD-ROM ドライブなどの一部の Linux デバイスには、すでに /dev エン
トリ（それぞれ、st、sd、および sr）が割り当てられています。汎用 SCSI ドライバがインストールされている場合、
Linux はこのようなデバイスを、従来のエントリだけでなく、/dev にある sg エントリも使用して認識します。

同時アクセス問題を回避するため、仮想マシンで使用する SCSI デバイスを指定する際に、/dev/st0 または /dev/sr0
を指定しないでください。

重要   同じ汎用 SCSI デバイスをホスト システムとゲスト OS の両方で使用しないようにしてください。予期しない動作、
およびデータの喪失や破損が発生する可能性があります。

汎用 SCSI デバイスの検出に関する問題のトラブルシューティング
汎用 SCSI デバイスを仮想マシンに追加するときに、使用可能な SCSI デバイスのリストに目的のデバイスが表示されない
場合があります。

問題

汎用 SCSI デバイスを仮想マシンに追加したにもかかわらず、使用可能な SCSI デバイスのリストに追加したデバイスが表
示されない場合があります。
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原因

これは、目的のデバイスのドライバがホスト システムにインストールされていない、ホスト システム上の特定のドライ
バが存在するために目的のデバイスが検出されなくなっている、またはホスト OS にドライバが用意されていないデバイ
スを仮想マシンで使用していることが原因です。

解決方法

1 デバイスがホスト システムで使用する SCSI バスの番号を確認します。

すべての IDE バスに番号が割り当てられた後に、ホスト OS によって SCSI バスに番号が割り当てられます。たとえ
ば、2 つの IDE バスがある場合、それらに割り当てられる番号は 0 と 1 です。最初の SCSI バスにはバス番号 2 が割
り当てられます。winobj などのサードパーティ製ツールを使用して、SCSI バスの番号を確認することもできます。

2 デバイスが仮想マシンとホスト システムで使用するターゲット ID を確認します。

この ID は、通常デバイスのジャンパーやスイッチによって設定されます。

3 目的のデバイスのデバイス ドライバがホスト システムにインストールされているかどうかを確認します。

デバイス ドライバがインストールされていない場合は、インストールして、目的のデバイスが表示されるかどうか
確認します。デバイスが使用中であるためにホストとゲスト間で発生する競合を回避するには、ホスト システムに
ドライバをインストールしないようにします。

4 元の SCSI デバイス ドライバがホスト システムにすでにインストールされている場合は、そのドライバを無効にしま
す。

デバイス ドライバがデバイスを所有している場合、一部の Windows オペレーティング システムは、アダプタから
の送信コマンドを処理しません。

5 仮想マシンをパワーオフし、仮想マシン構成ファイル（.vmx）をテキスト エディタで開きます。

6 仮想マシン構成ファイル（.vmx）に次の行を追加または変更します。

scsiZ:Y.fileName = "<deviceName>"

Z は、デバイスが仮想マシン内で使用する SCSI バスの番号です。<deviceName> には、scsiX:Y という形式を
用います。ここで、X はデバイスがホスト システム上で使用する SCSI バスの番号、Y はデバイスが仮想マシンとホ
スト システムの両方で使用するターゲット ID です。

たとえば、問題のあるデバイスが CD-ROM ドライブで、既存のエントリが scsi0:4.fileName = "CdRom0"、
ホスト システム上のデバイスのバス番号が 2、ターゲット ID が 4 の場合は、この行を
scsi0:4.fileName = "scsi2:4" に変更します。

7 仮想マシンに SCSI デバイスが含まれていない場合に、新しい仮想 SCSI アダプタに汎用 SCSI デバイスを追加した
り、既存の SCSI デバイスを汎用 SCSI デバイスとして使用するには、次の行を仮想マシン構成ファイル（.vmx）に
追加します。

scsiZ:Y.deviceType = "scsi-passthru"

8 仮想マシンに SCSI デバイスが含まれていない場合に、新しい仮想 SCSI アダプタに汎用 SCSI デバイスを追加する場
合には、次の行を仮想マシン構成ファイル（.vmx）に追加します。

scsiZ:Y.present = "true"
scsiZ.present = "true"
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8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの構成
仮想対称型マルチプロセッシング（SMP）を使用すると、複数の論理プロセッサを持つホスト システム上の仮想マシン
に、プロセッサを割り当て、プロセッサごとにコアを割り当てることができます。

Workstation Pro は、2 つ以上の物理 CPU を備えたマルチプロセッサ ホスト、マルチコア CPU を備えたシングルプロ
セッサ ホスト、ハイパースレッド対応のシングルプロセッサ ホストは、2 つの論理プロセッサを備えていると見なします。

注意   ハイパースレッド処理されているユニプロセッサ ホストでは、仮想 SMP を持つ仮想マシンのパフォーマンスが標
準を下回る場合があります。マルチプロセッサ ホストであっても、物理的に使用可能な量を超える CPU リソースを必要
とする複数のワークロードを実行してオーバーコミットした場合、パフォーマンスが影響を受けます。

複数のデュアルプロセッサ仮想マシンを同時にパワーオンし、実行することができます。各仮想マシンにおけるプロセッ

サの数は、仮想マシンの概要ビューに表示されます。

8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの構成
既存の仮想マシンに 8 Way 仮想対称型マルチプロセッシング（SMP）を構成できます。

注意   新規の仮想マシンの場合は、[新規仮想マシン] ウィザードでカスタム構成オプションを選択するとき、プロセッサ
の数を指定できます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [プロセッサ] を選択します。

3 [プロセッサ数] の設定を 8 に変更します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

9 個以上の仮想プロセッサが指定された仮想マシンの使用
Workstation Pro がマルチプロセッサ ホスト システムで実行している場合、9 個以上の仮想プロセッサが割り当てられ
た仮想マシンを開くことができます。プロセッサ数は、仮想マシンのパワーオン前に変更する必要があります。

プロセッサ数は、仮想マシンの概要ビュー、または仮想マシンのハードウェア設定を表示して確認できます。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [プロセッサ] を選択します。

[プロセッサ数] は [その他（x）] に設定されていることを確認します。[x] は、最初に指定されたプロセッサの数で
す。Workstation Pro は 9 個以上のプロセッサをサポートしませんが、このプロセッサ数のオリジナル構成設定を
保存します。

3 [プロセッサ数] の設定を [1]、[2]、[4]、[8]、[16] に変更します。

この設定に対する変更をコミットすると、プロセッサ数に関するオリジナルの設定は破棄され、オプションとして表

示されなくなります。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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キーボード機能の構成

Workstation Pro でホット キーに使用するキーの組み合わせと VNC クライアントで使用するキーボードの言語を変更で
きます。Windows および Linux ホスト システムのプラットフォーム固有のキーボード機能も構成できます。

n 仮想マシンの拡張仮想キーボード機能の使用 (P. 162)

拡張仮想キーボード機能は、各国語対応のキーボードや特殊なキーを持つキーボードを適切に処理します。この機

能は Windows ホスト システム上でのみ利用可能です。

n 一般的な操作に使用するホット キーの組み合わせの変更 (P. 163)

一般的な仮想マシン操作の実行に使用するホット キーの組み合わせを変更できます。

n ユニティ モードに使用するホット キーの組み合わせの変更 (P. 164)

ユニティ モードで [スタート] メニューおよび [アプリケーション] メニューにアクセスするために使用するホット
キーの組み合わせを変更できます。

n リモート X サーバのキーボード マッピングの構成 (P. 164)

キーボードは、ローカル X サーバでは正常に動作する場合でも、同じ仮想マシンをリモート X サーバで実行する
と、正常に動作しない場合があります。

n 特定のキーのマッピングの変更 (P. 166)

仮想マシンでキーボードの一部のキーが正常に動作しない場合は、マッピングを変更するプロパティを設定するこ

とができます。特定のキーのマッピング方法を変更するには、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）または

~/.vmware/config に適切なプロパティを追加します。

n Keysyms のマッピング方法の構成 (P. 166)

キー コード マッピングを利用できない、またはその機能が無効になっている場合、Workstation Pro は keysyms
を v-scan コードにマッピングします。言語固有のキーボードが Workstation Pro でサポートされていないように
思われる場合、使用する keysyms 表を Workstation Pro に指示するプロパティを設定する必要があります。

n v-scan コード表 (P. 167)

キーまたは keysyms のマッピング方法を変更する場合、v-scan コードを指定します。

仮想マシンの拡張仮想キーボード機能の使用

拡張仮想キーボード機能は、各国語対応のキーボードや特殊なキーを持つキーボードを適切に処理します。この機能は

Windows ホスト システム上でのみ利用可能です。

また、拡張仮想キーボード機能では、迅速にキーボード入力が直接処理されるため、Windows のキー操作処理やすでに
下位層に存在しないマルウェアを迂回でき、セキュリティも向上します。拡張仮想キーボード機能を使用した場合、<Ctrl>
+ <Alt> + <Delete> を押すとゲスト OS のみ動作します。

注意   拡張仮想キーボード設定は、共有仮想マシンやリモート仮想マシンに対して構成できません。

開始する前に

n 仮想マシンをパワーオフします。

n Workstation Pro の初期インストールまたはアップグレード時に拡張キーボード ユーティリティ機能をインストー
ルしなかった場合は、プログラム メンテナンス モードで Workstation Pro インストーラを実行してインストールし
ます。「Windows ホストの拡張仮想キーボードのインストール (P. 163)」を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [オプション] タブで [全般] を選択します。
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3 [拡張仮想キーボード] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

オプション 説明

オフ 仮想マシンは、拡張仮想キーボード機能を使用しません。デフォルトの値は、次のと

おりです。

可能な場合に使用（推奨） 仮想マシンは、拡張仮想キーボード ドライバがホスト システムにインストールされ
ている場合のみ、拡張仮想キーボード機能を使用します。

必須 仮想マシンは、必ず拡張仮想キーボード機能を使用します。このオプションを選択し、

拡張キーボード ドライバがホスト システムにインストールされていない場合、
Workstation Pro はエラー メッセージを返します。

 

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

Windows ホストの拡張仮想キーボードのインストール

拡張仮想キーボード機能を仮想マシンで使用するには、Windows ホスト システムに拡張キーボード ドライバをインス
トールする必要があります。Workstation Pro の初期インストールまたはアップグレード時に拡張キーボード ドライバ
をインストールしなかった場合は、プログラム メンテナンス モードで Workstation Pro インストーラを実行してインス
トールできます。

開始する前に

ホスト システム上で管理者権限を持っていることを確認します。

手順

1 Administrator ユーザーまたはローカルの Administrators グループのメンバーとして、Windows ホスト システム
にログインします。

ドメインにログインする場合、ドメイン アカウントもローカルの Administrator である必要があります。

2 VMware-workstation-<xxxx>-<xxxx>.exe ファイルをダブルクリックします。ここで、<xxxx>-<xxxx> は
バージョン番号とビルド番号です。

3 [変更] を選択します。

4 [拡張キーボード ユーティリティ] を選択します。

5 プロンプトの指示に従って、インストールを完了します。

次に進む前に

仮想マシンの拡張仮想キーボード機能を有効にします。「仮想マシンの拡張仮想キーボード機能の使用 (P. 162)」を参照し
てください。

一般的な操作に使用するホット キーの組み合わせの変更
一般的な仮想マシン操作の実行に使用するホット キーの組み合わせを変更できます。

ホット キーを構成することで、特定のキーの組み合わせ（Ctrl + Alt + Del キーなど）がゲスト OS に送信されずに
Workstation Pro で受信されてしまうことを防ぐことができます。ホット キーの組み合わせを使用して仮想マシン間の
切り替え、フル スクリーン モードの開始または終了、入力の解放、Ctrl + Alt + Del の仮想マシンのみへの送信、コマン
ドの仮想マシンのみへの送信を実行できます。

開始する前に

デフォルトのホット キーの組み合わせについて理解しておく必要があります。「ホット キーの組み合わせ (P. 35)」を参照
してください。

手順

1 [編集] - [環境設定] - [ホット キー] を選択します。
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2 一般的な仮想マシン操作のホット キーの組み合わせを変更するには、ダイアログ ボックス上で 1 つ以上のホット
キーボタンをクリックします。

たとえば、現在の仮想マシンからのコントロールの解放に Ctrl + Shift を使用するには、[Ctrl] ボタンと [Shift] ボタ
ンをクリックします。

ホット キー ボタンの下のテキストに、新しいホット キーの組み合わせについての説明が表示されます。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

キーの組み合わせでの <Ctrl> + <Alt> の使用

<Ctrl> + <Alt> は、Workstation Pro にマウスとキーボードの入力を解放するように促すキーの組み合わせであるため、
<Ctrl> + <Alt> を含むホットキーの組み合わせはゲスト OS に渡されません。キーの組み合わせに <Ctrl> +<Alt> を含
める場合は、<Space> キーを使用する必要があります。

手順

1 <Ctrl> + <Alt> + スペースバーを押します。

2 <Ctrl> と <Alt> を放さずにスペースバーを放します。

3 キーの組み合わせの 3 つ目のキーを押して、ゲスト OS に送信します。

ユニティ モードに使用するホット キーの組み合わせの変更
ユニティ モードで [スタート] メニューおよび [アプリケーション] メニューにアクセスするために使用するホット キーの
組み合わせを変更できます。

手順

1 [編集] - [環境設定] - [ユニティ] を選択します。

2 新しい ホット キーの組み合わせを [ホット キー] テキスト ボックスに入力します。

3 ユニティ モードを開始した時に Workstation Pro を最小化するには、[ユニティに切り替わる際に Workstation を
最小化] を選択します。

仮想マシンをユニティ モードで実行し、同時に Workstation Pro ウィンドウでのみアクセス可能な他の仮想マシン
を実行する予定がある場合には、この設定を選択しないでください。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

リモート X サーバのキーボード マッピングの構成
キーボードは、ローカル X サーバでは正常に動作する場合でも、同じ仮想マシンをリモート X サーバで実行すると、正常
に動作しない場合があります。

ローカル X サーバの場合は、Workstation Pro が X キー コードを PC スキャン コードにマッピングし、キーを正しく識
別します。Workstation Pro は、リモート X サーバを実行しているのが PC なのか異種のコンピュータなのかを判別でき
ないため、このキー コード マッピングをローカル X サーバだけで使用します。Workstation Pro にキー コード マッピ
ングを使用するプロパティを設定できます。詳細については、「X キー コードと Keysyms について (P. 165)」を参照し
てください。

リモート X サーバのキーボード マッピングを構成するには、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）または
~/.vmware/config に適切なプロパティを追加します。

開始する前に

n リモート X サーバが、PC 上で実行されている XFree86 サーバであることを確認してください。
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n 仮想マシンをパワーオフして、Workstation Pro を終了します。

注意   キーボードが、ローカルで実行されている XFree86 サーバ上で正常に動作しない場合は、当社のテクニカル サポー
トにお問合せください。

手順

n XFree86 ベースのサーバを使用しているが、Workstation Pro が XFree86 サーバとして認識しない場合は、
xkeymap.usekeycodeMap プロパティを追加し、その値を TRUE に設定します。

このプロパティは、サーバ タイプに関わらず常にキー コード マッピングを使用するように Workstation Pro に指
示します。

例： xkeymap.usekeycodeMap = "TRUE"

n Workstation Pro がリモート サーバを XFree86 サーバとして認識しない場合は、
xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 プロパティを追加し、その値を TRUE に設定します。

このプロパティは、XFree86 サーバの使用時は、リモートであってもキー コード マッピングを使用するように
Workstation Pro に指示します。

例： usekeycodeMapIfXFree86 = "TRUE"

X キー コードと Keysyms について

PC キーボードのキーを押すと、大まかなキーの位置に基づいた PC スキャン コードが生成されます。たとえば、ドイツ
語キーボードの <Z> キーは、英語キーボードの <Y> キーと同じ位置にあるため、同じコードを生成します。ほとんどの
キーには 1 バイトのスキャン コードが割り当てられており、残りのキーには頭に 0xe0 が付いた 2 バイトのスキャンコー
ドが割り当てられています。

Workstation Pro の内部では、単一の 9 ビットの数値からなる PC スキャン コードを単純化した、v-scan コードと呼ば
れるコードを使用しています。v-scan コードは、3 桁の 16 進数として記述されます。最初の桁は 0 か 1 です。たとえ
ば、キーボードの左側の <Ctrl> キーには 1 バイトのスキャン コード（0x1d）が割り当てられ、v-scan コードは 0x01d
です。キーボードの右側の <Ctrl> キーのスキャン コードは 2 バイト（0xe0, 0x1d）で、v-scan コードは 0x11d です。

PC 上の XFree86 サーバでは、X キー コードから PC スキャン コード（Workstation Pro が使用している v-scan コー
ド）へのマッピングは 1 対 1 で行われます。Workstation Pro が XFree86 サーバでホストされており、ローカルの仮想
マシンを実行している場合は、X キー コードから v-scan コードへ組み込まれたマッピングを利用します。このマッピン
グはキーボードの種類には関係なく、ほとんどの言語に対して有効なはずです。XFree86 サーバやローカル サーバを使
用しないケースでは、Workstation Pro がキーボードに固有の表を利用して v-scan コードに keysyms をマッピングし
なければなりません。

X サーバは、X キー コードと keysym を含む、2 段階のキー エンコードを使用しています。X キー コードは 1 バイト値
です。一方、キーへのキー コードの割り当ては、X サーバの実装と物理キーボードによって異なります。このため一般的
に、X アプリケーションはキー コードを直接使用することができません。代わりに、キー コードは、Space、Escape、
x、2 といった名前が設定された keysyms にマッピングされます。X アプリケーションを利用し、
XChangeKeyboardMapping() という関数または xmodmap というプログラムを使用してこのマッピングを制御でき
ます。また、キーボードのマッピングを調べるには、xev コマンドを使用できます。このコマンドは、そのウィンドウに
入力されたキーのキー コードと keysyms を表示します。

キー コードは物理キーに大まかに対応しており、keysyms はキーの上に表示されている記号に対応したものです。たと
えば、PC 上で稼動する XFree86 サーバを例に取ると、ドイツ語キーボードの <Z> キーは英語キーボードの <Y> キー
と同じキー コードを持ちます。ドイツ語の <Z> keysyms は英語の <Y> keysyms ではなく、<Z> keysyms と同じです。
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特定のキーのマッピングの変更

仮想マシンでキーボードの一部のキーが正常に動作しない場合は、マッピングを変更するプロパティを設定することがで

きます。特定のキーのマッピング方法を変更するには、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）または ~/.vmware/config
に適切なプロパティを追加します。

開始する前に

n X サーバが、PC 上で実行されている XFree86 サーバであることを確認してください。X サーバがリモートである場
合は、キー コード マッピングを使用するように構成します。「リモート X サーバのキーボード マッピングの構
成 (P. 164)」を参照してください。

n キーに割り当てられた X キー コードと対応する v-scan コードを特定します。キーに割り当てられた X キー コード
を確認するには、xev または xmodmap -pk を実行します。「v-scan コード表 (P. 167)」 にほぼすべての v-scan
コードが記載されています。

n 仮想マシンをパワーオフして、Workstation Pro を終了します。

手順

1 テキスト エディタで .vmx または ~/.vmware/config を開きます。

2 xkeymap.keycode.<code> プロパティを追加し、その値として v-scan コードを設定します。

<code> の値は 10 進数、v-scan_code は C のシンタックスの 16 進数（たとえば、0x001）でなければなりません。

次の例では、<left Ctrl> キーと <Caps Lock> キーを交換しています。

xkeymap.keycode.64 = "0x01d # X Caps_Lock -> VM left ctrl"
xkeymap.keycode.37 = "0x03a # X Control_L -> VM caps lock"

Keysyms のマッピング方法の構成
キー コード マッピングを利用できない、またはその機能が無効になっている場合、Workstation Pro は keysyms を v-
scan コードにマッピングします。言語固有のキーボードが Workstation Pro でサポートされていないように思われる場
合、使用する keysyms 表を Workstation Pro に指示するプロパティを設定する必要があります。

Workstation Pro は現在使用中の X キーマップをチェックして、使用する表を決定します。ただし、その決定プロセスは
完全ではありません。さらに、各マッピングは固定されており、すべてのキーボードや X キー コードから keysym への
マッピングに完全に対応してるわけではありません。たとえば、xmodmap を使用して、<Ctrl> キーと <Caps Lock>
キーを交換する場合、リモート サーバ（keysyms マッピング）使用時には仮想マシンのキーは置き換えられますが、ロー
カル サーバ（キー コード マッピング）使用時には置き換えられないことになります。こうした状況を修正するには、
Workstation Pro 内のキーを再マップする必要があります。

keysyms のマッピング方法を構成するには、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）または ~/.vmware/config に 1 つ
以上のプロパティを追加します。

開始する前に

n 複数のキーのマッピングを変更するには、各キーの keysym 名を特定します。keysym 名を調べるには、xev コマ
ンドまたは xmodmap -pk コマンドを使用します。X ヘッダ ファイル /usr/include/X11/keysymdef.h にも
keysyms の完全なリストが含まれています。keysym の名前は、その C 定数から最初の XK_ を除いたものと同じで
す。
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n 別の keysyms 表を使用するには、使用するマッピング表を特定します。マッピング表は、Workstation Pro インス
トール ディレクトリ（通常は /usr/lib/vmware）の xkeymap ディレクトリにあります。使用する表は、キー
ボードのレイアウトによって決定されます。一般的なディストリビューションには、米国およびヨーロッパ諸国向け

の PC キーボードと言語の表が含まれています。ほとんどの場合、101 キー（または 102 キー）と 104 キー（また
は 105 キー）の両方の変数を使用できます。

完全に正しいマッピング表がない場合は、最適なものを見つけ出し、それを新しい場所にコピーして、個々の keysym
マッピングを変更します。

n v-scan コードについて理解しておく必要があります。「v-scan コード表 (P. 167)」を参照してください。

n 仮想マシンをパワーオフして、Workstation Pro を終了します。

手順

n X キー コード マッピングを無効にして、キー コードではなく keysyms を v-scan コードにマッピングする場合は、
xkeymap.nokeycodeMap プロパティを追加して、その値を TRUE に設定します。

例：xkeymap.nokeycodeMap = "TRUE"

n xkeymap ディレクトリにお使いのキーボードの表が存在するにもかかわらず、Workstation Pro がそれを検出でき
ない場合は、xkeymap.language プロパティを追加して xkeymap ディレクトリ内のいずれかの表に設定します。

例：xkeymap.language = "<keyboard_type>"

キーボード表がお使いのキーボードに完全に対応していないためにキーボードが見つからない場合は、修正した表を

作成して、xkeymap.fileName プロパティを設定する必要があります。

n xkeymap ディレクトリにはない別の keysym マッピング表を使用する場合は、xkeymap.fileName プロパティを
追加し、使用する表へのパスに設定します。

例：xkeymap.fileName = "<file_path>"

このマッピング表には、各キーの keysym が <sym>="<v-scan_code>" という形式で定義されていなければなり
ません。ここで、<sym> の値は X keysym 名、<v-scan_code> は C のシンタックスの 16 進数（たとえば 0x001）
です。keysym ごとに改行します。

注意   keysym マッピングをすべて自分で作成するのは大変なので、通常は、既存の表を編集して少し手を加えるよ
うにしてください。

n いくつかのキーの keysyms のマッピングを変更するには、キーごとにそれぞれ別の行で xkeymap.keysym プロパ
ティを入力します。

例： xkeymap.keysym.<sym> = "<v-scan_code>"

<sym> の値は X keysyms 名である必要があります。また、<v-scan_code> は C のシンタックスの 16 進数（た
とえば 0x001）です。

v-scan コード表
キーまたは keysyms のマッピング方法を変更する場合、v-scan コードを指定します。

次に、104 キー US キーボード用の v-scan コードを示します。

表 6‑1.  104 キー US キーボード用の v-scan コード

シンボル Shift 時のシンボル 場所 v-scan コード

Esc   0x001

1 !  0x002

2 @  0x003

3 #  0x004
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表 6‑1.  104 キー US キーボード用の v-scan コード (続き)

シンボル Shift 時のシンボル 場所 v-scan コード

4 $  0x005

5 %  0x006

6 ^  0x007

7 &  0x008

8 *  0x009

9 (  0x00a

0 )  0x00b

- _  0x00c

= +  0x00d

Backspace   0x00e

Tab   0x00f

Q   0x010

W   0x011

E   0x012

R   0x013

T   0x014

Y   0x015

U   0x016

I   0x017

O   0x018

P   0x019

[ {  0x01a

] }  0x01b

Enter   0x01c

Ctrl  左 0x01d

A   0x01e

S   0x01f

D   0x020

F   0x021

G   0x022

H   0x023

J   0x024

K   0x025

L   0x026

;   0x027

'   0x028

`   0x029

Shift  左 0x02a

\ |  0x02b
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表 6‑1.  104 キー US キーボード用の v-scan コード (続き)

シンボル Shift 時のシンボル 場所 v-scan コード

Z   0x02c

X   0x02d

C   0x02e

V   0x02f

B  0x030

N   0x031

M   0x032

, <  0x033

. >  0x034

/ ?  0x035

Shift  右 0x036

*  数字パッド 0x037

Alt  左 0x038

スペース バー   0x039

Caps Lock   0x03a

F1   0x03b

F2   0x03c

F3   0x03d

F4   0x03e

F5   0x03f

F6   0x040

F7   0x041

F8   0x042

F9   0x043

F10   0x044

Num Lock  数字パッド 0x045

Scroll Lock   0x046

Home 7 数字パッド 0x047

上矢印 8 数字パッド 0x048

PgUp 9 数字パッド 0x049

- 数字パッド 0x04a

左矢印 4 数字パッド 0x04b

5 数字パッド 0x04c

右矢印 6 数字パッド 0x04d

+ 数字パッド 0x04e

End 1 数字パッド 0x04f

下矢印 2 数字パッド 0x050

PgDn 3 数字パッド 0x051

Ins 0 数字パッド 0x052
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表 6‑1.  104 キー US キーボード用の v-scan コード (続き)

シンボル Shift 時のシンボル 場所 v-scan コード

Del  数字パッド 0x053

F11   0x057

F12   0x058

Break Pause  0x100

Enter  数字パッド 0x11c

Ctrl  右 0x11d

/  数字パッド 0x135

SysRq Print Scrn  0x137

Alt  右 0x138

Home  ファンクションパッド 0x147

上矢印  ファンクションパッド 0x148

Page Up  ファンクションパッド 0x149

左矢印  ファンクションパッド 0x14b

右矢印  ファンクションパッド 0x14d

End  ファンクションパッド 0x14f

下矢印  ファンクションパッド 0x150

Page Down  ファンクションパッド 0x151

Insert  ファンクションパッド 0x152

Delete  ファンクションパッド 0x153

Windows  左 0x15b

Windows  右 0x15c

メニュー   0x15d

84 キーのキーボードには、数字パッドに <Sys Req> キーが存在します。v-scan コードは 0x054 です。

US 以外のキーボードには通常、左の <Shift> キーの隣にもう１つキーがあります（多くの場合、< > または < > |）。こ
のキーの v-scan コードは 0x056 です。

仮想マシンのハードウェア設定の変更

仮想マシンのメモリ、プロセッサ、仮想および物理ハード ディスク、CD-ROM/DVD ドライブ、フロッピー ドライブ、
仮想ネットワーク アダプタ、USB コントローラ、サウンド カード、シリアル ポート、汎用 SCSI デバイス、プリンタ、
ディスプレイ設定を変更できます。

手順

1 仮想マシンを選択して、[仮想マシン] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブをクリックします。

3 変更するハードウェア設定を選択します。

4 ハードウェア設定の変更方法については、[ヘルプ] をクリックしてください。

ハードウェア設定を変更する前に、仮想マシンをパワーオフする必要があります。
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ネットワーク接続の構成 7
Workstation Pro では、ブリッジ ネットワーク、ネットワーク アドレス変換 (NAT)、ホストオンリー ネットワーク、お
よびカスタム ネットワークの各オプションを使用して、仮想ネットワーク用に仮想マシンを構成できます。すべてのネッ
トワーク構成に必要なソフトウェアは、Workstation Pro のインストール時にホスト システムにインストールされます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想ネットワーク コンポーネントについて (P. 171)

n 一般的なネットワーク構成について (P. 172)

n デフォルト ネットワーク構成の変更 (P. 173)

n ブリッジ ネットワークの構成 (P. 176)

n ネットワーク アドレス変換の構成 (P. 179)

n ホストオンリー ネットワークの構成 (P. 189)

n ホストオンリー ネットワークおよび NAT 構成での IP アドレスの割り当て (P. 195)

n LAN セグメントの構成 (P. 199)

n Workstation Pro での Samba の構成 (P. 200)

n Linux ホスト上におけるプロミスキャス モードでの仮想ネットワーク アダプタの使用 (P. 201)

n 仮想マシンの MAC アドレスの管理と変更 (P. 201)

n カスタム ネットワーク構成のサンプル (P. 203)

仮想ネットワーク コンポーネントについて
Workstation Pro の仮想ネットワーク コンポーネントには、仮想スイッチ、仮想ネットワーク アダプタ、仮想 DHCP
サーバ、NAT デバイスが含まれます。

仮想スイッチ

仮想スイッチは、物理スイッチと同様にネットワーク コンポーネント同士を接続します。仮想スイッチには VMnet0、
VMnet1、VMnet2 というように名前が付けられ、仮想ネットワークとも呼ばれます。デフォルトでは、いくつかの仮想
スイッチが特定のネットワークにマップされています。
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表 7‑1.  デフォルトの仮想ネットワークのスイッチ

ネットワークの種類 スイッチ名

ブリッジ VMnet0

NAT VMnet8

ホストオンリー VMnet1

Workstation Pro は必要に応じて仮想スイッチを作成します。Windows ホスト システムの場合は最大 20 個、Linux ホ
スト システムの場合は最大 255 個の仮想スイッチが作成されます。1 つの仮想スイッチに接続できる仮想ネットワーク
デバイスの数は、Windows ホスト システムでは制限がありません。Linux ホスト システムでは最大 32 個です。

注意   Linux ホスト システムでは、仮想スイッチ名はすべて小文字（vmnet0 など）です。

仮想ネットワーク アダプタ
[新規仮想マシン] ウィザードを使用して仮想マシンを新規作成するとき、ウィザードは仮想マシンの仮想ネットワーク ア
ダプタを作成します。仮想ネットワーク アダプタは、AMD PCNET PCI アダプタまたは Intel Pro/1000 MT サーバ アダ
プタとしてゲスト OS に認識されます。Windows Vista および Windows 7、Windows 8 ゲスト OS では、Intel Pro/1000
MT サーバ アダプタとして認識されます。

Workstation 6.0 以降の仮想マシンには、最大 10 個の仮想ネットワーク アダプタを設定できます。Workstation 5.x 仮
想マシンでは、仮想ネットワーク アダプタを 3 つまで使用できます。

仮想 DHCP サーバ
仮想ダイナミック ホスト構成プロトコル（DHCP）サーバは、外部ネットワークにブリッジされていない構成において、
仮想マシンに IP アドレスを提供します。たとえば、仮想 DHCP サーバは、ホストオンリー構成と NAT 構成の仮想マシ
ンに IP アドレスを割り当てます。

NAT デバイス
NAT 構成では、NAT デバイスは各仮想マシンと外部ネットワーク間におけるネットワーク データを渡し、各仮想マシン
に送られてくるデータ パケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに送信します。

一般的なネットワーク構成について

仮想マシンのブリッジ ネットワーク、NAT、ホストオンリー ネットワークを構成できます。仮想ネットワーク コンポー
ネントを使用して、高度なカスタム仮想ネットワークを作成することもできます。

ブリッジ ネットワークを使用
ブリッジ ネットワークでは、ホスト システムのネットワーク アダプタを使用して仮想マシンをネットワークに接続しま
す。ホスト システムがネットワークに接続されている場合、一般的にブリッジ ネットワークは仮想マシンをネットワー
クにアクセスさせる最も簡単な方法です。

Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ブリッジ ネットワーク（VMnet0）
が設定されます。

NAT ネットワーク
NAT を使用する場合、仮想マシンは外部ネットワークに独自の IP アドレスを持ちません。代わりに、独立したプライベー
ト ネットワークがホスト システムで設定されます。デフォルトの構成では、仮想マシンはこのプライベート ネットワー
ク上のアドレスを仮想 DHCP サーバから取得します。仮想マシンとホスト システムが 1 つのネットワーク ID を共有し
ます。このネットワーク ID は、外部ネットワークからは見えません。
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Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、NAT ネットワーク（VMnet8）が
設定されます。[新規仮想マシン] ウィザードで、仮想マシンを新規作成して標準構成タイプを選択すると、デフォルトの
NAT ネットワークを使用するように仮想マシンが構成されます。

設定できる NAT ネットワークは 1 つだけです。

ホストオンリー（Host-Only）ネットワーク
ホストオンリー ネットワークは、ホスト コンピュータ内部で完結するネットワークを作成します。ホストオンリー ネッ
トワークは、ホスト OS に表示される仮想ネットワーク アダプタを使用して、仮想マシンとホスト システムとの通信を実
現します。

Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ホストオンリー ネットワーク
（VVMnet1）が構築されます。

カスタム ネットワーク構成
Workstation Pro の仮想ネットワーク コンポーネントを使用すると、高度な仮想ネットワークを構築できます。仮想ネッ
トワークは、1 つ以上の外部ネットワークに接続したり、ホスト システム上で全体を実行したりすることもできます。仮
想ネットワーク エディタを使用してホスト システム上の複数のネットワーク カードを構成し、複数の仮想ネットワーク
を作成できます。

デフォルト ネットワーク構成の変更
[新規仮想マシン] ウィザードで標準のネットワーク オプションを選択すると、仮想マシンのネットワーク構成がセット
アップされます。

標準的な構成では、[新規仮想マシン] ウィザードは仮想マシンに NAT を設定します。ブリッジ ネットワークまたはホス
トオンリー ネットワークを構成するには、カスタム構成オプションを選択する必要があります。ウィザードにより、仮想
マシンが適切な仮想ネットワークに接続されます。

仮想マシンのネットワーク構成は、仮想マシン設定で変更できます。たとえば、仮想マシン設定を使って仮想ネットワー

ク アダプタを追加したり、特定の仮想マシンの既存の仮想ネットワーク アダプタを変更したりできます。

仮想ネットワーク エディタを使用して、主要なネットワーク設定の変更、仮想ネットワークの追加と削除、およびカスタ
ム仮想ネットワーク構成の作成を実行できます。仮想ネットワーク エディタで行った変更は、ホスト システムで実行中
のすべての仮想マシンに影響します。

重要   仮想ネットワーク エディタで [デフォルトに戻す] をクリックしてネットワーク設定を復元すると、Workstation Pro
のインストール後に行ったネットワーク設定のすべての変更が永久に失われます。仮想マシンがパワーオン状態のときは、

デフォルトのネットワーク設定に復元しないでください。復元すると、ブリッジ ネットワークに重大な破損が発生するお
それがあります。

n 仮想マシンへの仮想ネットワーク アダプタの追加 (P. 174)

仮想マシンには、最大で 10 個の仮想ネットワーク アダプタを追加できます。

n 仮想マシンの既存の仮想ネットワーク アダプタの変更 (P. 174)

現在仮想マシンによって使用されている仮想ネットワーク アダプタの設定を変更できます。

n ホスト仮想ネットワーク アダプタの切断 (P. 175)

Workstation Pro をインストールすると、ホスト OS の構成に 2 つの仮想ネットワーク アダプタ (VMware Network
Adapter VMnet1 と VMware Network Adapter VMnet8) が追加されます。これらの仮想ネットワーク アダプ
タのどちらか一方または両方を切断すれば、ホスト システムのパフォーマンスを向上させることができます。

n 仮想マシンでのバンド幅およびパケット ロスの設定の構成 (P. 176)

仮想ネットワーク アダプタの詳細設定で、仮想マシンの送受信データ転送に関するバンド幅を制限したり、許容す
るパケット ロスの割合を指定します。
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仮想マシンへの仮想ネットワーク アダプタの追加
仮想マシンには、最大で 10 個の仮想ネットワーク アダプタを追加できます。

注意   Workstation 4/5.x 仮想マシンでは、仮想ネットワーク アダプタを 3 つまで使用できます。

開始する前に

ネットワーク構成の種類について理解しておく必要があります。「一般的なネットワーク構成について (P. 172)」 を参照
してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [追加] をクリックします。

3 [ネットワーク アダプタ] を選択します。

4 仮想ネットワーク アダプタの種類を選択します。

共有仮想マシンの場合は、[カスタム ネットワーク] や [LAN セグメント] を選択することはできません。リモート仮
想マシンの場合、カスタム ネットワークを選択する必要があります。

オプション 説明

ブリッジ 仮想マシンをネットワークに接続するには、ホスト システム上のネットワーク アダ
プタを使用します。仮想マシンは、ネットワーク上で、ホスト システムとはまったく
別の一意な ID を持ちます。

NAT 仮想マシンとホスト システムが 1 つのネットワーク ID を共有します。このネット
ワーク ID は、外部ネットワークからは見えません。このため、仮想マシンがネット
ワーク リソースに対するアクセス要求を送信した場合、ネットワーク リソースは、
ホスト システムから要求が送信されてきたように認識します。

ホストオンリー 仮想マシンとホスト仮想ネットワーク アダプタがプライベート イーサネット ネット
ワークに接続されます。このネットワークは、ホスト システム内部で完結するネット
ワークです。

カスタム ドロップダウン メニューから [カスタム ネットワーク] を選択します。VMnet0、
VMnet1、および VMnet8 もリストから選択できますが、通常これらはそれぞれ、ブ
リッジ、ホストオンリー、および NAT ネットワークに使用されます。

LAN セグメント ドロップダウン メニューから [LAN セグメント] を選択します。LAN セグメントは、
他の仮想マシンと共有されるプライベート ネットワークです。

 

5 [完了] をクリックすると、仮想マシンに仮想ネットワーク アダプタが追加されます。

6 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

7 ゲスト OS が新しいネットワークで正しい IP アドレスを使用するように構成されているか確認します。

a 仮想マシンが DHCP を使用している場合、リースを解放してから再取得します。

b IP アドレスを固定に設定した場合は、ゲスト OS に、正しい仮想ネットワーク上のアドレスが割り当てられて
いることを確認します。

仮想マシンの既存の仮想ネットワーク アダプタの変更
現在仮想マシンによって使用されている仮想ネットワーク アダプタの設定を変更できます。

開始する前に

ネットワーク構成の種類について理解しておく必要があります。「一般的なネットワーク構成について (P. 172)」 を参照
してください。
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手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、仮想ネットワーク アダプタを選択します。

3 仮想ネットワーク アダプタの種類を選択します。

共有仮想マシンの場合は、[カスタム ネットワーク] や [LAN セグメント] を選択することはできません。リモート仮
想マシンの場合、カスタム ネットワークを選択する必要があります。

オプション 説明

ブリッジ 仮想マシンをネットワークに接続するには、ホスト システム上のネットワーク アダ
プタを使用します。仮想マシンは、ネットワーク上で、ホスト システムとはまったく
別の一意な ID を持ちます。

NAT 仮想マシンとホスト システムが 1 つのネットワーク ID を共有します。このネット
ワーク ID は、外部ネットワークからは見えません。このため、仮想マシンがネット
ワーク リソースに対するアクセス要求を送信した場合、ネットワーク リソースは、
ホスト システムから要求が送信されてきたように認識します。

ホストオンリー 仮想マシンとホスト仮想ネットワーク アダプタがプライベート イーサネット ネット
ワークに接続されます。このネットワークは、ホスト システム内部で完結するネット
ワークです。

カスタム ドロップダウン メニューから [カスタム ネットワーク] を選択します。VMnet0、
VMnet1、および VMnet8 もこのリストから選択できますが、通常これらはそれぞ
れ、ブリッジ ネットワーク、ホストオンリー ネットワーク、および NAT ネットワー
クに使用されます。

LAN セグメント ドロップダウン メニューから [LAN セグメント] を選択します。LAN セグメントは、
他の仮想マシンと共有されるプライベート ネットワークです。

 

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

5 ゲスト OS が新しいネットワークで正しい IP アドレスを使用するように構成されているか確認します。

a 仮想マシンが DHCP を使用している場合、リースを解放してから再取得します。

b IP アドレスを固定に設定した場合は、ゲスト OS に、正しい仮想ネットワーク上のアドレスが割り当てられて
いることを確認します。

ホスト仮想ネットワーク アダプタの切断
Workstation Pro をインストールすると、ホスト OS の構成に 2 つの仮想ネットワーク アダプタ (VMware Network
Adapter VMnet1 と VMware Network Adapter VMnet8) が追加されます。これらの仮想ネットワーク アダプタのど
ちらか一方または両方を切断すれば、ホスト システムのパフォーマンスを向上させることができます。

これらのアダプタにもブロードキャスト パケットが送信されるため、仮想ネットワーク アダプタが存在すると、パフォー
マンスが多少低下します。Windows ネットワークでは、ネットワークの閲覧スピードが通常より低下する可能性があり
ます。場合によっては、これらのアダプタがホスト コンピュータのネットワーク構成に悪影響を及ぼす可能性があります。

ホスト仮想ネットワーク アダプタを切断した後、再接続できます。

開始する前に

n ホスト仮想ネットワーク アダプタを使用するかどうかを決定します。ホスト システムは、VMware Network Adapter
VMnet1 を使用してホストオンリー ネットワークに接続し、VMware Network Adapter VMnet8 を使用して NAT
ネットワークに接続します。

n Windows ホストの場合は、Administrator ユーザーとしてログインします。仮想ネットワーク エディタでネット
ワーク設定を変更できるのは Administrator ユーザーのみです。

n Linux ホストの場合は、root としてログインします。仮想ネットワーク エディタを使うには、root のパスワードを
入力する必要があります。
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手順

1 ホスト システム上で仮想ネットワーク エディタを起動します。

オプション 説明

Windows ホスト [編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。

Linux ホスト [アプリケーション] - [システム ツール] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。
お使いの Linux のバージョンによって、メニュー パスが異なる場合があります。コ
マンド ラインからコマンド vmware-netcfg を実行して仮想ネットワーク エディ
タを起動することもできます。

 

2 仮想ネットワークを選択します。

3 仮想ネットワークからホスト仮想ネットワーク アダプタを切断するには、[ホスト仮想アダプタをこのネットワーク
に接続する] を選択解除します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

仮想マシンでのバンド幅およびパケット ロスの設定の構成
仮想ネットワーク アダプタの詳細設定で、仮想マシンの送受信データ転送に関するバンド幅を制限したり、許容するパ
ケット ロスの割合を指定します。

注意   共有仮想マシンやリモート仮想マシンでは、仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を構成できません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで仮想ネットワーク アダプタを選択し、[詳細] をクリックします。

3 バンド幅の設定を選択します。

オプション 説明

特定のネットワーク接続タイプのデータ転送

速度に送受信データ転送を制限

[バンド幅] ドロップダウン メニューからネットワーク接続のタイプを選択します。
[Kbps] テキスト ボックスの値は、選択したネットワーク接続タイプのデータ転送速
度（KB/秒）に置き換わります。たとえば、[専用回線 T1（1.544 Mbps）] を選択す
ると、[Kbps] テキスト ボックスの値は 1544 に変更されます。

送受信データ転送を特定のデータ転送速度に

制限

[カスタム] を選択し、[Kbps] テキスト ボックスにデータ転送速度を KB/秒で入力し
ます。

 

4 送受信データ転送で許容するパケット ロスの割合を [パケット ロス（%）] テキスト ボックスに入力します。

デフォルトの設定は 0.0% です。

5 [OK] をクリックして、変更を保存します。

ブリッジ ネットワークの構成
Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ブリッジ ネットワーク（VMnet0）
が設定されます。ブリッジ ネットワークでは、ホスト システムのネットワーク アダプタを使用して仮想マシンをネット
ワークに接続します。ホスト システムがネットワークに接続されている場合、一般的にブリッジ ネットワークは仮想マ
シンをネットワークにアクセスさせる最も簡単な方法です。

ブリッジ ネットワークでは、仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタは、ホスト システムの物理ネットワーク アダプタ
に接続します。ホスト ネットワーク アダプタから、ホスト システムが使用する LAN に接続できます。ブリッジ ネット
ワークは、有線および無線のホスト ネットワーク アダプタで使用できます。
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ブリッジ ネットワークは、ホスト システムから独立したネットワーク上で独自の ID として仮想マシンを構成します。仮
想マシンはネットワークに独立した存在として参加します。ネットワーク上の他のマシンにアクセスすることができます

し、ネットワーク上の他のマシンも仮想マシンを物理コンピュータと認識して接続できます。

図 7‑1.  ブリッジ ネットワークの構成

ホスト
ネットワーク
アダプタ

仮想
ネットワーク
アダプタ

 仮想ネットワーク スイッチ 
(VMnet0)

仮想マシン

仮想ブリッジ

ホスト システム上のブリッジ ネットワークの設定の表示と変更、ブリッジ ネットワークに使用するネットワーク アダプ
タの決定、および特定の仮想スイッチへの特定のホスト ネットワーク アダプタのマップを行うことができます。

n ブリッジ ネットワーク環境における IP アドレスの割り当て (P. 177)

仮想マシンはブリッジ ネットワークに独自の ID を持つ必要があります。たとえば TCP/IP ネットワークでは、仮
想マシンに独自の IP アドレスが必要です。仮想マシンで利用できる IP アドレスの有無やゲスト OS で使用するネッ
トワーク設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

n ブリッジ仮想ネットワークの追加 (P. 178)

Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ブリッジ ネットワーク
（VMnet0）が設定されます。複数のネットワーク アダプタが存在するホスト システムに Workstation Pro をイン
ストールする場合、複数のブリッジ ネットワークを構成できます。

n 既存の仮想マシン向けのブリッジ ネットワークの構成 (P. 178)

既存の仮想マシンに対してブリッジ ネットワークを構成できます。

n VMnet0 のブリッジ ネットワーク設定の変更 (P. 179)

デフォルトで、VMnet0 は自動ブリッジ モードを使用するように設定されており、ホスト システム上でアクティ
ブなすべてのネットワーク アダプタにブリッジ接続されます。仮想ネットワーク エディタを使用し、VMnet0 を
特定のホスト ネットワーク アダプタ 1 つにブリッジするよう変更したり、VMnet0 が自動ブリッジ先に使用する
ホスト ネットワーク アダプタを限定したりできます。この変更は、ホスト システムでブリッジ ネットワークを使
用するすべての仮想マシンに影響します。

ブリッジ ネットワーク環境における IP アドレスの割り当て
仮想マシンはブリッジ ネットワークに独自の ID を持つ必要があります。たとえば TCP/IP ネットワークでは、仮想マシ
ンに独自の IP アドレスが必要です。仮想マシンで利用できる IP アドレスの有無やゲスト OS で使用するネットワーク設
定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

通常、IP アドレスなどのネットワーク詳細は、ゲスト OS が DHCP サーバから取得しますが、ユーザーが IP アドレスや
その他の詳細情報をゲスト OS に手動で設定しなければならない場合もあります。

複数のオペレーティング システムを起動する場合、ユーザーが一度に 1 つのオペレーティング システムしか実行しない
と想定して、すべてのシステムに同じアドレスを割り当ててしまうことがよくあります。複数のオペレーティング システ
ムを起動するように設定されたホスト システムで、そのオペレーティング システムの内 1 つ以上を仮想マシンで実行す
る場合、各オペレーティング システムに一意なネットワーク アドレスを構成する必要があります。
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ブリッジ仮想ネットワークの追加

Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ブリッジ ネットワーク（VMnet0）
が設定されます。複数のネットワーク アダプタが存在するホスト システムに Workstation Pro をインストールする場
合、複数のブリッジ ネットワークを構成できます。

たとえば、ホスト システムに 2 つのネットワーク アダプタがあり、それぞれが異なるネットワークに接続されている場
合、このホスト システム上の仮想マシンから両方のネットワーク アダプタにブリッジして、任意の物理ネットワークま
たは両方の物理ネットワークにアクセスできます。

開始する前に

n ブリッジ先に使用できるネットワーク アダプタがホスト システムに存在することを確認してください。使用可能な
ホスト ネットワーク アダプタのすべてが VMnet0 からブリッジされている場合（デフォルトの設定）は、この設定
を変更してアダプタを使えるようにします。「VMnet0 のブリッジ ネットワーク設定の変更 (P. 179)」を参照してく
ださい。

n Windows ホストの場合は、Administrator ユーザーとしてログインします。仮想ネットワーク エディタでネット
ワーク設定を変更できるのは Administrator ユーザーのみです。

n Linux ホストの場合は、root としてログインします。仮想ネットワーク エディタを使うには、root のパスワードを
入力する必要があります。

手順

1 [編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。

2 [ネットワークの追加] をクリックして、追加するネットワークを選択します。

VMnet2 ～ VMnet7 上にカスタム ブリッジ ネットワークを作成できます。Windows ホストの場合は、VMnet9
も使用できます。Linux の場合は、さらに VMnet10 ～ VMnet255 まで使用できます。

3 新しい仮想ネットワークを選択し、[ブリッジ（VM を外部ネットワークに直接接続）] を選択します。

4 [ブリッジ先] ドロップダウン メニューからブリッジ先のホスト ネットワーク アダプタを選択します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

既存の仮想マシン向けのブリッジ ネットワークの構成
既存の仮想マシンに対してブリッジ ネットワークを構成できます。

新しい仮想マシン向けにブリッジ ネットワークを構成するには、[新規仮想マシン] ウィザードを実行するとき、[ハード
ウェアをカスタマイズ] を選択します。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

3 [ブリッジ：物理ネットワークに直接接続] を選択します。

4 ノート型コンピュータまたはその他のモバイル デバイス上の仮想マシンを使用する場合は、[物理ネットワーク接続
の状態を複製する] を選択します。

この設定により、有線ネットワーク、または無線ネットワークから別のネットワークへ移動するとき、IP アドレスが
更新されます。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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VMnet0 のブリッジ ネットワーク設定の変更
デフォルトで、VMnet0 は自動ブリッジ モードを使用するように設定されており、ホスト システム上でアクティブなす
べてのネットワーク アダプタにブリッジ接続されます。仮想ネットワーク エディタを使用し、VMnet0 を特定のホスト
ネットワーク アダプタ 1 つにブリッジするよう変更したり、VMnet0 が自動ブリッジ先に使用するホスト ネットワーク
アダプタを限定したりできます。この変更は、ホスト システムでブリッジ ネットワークを使用するすべての仮想マシン
に影響します。

たとえば、VMnet0 を特定のホスト ネットワーク アダプタにブリッジするか、使用可能なホスト ネットワーク アダプタ
の一部に自動ブリッジするよう変更して、ブリッジ ネットワークをもう 1 つ作成するためにホスト ネットワーク アダプ
タを使用できるようにします。

重要   ホスト ネットワーク アダプタを別の仮想ネットワークに割り当てると、元のネットワークを使用していた仮想マシ
ンが、そのネットワークを介して外部ネットワークに接続できなくなります。そのため、影響を受ける各仮想マシンのネッ

トワーク アダプタ設定を個別に変更する必要があります。この制限は特に、ホスト システムに物理ネットワーク アダプ
タが 1 つしかなく、そのアダプタを VMnet0 以外の仮想ネットワークに割り当てた場合に問題となります。この場合、
仮想ネットワークは自動選択されたアダプタにブリッジされているように見えますが、使用可能な唯一のアダプタが別の

仮想ネットワークに割り当てられていることになります。

開始する前に

n Windows ホストの場合は、Administrator ユーザーとしてログインします。仮想ネットワーク エディタでネット
ワーク設定を変更できるのは Administrator ユーザーのみです。

n Linux ホストの場合は、root としてログインします。仮想ネットワーク エディタを使うには、root のパスワードを
入力する必要があります。

手順

1 [編集] - [仮想ネットワークの設定] を選択します。

2 [VMnet0] を選択します。

3 VMnet0 のブリッジ先となるホスト ネットワーク アダプタを変更します。

オプション 説明

特定のホスト ネットワーク アダプタへの
VMnet0 の自動ブリッジを回避

a [自動設定] をクリックします。
b ホスト ネットワーク アダプタのチェック ボックスの選択を解除します。
c [OK] をクリックします。

自動ブリッジを無効化して VMnet0 を特定
のホスト ネットワーク アダプタにブリッジ

[ブリッジ先] ドロップダウン メニューからホスト ネットワーク アダプタを選択します。

 

4 [OK] をクリックして、変更を保存します。

ネットワーク アドレス変換の構成
Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、NAT ネットワーク（VMnet8）が
設定されます。[新規仮想マシン] ウィザードを使用して標準仮想マシンを作成すると、デフォルトで NAT ネットワーク
を使用するように仮想マシンが構成されます。

NAT を使用する場合、仮想マシンは外部ネットワークに独自の IP アドレスを持ちません。代わりに、独立したプライベー
ト ネットワークがホスト システムで設定されます。デフォルトの構成では、仮想マシンはこのプライベート ネットワー
ク上のアドレスを仮想 DHCP サーバから取得します。
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図 7‑2.  NAT 構成
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仮想マシンとホスト システムが 1 つのネットワーク ID を共有します。このネットワーク ID は、外部ネットワークから
は見えません。NAT は、プライベート ネットワーク内での仮想マシンの IP アドレスをホスト システムの IP アドレスに
変換することによって機能します。仮想マシンがネットワーク リソースにアクセスするためのリクエストを送信すると、
ネットワーク リソースはホスト システムがリクエストを送信したかのように認識します。

ホスト システムでは、NAT ネットワーク上に仮想ネットワーク アダプタが設定されます。このアダプタにより、ホスト
システムと仮想マシンは相互に通信できます。NAT デバイスは、各仮想マシンと外部ネットワーク間におけるネットワー
ク データを渡し、各仮想マシンに送られてくるデータ パケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに送信します。

n NAT 構成の機能と制限事項 (P. 180)

IP アドレスの数が限られている場合、あるいはホスト システムが非イーサネット ネットワーク アダプタでネット
ワークに接続されている場合には、NAT が威力を発揮します。

n Windows ホストでの NAT 設定の変更 (P. 182)

NAT 設定を変更するには、仮想ネットワーク エディタを使用します。たとえば、ゲートウェイ IP アドレスの変更、
ポート転送の追加、DNS および NetBIOS 設定の変更などを行えます。

n NAT 構成ファイルの編集 (P. 184)

上級ユーザーであれば、NAT 構成ファイルを編集して、NAT の設定を変更できます。

n NetLogon での NAT の使用 (P. 187)

Windows ホスト システム上で実行する Windows 仮想マシンで NAT ネットワークを使用する場合、仮想マシン
から NetLogon を利用して Windows ドメインにログインして、WINS サーバが認識するファイル共有にアクセ
スできます。

n 1024 番より下のソース ポートからの接続指定 (P. 188)

NAT を使用する仮想マシンが、1024 より下のソース ポートを使用することを要求するサーバに接続を試みた場
合、NAT デバイスが 1024 より下のポートから要求を転送することが必要です。安全性の面から、一部のサーバで
は 1024 より下のソース ポートからの接続のみを受け入れます。

NAT 構成の機能と制限事項
IP アドレスの数が限られている場合、あるいはホスト システムが非イーサネット ネットワーク アダプタでネットワーク
に接続されている場合には、NAT が威力を発揮します。

NAT を選択すると、仮想マシンはさまざまな TCP/IP 標準プロトコルを使用して、外部ネットワーク上の他のマシンに接
続できるようになります。たとえば、HTTP を使用すると、Web サイトを表示したり、FTP でファイルを転送したり、
Telnet で別のコンピュータにログインしたりできます。ホスト システムのトークン リング アダプタを使って TCP/IP
ネットワークに接続することも可能です。NAT は、イーサネット、DSL、および電話モデムで使用できます。

デフォルトの NAT 構成では、外部ネットワークのコンピュータから仮想マシンに接続を開始することはできません。た
とえば、仮想マシンを Web サーバとして使用し、Web ページを外部ネットワークのコンピュータに送信することはでき
ません。この機能により、セキュリティ ソフトウェアがインストールされるまでの間、ゲスト OS がセキュリティ侵害か
ら保護されます。
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NAT 構成には、上記以外に以下の機能と制限事項があります。

n NAT 使用時のパフォーマンス低下 NAT では仮想マシンから送受信されるパケットはすべて NAT ネットワーク内に
留まる必要があるため、パフォーマンスの低下が発生していまいます。

n NAT の透過性NAT デバイスを手動で構成してサーバ接続をセットアップすることはできても、一般的に外部ネット
ワークから接続を開始することはできません。この結果、サーバ マシンから接続を開始する必要のある一部の TCP
および UDP プロトコルが自動的に動作しません。場合によってはまったく機能しないこともあります。

n NAT のファイアウォール NAT デバイスはプライベートな NAT ネットワーク側から接続を開始できるのに対し、外
部ネットワークのデバイスは一般的にプライベート NAT ネットワークへの接続を開始できないため、標準の NAT
構成では基本レベルのファイアウォール保護が提供されます。

NAT 構成での DHCP について

NAT 構成の場合、NAT デバイスを使用してネットワーク上で稼動する仮想マシンは、DHCP リクエストを送信して IP ア
ドレスをダイナミックに取得することができます。

デフォルト構成の場合、仮想 DHCP サーバは、<net>.128 ～ <net>.254 の範囲の IP アドレスをダイナミックに割り当
てます。ここで、<net> は、NAT ネットワークに割り当てられたネットワーク番号です。Workstation Pro は NAT ネッ
トワークに対して常にクラス C アドレスを使用します。<net>.3 ～ <net>.127 の IP アドレスは、固定 IP アドレスに使
用できます。IP アドレス net.1 はホスト仮想ネットワーク アダプタに、<net>.2 は NAT デバイスに割り当てられていま
す。

NAT ネットワーク上の仮想 DHCP サーバは、IP アドレスに加えて、仮想マシンの稼動を可能にする構成情報も送信しま
す。この情報には、デフォルト ゲートウェイや DNS サーバなどが含まれます。DHCP からの応答で、NAT デバイスは
IP アドレス <net>.2 をデフォルトのゲートウェイや DNS サーバとして使用するように仮想マシンに指示します。この
ルーティングによって、外部ネットワークに送信される全 IP パケットおよび DNS リクエストが NAT デバイスに転送さ
れます。

NAT デバイスについて

NAT デバイスは VMnet8 仮想スイッチに接続しています。NAT ネットワークに接続されている仮想マシンもまた、
VMnet8 仮想スイッチを使用します。

NAT デバイスは、VMnet8 仮想ネットワーク上の仮想マシンからパケットが送信されるのを待ちます。パケットが送信
されてくると、それを外部ネットワークに転送する前に、仮想マシンのアドレスをホスト システムのアドレスに変換しま
す。

外部ネットワークからプライベート ネットワークの仮想マシン宛てにデータが送信されてきた場合も、NAT デバイスが
データを受信し、ネットワーク アドレスを仮想マシンのアドレスに置き換えて、仮想ネットワーク上の仮想マシンにその
データを転送します。この変換は自動的に行われ、ゲスト OS とホスト システムでの構成はほとんど必要ありません。

NAT デバイスは DNS プロキシで、仮想マシンからの DNS リクエストをホスト システムが認識する DNS サーバに転送
します。応答は NAT デバイスに返信され、それがまた仮想マシンに転送されます。

仮想 DHCP サーバから構成情報を受け取った NAT ネットワーク上の仮想マシンは、NAT デバイスを DNS サーバとして
使用します。プライベートな NAT ネットワークの仮想マシンは、DNS を介してアクセスすることができません。NAT
ネットワークで稼動する仮想マシンが DNS 名で互いにアクセスするようにする場合は、NAT ネットワークに接続された
プライベートな DNS サーバを設定し、DNS サーバを使用するように仮想マシンを構成する必要があります。

NAT ネットワークから外部ネットワークへのアクセス

仮想マシンからネットワーク接続を開始する場合、NAT ネットワークの仮想マシンは TCP または UDP を使ったあらゆ
るプロトコルを Web ブラウザや Telnet、パッシブ モードの FTP、ストリーミング ビデオのダウンロードなど、クライ
アント アプリケーションのほとんどで使用できます。NAT デバイスには追加のプロトコル サポートが組み込まれており、
FTP や ICMP エコー（PING）が NAT デバイスを介して透過的に機能します。

外部ネットワークには、NAT ネットワーク上の仮想マシンがホスト システムとして認識されます。これは仮想マシンの
ネットワーク トラフィックがホスト システムの IP アドレスを使用するためです。仮想マシンは TCP/IP を使用して、ホ
スト システムからアクセス可能なあらゆるマシンにデータを送受信することができます。
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通信を実現するには、プライベートな NAT ネットワーク上の仮想マシンのアドレスと、外部ネットワーク上のホストの
ネットワーク アドレスとの間のマップを、NAT デバイスが設定する必要があります。仮想マシンの側から別のネットワー
ク リソースとのネットワーク接続を開始すると、このマップは自動的に作成されます。NAT ネットワーク上の仮想マシ
ンのユーザーが気が付かない内に、この操作は行われます。

NAT ネットワーク外部から NAT ネットワーク上の仮想マシンへと開始されるネットワーク接続は、透過的ではありませ
ん。外部ネットワークのマシンが NAT ネットワークの仮想マシンとの接続を開始しようとしても、NAT デバイスがリク
エストを転送しないため、通信は成功しません。ただし、NAT デバイスでポート転送を手動で構成し、特定ポート宛ての
ネットワーク トラフィックが自動的に NAT ネットワークの仮想マシンに転送されるように設定できます。

Windows オペレーティング システムや Samba が使用するファイル共有のタイプは、NAT ネットワークのコンピュー
タ間（仮想マシンおよびホスト システムを含む）でも利用できます。ネットワークで WINS サーバを使用している場合、
WINS サーバが認識するホスト システムの共有ファイルや共有フォルダが同じワークグループやドメインに属していれ
ば、NAT ネットワークを使用する仮想マシンからそれらにアクセスできます。

Windows ホストでの NAT 設定の変更
NAT 設定を変更するには、仮想ネットワーク エディタを使用します。たとえば、ゲートウェイ IP アドレスの変更、ポー
ト転送の追加、DNS および NetBIOS 設定の変更などを行えます。

Linux ホストで NAT 設定を変更するには、NAT 設定ファイルを編集します。「NAT 構成ファイルの編集 (P. 184)」を参
照してください。

開始する前に

n NAT 設定について理解しておく必要があります。「NAT 設定 (P. 183)」を参照してください。

n Administrator ユーザーとしてログインします。仮想ネットワーク エディタでネットワーク設定を変更できるのは
Administrator ユーザーのみです。

手順

1 Windows ホスト システムでは、[編集] - [仮想ネットワークの設定] を選択します。

2 NAT ネットワークを選択して [NAT 設定] をクリックし、NAT 設定を変更します。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
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NAT 設定

Windows ホストでは、仮想ネットワーク エディタを使用して、ゲートウェイ IP アドレスの変更、ポート転送の構成、
および NAT ネットワークの詳細設定の構成を実行できます。

表 7‑2.  NAT 設定

設定 説明

[ゲートウェイ IP] 選択したネットワークのゲートウェイ IP アドレスを指定します。

[ポートの転送] ポート転送用のポートを追加します。ポートの転送を使用すると、受信 TCP や受信 UDP の
リクエストを、NAT デバイスがサービスを提供する仮想ネットワーク上の特定の仮想マシン
に送信できます。

ホストのポート 受信 TCP ポートまたは受信 UDP ポートの番号。たとえば、受信
HTTP リクエストのポート番号は、通常は 80 です。

仮想マシンの IP アド
レス

受信リクエストの転送先仮想マシンの IP アドレス。

仮想マシンのポート 指定した仮想マシン上のリクエストに使用するポート番号。これ

には、一般的なポート番号（たとえば、HTTP 向けには 80）を使
用できます。また、仮想マシンで実行されるソフトウェアが特殊

なポート上のリクエストを受信できるように構成されている場合

は、そのようなポートを指定できます。

説明 （オプション）このテキスト ボックスを使用して、HTTP などの
転送されるサービスを指定できます。

既存のポートについて設定を変更するには、名前を選択して [プロパティ] をクリックします。

[アクティブ FTP を許可する] NAT デバイス経由でパッシブ モードの FTP のみを許可するかどうか指定します。

[すべての OUI を許可する] 仮想マシンの MAC アドレスの OUI（Organizationally Unique Identifier）の部分を変更し
た後、仮想マシンで NAT を使用できなくなった場合は、この設定を選択します。

[UDP タイムアウト（秒単位）] NAT の UDP マッピングを保持する時間（分単位）を選択します。

[構成ポート] NAT に関するステータス情報にアクセスするために使用するポート。
重要   この値は、当社のテクニカル サポートの指示がある場合にのみ変更してください。

[IPv6 を有効にする] NAT を有効にして IPv6 アドレスを使用します。

[IPv6 プレフィックス] IPv6 が有効な場合は、NAT デバイスが使用する IPv6 プレフィックスを入力します。

[DNS 設定] 仮想 NAT デバイスが使用する DNS サーバを構成します。

使用可能な DNS サー
バを自動的に検出する

使用可能な DNS サーバを検出するにはこのオプションを選択し
ます。DNS サーバをリストに追加するには、このチェック ボッ
クスの選択を解除し、[優先 DNS サーバ] テキスト ボックスに優
先 DNS サーバおよび代替 DNS サーバの IP アドレスを入力します。

ポリシー 複数の DNS サーバを使用する場合は、リクエストを送信するサー
バを選択する方法を選択します。[順番] 名前の順に DNS リクエ
ストを 1 つずつ送信します。[回転] DNS サーバをローテーショ
ンで切り替えながら、DNS リクエストを 1 つずつ送信します。
[バースト] 3 つのサーバに送信し、最初に応答するサーバを待ち
ます。

タイムアウト時間（秒） NAT デバイスが DNS サーバに接続できない場合の試行時間を秒
単位で選択します。

再試行 再試行の回数を選択します。

[NetBios 設定] NBNS（NetBIOS Name Service）および NBDS（NetBIOS Datagram Service）のタイム
アウトと再試行の設定を選択します。
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NAT 構成ファイルの編集
上級ユーザーであれば、NAT 構成ファイルを編集して、NAT の設定を変更できます。

NAT 構成ファイルの場所は、ホスト OS によって異なります。

表 7‑3.  NAT 構成ファイルの場所

ホスト OS NAT 構成ファイルの場所

Windows Server 2008 R2、Windows
7、Windows 8、または Windows 10

C:\ProgramData\VMware\vmnetnat.conf

Linux /etc/vmware/vmnet8/nat/nat.conf

NAT 構成ファイルは複数のセクションに分かれており、各セクションがそれぞれ NAT デバイスの一部を構成していま
す。セクションの先頭は、[dns] のように角括弧の付いたテキストで示されます。各セクションには、1 つ以上の構成パ
ラメータが指定されています。構成パラメータの形式は、ip = 192.168.27.1/24 です。

Windows ホスト システムでは、仮想ネットワーク エディタを使用して NAT 構成を変更できます。NAT 構成ファイル
を編集する必要はありません。Linux ホスト システムでは、NAT 構成ファイルを編集して NAT 構成を変更します。

重要   NAT 構成ファイルのバックアップ コピーを作成してください。NAT 構成ファイルを編集した後で、仮想ネットワー
ク エディタを使用すると、編集内容が失われる可能性があります。

NAT 構成ファイルのセクション

この NAT 構成ファイルは、いくつかのセクションに分かれており、各セクションのパラメータが NAT デバイスの一部を
構成しています。

[host] セクション

[host] セクションは NAT 接続を構成するパラメータを含みます。

表 7‑4.  [host] セクションのパラメータ

パラメータ 説明

ip NAT デバイスが使用する IP アドレス。スラッシュ マーク（/）とサブネットのビット数を追加す
ることができます。

netmask NAT ネットワークに使用するサブネット マスク。この範囲のアドレスから DHCP アドレスが割
り当てられます。

configport NAT デバイスのステータス情報にアクセスするために使用するポート。

device 使用する VMnet デバイス。Windows デバイスは、vmnet<x> の形式を取ります。<x> は
VMnet の番号です。Linux デバイスの形式は、/dev/vmnet<x> です。

activeFTP アクティブな FTP を許可するかどうかを示すフラグ。アクティブな FTP は、受信接続をリモート
FTP サーバが開くようにします。これをオフにすると、パッシブ モードの FTP だけが機能しま
す。このフラグを 0 に設定すると、アクティブな FTP はオフになります。

[udp] セクション

[udp] セクションには、timeout パラメータを指定します。このパラメータは、NAT ネットワークに UDP マッピング
を保持しておく時間（秒）を表します。

[dns] セクション

この [dns] セクションは Windows ホスト向けです。Linux ホストでは、このセクションは使用されません。
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表 7‑5.  [dns] セクションのパラメータ

パラメータ 説明

policy DNS 転送に使用するポリシーです。
n order： ネーム サーバの順に DNS リクエストを 1 つずつ送信します。
n rotate ： DNS サーバをローテーションで切替えながら、DNS リクエストを 1 つずつ送

信します。

n burst： 3 つのサーバに送信し、最初の応答を待ちます。

timeout DNS リクエストを再試行するまでの時間（秒）。

retries 再試行の回数。この回数を超えると、NAT デバイスは DNS リクエストへの応答を中止します。

autodetect ホストで利用可能な DNS サーバを NAT デバイスに自動検出させるかどうかを示すフラグ。

nameserver1 使用する DNS サーバの IP アドレス。

nameserver2 使用する DNS サーバの IP アドレス。

nameserver3 使用する DNS サーバの IP アドレス。

自動検出がオンになっており、一部のネームサーバが指定されている場合、nameserver1、nameserver2、

nameserver3 で指定した DNS サーバが、検出された DNS サーバのリストの前に追加されます。

[netbios] セクション

[netbios] のセクションは Windows ホスト向けです。Linux ホストでは、このセクションは使用されません。

表 7‑6.  [netbios] セクションのパラメータ

パラメータ 説明

nbnsTimeout = 2 NBNS クエリをタイムアウトするまでの時間（秒）。

nbnsRetries = 3 各 NBNS クエリの再試行回数。

nbdsTimeout = 3 NBDS クエリをタイムアウトするまでの時間（秒）。

[incomingtcp] セクション

[incomingtcp] セクションでは、NAT の TCP ポート転送を構成します。仮想マシン上の IP アドレスとポート番号にホ
ストのポート番号を割り当てることができます。

この例では、ホスト上のポート 8887 から IP アドレス 192.168.27.128 とポート 21 にマップが生成されます。

8887 = 192.168.27.128:21

このようにマップが設定された場合、外部マシンがホストのポート 8887 に接続すると、192.168.27.128 という IP アド
レスを持つ仮想マシン上のポート 21 （FTP の標準ポート）にネットワーク パケットが転送されます。

[incomingudp] セクション

[incomingudp] セクションでは、NAT の UDP ポート転送を構成します。仮想マシン上の IP アドレスとポート番号にホ
ストのポート番号を割り当てることができます。

この例では、ホスト上のポート 6000 から IP アドレス 192.168.27.128 とポート 6001 にマップが生成されます。

6000 = 192.168.27.128:6001

このようにマップが設定された場合、外部マシンがホストのポート 6000 に接続すると、ネットワーク パケットは IPア
ドレス 192.168.27.128 を持つ仮想マシンのポート 6001 に転送されます。
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Linux の nat.conf ファイルのサンプル

次に、Linux ホスト システムの NAT 構成ファイルの例を示します。

# Linux NAT configuration file
[host]
# NAT gateway address
ip = 192.168.237.2/24
hostMAC = 00:50:56:C0:00:08
# enable configuration; disabled by default for security reasons
#configport = 33445
# vmnet device if not specified on command line
device = vmnet8
# Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...)
activeFTP = 1
# Allows the source to have any OUI. Turn this one if you change the OUI
# in the MAC address of your virtual machines.
#allowAnyOUI = 1
[udp]
# Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 60; real value might
# be up to 100% longer
timeout = 30
[dns]
# This section applies only to Windows.
#
# Policy to use for DNS forwarding. Accepted values include order,
# rotate, burst.
#
# order: send one DNS request at a time in order of the name servers
# rotate: send one DNS request at a time, rotate through the DNS servers
# burst: send to three servers and wait for the first one to respond
policy = order;
# Timeout in seconds before retrying DNS request.
timeout = 2
# Retries before giving up on DNS request
retries = 3
# Automatically detect the DNS servers (not supported in Windows NT)
autodetect = 1
# List of DNS servers to use. Up to three may be specified
#nameserver1 = 208.23.14.2
#nameserver2 = 63.93.12.3
#nameserver3 = 208.23.14.4
[netbios]
# This section applies only to Windows.
# Timeout for NBNS queries.
nbnsTimeout = 2
# Number of retries for each NBNS query.
nbnsRetries = 3
# Timeout for NBDS queries.
nbdsTimeout = 3
[incomingtcp]
# Use these with care - anyone can enter into your virtual machine through
# these...
# FTP (both active and passive FTP is always enabled)
#   ftp localhost 8887
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#8887 = 192.168.27.128:21
# WEB (make sure that if you are using named webhosting, names point to
#   your host, not to guest... And if you are forwarding port other
#   than 80 make sure that your server copes with mismatched port 
#   number in Host: header)
#   lynx http://localhost:8888
#8888 = 192.168.27.128:80
# SSH
#   ssh -p 8889 root@localhost
#8889 = 192.168.27.128:22
[incomingudp]
# UDP port forwarding example
#6000 = 192.168.27.128:6001

NetLogon での NAT の使用
Windows ホスト システム上で実行する Windows 仮想マシンで NAT ネットワークを使用する場合、仮想マシンから
NetLogon を利用して Windows ドメインにログインして、WINS サーバが認識するファイル共有にアクセスできます。

NetLogon を使用するには、NetLogon を使用できるように仮想マシンを設定する必要があります。設定の手順は、別
の LAN 上のドメイン コントローラを使用する LAN に物理コンピュータを設定する方法と似ています。

仮想 NAT ネットワーク外の Windows ドメインにログインするには、仮想マシンがそのドメインの WINS サーバにアク
セスする必要があります。DHCP サーバが NAT ネットワークで使用する WINS サーバがすでにホスト システムに設定さ
れている場合は、仮想マシンを WINS サーバに接続できます。ホスト システムに設定されていない WINS サーバに仮想
マシンから接続するには、WINS サーバの IP アドレスを手動で構成する必要があります。

仮想マシンに WINS サーバの IP アドレスを設定したら、仮想マシンの NetLogon を使用してドメインにログインし、そ
のドメインの共有にアクセスすることが可能です。アクセスは、同じ NAT ネットワーク上にあるか、同じドメインでブ
リッジされている仮想マシンの共有に限定されます。

たとえば、該当する WINS サーバがドメイン コントローラを持つドメインに対して有効である場合、仮想マシンからその
ドメイン コントローラにアクセスし、仮想マシンをそのドメインに追加することが可能です。ドメイン コントローラの
管理者ユーザー ID とパスワードが必要です。

ホスト上の既存の WINS サーバに NAT を使用して接続

DHCP サーバが NAT ネットワークで使用する WINS サーバがすでにホスト システムに設定されている場合は、仮想マシ
ンを WINS サーバに接続できます。

この手順を Windows ゲスト OS システムに使用できます。お使いの Windows オペレーティング システムによって手
順が異なる場合があります。

手順

1 Windows の仮想マシン内で [マイ ネットワーク] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

2 仮想ネットワーク アダプタを右クリックして、[プロパティ] を選択します。

3 [プロパティ] ダイアログ ボックスで [インターネット プロトコル（TCP/IPv4）] を選択し、[プロパティ] をクリック
します。

4 [TCP/IP のプロパティ] ダイアログ ボックスで [詳細設定] をクリックします。

5 [WINS] タブをクリックし、[NetBIOS 設定] の箇所で [既定： DHCP からの NetBIOS 設定を使用します] を選択し
ます。

6 [OK] を 2 回クリックしてから [閉じる] をクリックします。
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WINS サーバの IP アドレスを手動で構成

ホスト システム上に設定されていない WINS サーバへ仮想マシンから接続するには、WINS サーバの IP アドレスを手動
で構成する必要があります。

この手順は、Windows 2000、XP、2003 Server、NT、Me、および 9x ゲスト OS を対象とします。お使いの Windows
オペレーティング システムによって手順が異なる場合があります。仮想マシンから接続する WINS サーバごとに、この手
順を繰り返します。

手順

1 Windows の仮想マシン内で [マイ ネットワーク] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

2 [ネットワーク接続] ウィンドウで、仮想ネットワーク アダプタを右クリックして [プロパティ] を選択します。

3 [プロパティ] ダイアログ ボックスで [インターネット プロトコル（TCP/IPv4）] を選択し、[プロパティ] をクリック
します。

4 [TCP/IP のプロパティ] ダイアログ ボックスで [詳細設定] をクリックします。

5 [WINS] タブで [追加] をクリックします。

6 [TCP/IP WINS サーバー] ダイアログ ボックスで [WINS サーバー] テキスト ボックスに WINS サーバ の IP アドレス
を入力して、[追加] をクリックします。

WINS サーバの IP アドレスが [WINS] タブの [WINS アドレス] の一覧に表示されます。

7 [OK] を 2 回クリックしてから [閉じる] をクリックします。

1024 番より下のソース ポートからの接続指定
NAT を使用する仮想マシンが、1024 より下のソース ポートを使用することを要求するサーバに接続を試みた場合、NAT
デバイスが 1024 より下のポートから要求を転送することが必要です。安全性の面から、一部のサーバでは 1024 より下
のソース ポートからの接続のみを受け入れます。

仮想マシンのソース ポートと送信先のポートの制御パラメータは、NAT 構成ファイルの [privilegedUDP] と
[privilegedTCP] の各セクションに設定します。使用する接続方法に応じて、これらのセクションの 1 つまたは両方
に対して、設定の追加または変更を行う必要があります。2 つのパラメータを設定でき、それぞれ別々の行に表示されます。

表 7‑7.  仮想マシンのソース ポートと送信先ポートにマッピングするためのパラメータ

パラメータ 説明

autodetect = <n> 1024 より下の仮想マシンのソース ポートを 1024 より下の NAT ソース ポートにマッピングする処
理を NAT デバイスで試行するかどうかを決定します。設定 1 は true を示します。設定 0 は false を
示します。Windows ホストでは、デフォルトは 1（true）です。Linux ホストでは、デフォルトは
0（false）です。

port = <n> 送信先ポートを指定します。<n> は、クライアントからの接続を受け入れるサーバのポートです。
サーバ上の指定されたポートに仮想マシンが接続する場合、NAT デバイスは 1024 より下のソース
ポートから接続を試みます。使用する接続に応じて、[privilegedUDP] または
[privilegedTCP] セクション、あるいは両方のセクションに 1 つ以上のポート設定を含めるこ
とができます。各ポート設定はそれぞれ別の行に入力してください。

詳細については「NAT 構成ファイルの編集 (P. 184)」を参照してください。
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ホストオンリー ネットワークの構成
Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ホストオンリー ネットワーク
（VMNET1）が構築されます。ホストオンリー ネットワークは、隔離された仮想ネットワークの構築が必要な場合に役立
ちます。ホストオンリー ネットワークでは、仮想マシンとホスト仮想ネットワーク アダプタは、プライベート イーサネッ
ト ネットワークに接続されます。このネットワークは、ホスト システム内部で完結するネットワークです。

仮想マシンとホスト システムとのネットワーク通信は、ホスト OS に表示される仮想ネットワーク アダプタにより実現さ
れます。仮想 DHCP サーバが、ホストオンリー ネットワーク上の IP アドレスを提供します。

図 7‑3.  ホストオンリー ネットワーク構成

ホスト
ネットワーク
アダプタ

仮想
ネットワーク
アダプタ

仮想ネットワーク スイッチ 
(VMnet1)仮想マシン

DHCP サーバ 

デフォルトの構成では、ホストオンリー ネットワークの仮想マシンは、インターネットに接続できません。ホスト シス
テムに適切なルーティングまたはプロキシ ソフトウェアをインストールすると、ホスト仮想ネットワーク アダプタとホ
スト システムの物理ネットワーク アダプタを接続して、仮想マシンをトークン リングなどの非イーサネット ネットワー
クに接続できます。

Windows XP または Windows Server 2003 がホストの場合、ホストオンリー ネットワークを Windows のインター
ネット接続共有機能と合わせて使用すれば、仮想マシンがホスト システムのダイアルアップ ネットワーク アダプタや他
のインターネットへの接続を使用できるようになります。インターネット接続の共有の構成については、Microsoft のド
キュメントを参照してください。

n ホストオンリー ネットワークの追加 (P. 190)

Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ホストオンリー ネットワー
ク（VVMnet1）が構築されます。複数のホストオンリー ネットワークを構成し、仮想マシン間のネットワーク ト
ラフィックを特定の方法で管理できます。

n 既存の仮想マシン向けのホストオンリー ネットワークの構成 (P. 190)

既存の仮想マシンに対してホストオンリー ネットワークを構成できます。仮想ネットワーク アダプタは、デフォル
トのホストオンリー ネットワーク（VMnet1）またはカスタムのホストオンリー ネットワークに接続できます。2
つの仮想ネットワーク アダプタが構成されている仮想マシンの場合、2 つのホストオンリー ネットワークに接続で
きます。

n 2 つのホストオンリー ネットワーク間でのルーティングの設定 (P. 191)

仮想マシンを使用する複雑なテスト用ネットワークを構築する場合、2 つの独立したホストオンリー ネットワーク
を構成し、その間にルータを設定することができます。

n ホストオンリー ネットワークでの IP パケットの漏洩の回避 (P. 193)

ホストオンリー ネットワークは、セットアップされたホスト システム上に限定されるものです。このネットワーク
上の仮想マシンが送信したパケットは、ホスト システムに接続されている物理ネットワークには漏洩しないはずで
す。ただし、マシンがパケットの転送を行なっている場合は、パケットの漏洩が発生する可能性があります。
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n Linux でのホストオンリー ネットワーク向けのルーティング情報の管理 (P. 193)

ホストオンリー ネットワークにはネットワーク インターフェイス（vmnet1）が関連付けられます。このインター
フェイスはホスト OS の起動時に「up」となります。ホスト OS 上で機能するルーティング サーバ プロセスは、
自動的にこのホストオンリー ネットワークを検出して、そのネットワークへの到達方法を伝搬します。ただし、そ
の動作を行わないよう明示的に構成した場合を除きます。

n Linux 上のホストオンリー ネットワークでの DHCP と DDNS の使用 (P. 194)

Workstation Pro の仮想 DHCP サーバは、Dynamic Domain Name Service (DDNS) を使用して DNS サーバを
更新することはできません。このため、DHCP を使用して、IP アドレスだけでなく、ネーム サーバを実行してい
るホストの ID や、最短距離にあるルータまたはゲートウェイといった情報を提供する必要があります。

ホストオンリー ネットワークの追加
Windows または Linux ホスト システムに Workstation Pro をインストールすると、ホストオンリー ネットワーク
（VVMnet1）が構築されます。複数のホストオンリー ネットワークを構成し、仮想マシン間のネットワーク トラフィッ
クを特定の方法で管理できます。

たとえば、複数のホストオンリー ネットワークを同一ホスト システム上に設定し、2 つの仮想ネットワーク間のルーティ
ングをテストしたり、物理ネットワーク アダプタを一切使用せずに複数のネットワーク インターフェイス カードを持つ
仮想マシンをテストしたりできます。2 台の仮想マシンを 1 つのホストオンリー ネットワークに接続し、他の仮想マシン
を別のホストオンリー ネットワークに接続することで、各ネットワークのネットワーク トラフィックを分離できます。

開始する前に

n Windows ホストの場合は、Administrator ユーザーとしてログインします。仮想ネットワーク エディタでネット
ワーク設定を変更できるのは Administrator ユーザーのみです。

n Linux ホストの場合は、root としてログインします。仮想ネットワーク エディタを使うには、root のパスワードを
入力する必要があります。

手順

1 [編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。

2 [ネットワークの追加] をクリックして、たとえば [VMnet2] など、追加するネットワークを選択します。

VMnet2 ～ VMnet7 上にカスタムのホストオンリー ネットワークを作成することができます。Windows ホストの
場合は、VMnet9 も使用できます。Linux の場合は、さらに VMnet10 ～ VMnet255 まで使用できます。

新しいネットワークは、デフォルトでホストオンリー ネットワークとして構成されます。

3 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

Linux ホスト システムでは、ホストオンリー ネットワークがセットアップされると、eth0、lo、vmnet1、および vmnet2
の少なくとも 4 つのネットワーク インターフェイスが表示されます。これらの 4 つのインターフェイスには、個別のサ
ブネットに属する、それぞれ異なった IP アドレスが割り当てられます。

既存の仮想マシン向けのホストオンリー ネットワークの構成
既存の仮想マシンに対してホストオンリー ネットワークを構成できます。仮想ネットワーク アダプタは、デフォルトの
ホストオンリー ネットワーク（VMnet1）またはカスタムのホストオンリー ネットワークに接続できます。2 つの仮想
ネットワーク アダプタが構成されている仮想マシンの場合、2 つのホストオンリー ネットワークに接続できます。

新しい仮想マシン向けにホストオンリー ネットワークを構成するには、[新規仮想マシン] ウィザードを実行するとき、
[ハードウェアをカスタマイズ] を選択します。

開始する前に

仮想マシンを 2 つのホストオンリー ネットワークに接続するには、2 つ目の仮想ネットワーク アダプタを仮想マシンに
追加します。「仮想マシンへの仮想ネットワーク アダプタの追加 (P. 174)」 を参照してください。

VMware Workstation Pro の使用

190  VMware, Inc.



手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで、仮想ネットワーク アダプタを選択します。

3 ホストオンリー ネットワークを選択します。

オプション 操作

デフォルトのホストオンリー ネットワーク
（VMnet1）を使用

[ホストオンリー：プライベート ネットワークをホストと共有] を選択します。

カスタムのホストオンリー ネットワークを
使用

[カスタム] を選択し、ドロップダウン メニューからカスタムのホストオンリー ネッ
トワークを選択します。

 

4 仮想マシンを 2 つ目のホストオンリー ネットワークに接続するには、2 つ目の仮想ネットワーク アダプタを選択し、
2 つ目のホストオンリー ネットワークを選択します。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

仮想ネットワーク アダプタに IP アドレスを割り当てます。ホストオンリー ネットワークが使用している IP アドレスを確
認するには、Windows ホストの場合は ipconfig /all コマンドを、Linux ホストの場合は ipconfig コマンドを使
用します。

2 つのホストオンリー ネットワーク間でのルーティングの設定
仮想マシンを使用する複雑なテスト用ネットワークを構築する場合、2 つの独立したホストオンリー ネットワークを構成
し、その間にルータを設定することができます。

ホスト システムまたは独自の仮想マシンでルータ ソフトウェアを実行できます。いずれの場合も、ホストオンリー ネッ
トワークが 2 つ必要です。

単純な構成では、ホストオンリー ネットワークごとに 1 台の仮想マシンを構成します。より複雑な構成では、仮想マシン
とホストオンリー ネットワークをさらに追加できます。

開始する前に

2 番目のホストオンリー ネットワークの作成Windows および Linux ホスト システムの場合、1 番目のホストオンリー
ネットワーク (VMnet1) は Workstation Pro のインストール時に自動で設定されます。「ホストオンリー ネットワークの
追加 (P. 190)」を参照してください。

手順

1 1 番目のホストオンリー ネットワークへの接続を設定します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

b [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

c [ホストオンリー] を選択して、デフォルトのホストオンリー ネットワーク (VMnet1) に接続します。

2 2 番目のホストオンリー ネットワークへの接続を設定します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

b [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

c [カスタム] を選択し、ドロップダウン メニューからカスタムのホストオンリー ネットワークを選択します。
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3 (オプション) 仮想マシン上でルータ ソフトウェアを実行するには、2 つのホストオンリー ネットワークに接続する
3 台目の仮想マシンを設定します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

b [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

c [ホストオンリー] を選択します。

アダプタは、デフォルトのホストオンリー インターフェイス (VMnet1) に接続されます。

d 2 番目のネットワーク アダプタを選択し、[カスタム] を選択して、ドロップダウン メニューからカスタムのホ
ストオンリー ネットワークを選択します。

4 VMware DHCP サーバ サービスを停止します。

オプション 説明

Windows ホスト services.msc コマンドを使用して [サービス] コンソールを開き、VMware DHCP
サービスを停止します。

Linux ホスト killall -TERM vmnet-dhcpd コマンドを使用して、vmnet-dhcpd サー
ビスを停止します。

 

5 ホスト システムまたは 3 台目の仮想マシンにルータ ソフトウェアをインストールします（ご使用の方法によって異
なります）。

6 最初の 2 台の仮想マシンにネットワークを構成し、該当するホストオンリー ネットワーク上のアドレスを使用する
ように設定します。

オプション 説明

Windows ホスト ipconfig /all コマンドを使用して、各ホストオンリー ネットワークが使用し
ている IP アドレスを確認します。

Linux ホスト ifconfig コマンドを使用して、各ホストオンリー ネットワークが使用している IP
アドレスを確認します。

 

7 IP アドレスを割り当てます。

オプション 説明

ルータ ソフトウェアがホスト システムにあ
る

ホスト コンピュータ上のホストオンリー アダプタのアドレスに基づいてデフォルト
のルータ アドレスを割り当てます。1 台目の仮想マシンでは、デフォルトのルータ ア
ドレスは VMnet1 に接続されているホストオンリー アダプタの IP アドレスです。2
台目の仮想マシンでは、デフォルトのルータ アドレスは VMnet2 に接続されている
ホストオンリー アダプタの IP アドレスです。

ルータ ソフトウェアが 3 台目の仮想マシン
にある

3 台目の仮想マシンのアドレスに基づいて最初の 2 台の仮想マシンのデフォルトの
ルータ アドレスを設定します。1 台目の仮想マシンのデフォルトのルータ アドレス
は、3 台目の仮想マシンの VMnet1 に接続されているネットワーク アダプタの IP ア
ドレスです。2 台目の仮想マシンのデフォルトのルータ アドレスは、3 台目の仮想マ
シンの VMnet2 に接続されているネットワーク アダプタの IP アドレスです。

 

8 1 台目と 2 台目の仮想マシンからルータ マシンに ping を実行します。

ルータ ソフトウェアが正しく設定されていれば、1 台目と 2 台目の仮想マシン間で通信できます。
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ホストオンリー ネットワークでの IP パケットの漏洩の回避
ホストオンリー ネットワークは、セットアップされたホスト システム上に限定されるものです。このネットワーク上の
仮想マシンが送信したパケットは、ホスト システムに接続されている物理ネットワークには漏洩しないはずです。ただ
し、マシンがパケットの転送を行なっている場合は、パケットの漏洩が発生する可能性があります。

仮想マシンでダイヤルアップ ネットワークのサポートを利用していて、パケット転送が有効になっている場合、ホストオ
ンリー ネットワークの通信がダイヤルアップ接続を介して漏洩することがあります。漏洩を防止するには、ゲスト OS で
パケット転送を無効にしてください。

ホスト システムに複数のネットワーク アダプタが構成されている場合、システムが IP 転送を使用するように意図的に設
定されていることがあります。この場合は、転送機能をそのまま有効にしておくことができます。パケットの漏洩を防ぐ

ためには、パケット フィルタ機能を有効にして、ホストオンリー ネットワークからのパケットがホスト システムの外に
送信されないように指定しなければなりません。パケット フィルタの構成については、オペレーティング システムのド
キュメントを参照してください。

Windows ホストでのパケット転送の無効化

サーバ バージョンの Windows オペレーティング システムを使用しているシステムは、そのシステム宛てではない IP パ
ケットを転送することができます。このようなシステムや Windows Vista および Windows 7 以降のシステムでは、デ
フォルトで IP パケット転送機能が無効になっています。

Windows ホスト上に設定されたホストオンリー ネットワークからパケットが漏洩している場合は、ホスト システムで転
送機能が有効になっていないか確認してください。パケット転送機能が有効になっている場合は、無効にする必要があり

ます。

手順

u Windows Vista または Windows 7 以降のホストで、ルーティングとリモート アクセス サービスを停止します。

a services.msc と入力してサービス コンソールを開きます。

b [ルーティングとリモート アクセス] を選択して、[停止] をクリックします。

Linux ホストでのパケット転送の無効化

Linux ホスト上に設定されたホストオンリー ネットワークからパケットが漏洩している場合は、ホスト システムでパケッ
ト転送機能が誤って有効になっている可能性があります。パケット転送機能が有効になっている場合は、無効にする必要

があります。

パケットの転送を無効化する方法は、お使いの Linux ディストリビューションによって異なります。たとえば、コント
ロール パネルを使用する、カーネルをコンパイルするときに設定を行う、システムの起動時に指定値を入力する、といっ
た方法があります。詳細は、オペレーティング システムのドキュメントを参照してください。

手順

u root として、特殊なファイル /proc/sys/net/ipv4/ip_forward に 0（ゼロ）を書き込みます。

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Linux でのホストオンリー ネットワーク向けのルーティング情報の管理
ホストオンリー ネットワークにはネットワーク インターフェイス（vmnet1）が関連付けられます。このインターフェイ
スはホスト OS の起動時に「up」となります。ホスト OS 上で機能するルーティング サーバ プロセスは、自動的にこの
ホストオンリー ネットワークを検出して、そのネットワークへの到達方法を伝搬します。ただし、その動作を行わないよ
う明示的に構成した場合を除きます。

ルーティング情報を受信する目的でのみ routed デーモンまたは gated デーモンを実行する場合、最も簡単な方法は、
ルーティング構成を実行するときにオプション -q を指定して、ホストオンリー ネットワークがルーティング情報を受信
するが、提供しないようにすることです。
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ルーティング情報を提供するためにルーティング サービスを実行している場合は、ホストオンリー ネットワークへの root
情報をアドバタイズしないようにサービスを構成します。多くの Linux ディストリビューションに同梱されているバー
ジョンの routed デーモンでは、インターフェイスをアドバタイズしないように指定するオプションをサポートしていま
せん。詳細については、お使いのシステムのマニュアル routed(8) を参照してください。

gated デーモンを使用している場合は、vmnet1 インターフェイスをあらゆるプロトコル動作から明示的に除外する必要
があります。gated を使用したマルチホーム システム上に構築されたホストオンリー ネットワークで仮想マシンを実行
する必要がある場合に、問題が生じた時は、当社のテクニカル サポートにお問い合わせください。

Linux 上のホストオンリー ネットワークでの DHCP と DDNS の使用
Workstation Pro の仮想 DHCP サーバは、Dynamic Domain Name Service (DDNS) を使用して DNS サーバを更新す
ることはできません。このため、DHCP を使用して、IP アドレスだけでなく、ネーム サーバを実行しているホストの ID
や、最短距離にあるルータまたはゲートウェイといった情報を提供する必要があります。

名前を使用して他の仮想マシンと通信するには、vmnet1 用の DHCP 構成ファイル
(/etc/vmware/vmnet1/dhcpd/dhcpd.conf) を編集するか、ホスト名に静的にバインドされた IP アドレスを使用し
てください。DHCP サーバ構成ファイルの編集に必要な情報は、DHCP サーバのドキュメントから直接収集してくださ
い。マニュアル ページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8) を参照してください。

注意   DHCP 構成ファイルの読み取り専用セクションで行った変更は、次に仮想ネットワーク エディタを実行するときに
失われます。

Linux ホストでの DHCPD 問題のトラブルシューティング

Workstation Pro をインストールする前に Linux ホスト システムで DHCP サーバ (dhcpd) ユーティリティが実行され
ていた場合、ホストオンリー ネットワークの構成時に、新しく追加されたネットワーク インターフェイス vmnet1 が up
となり、利用可能になったことがユーティリティにより検出された可能性があります。

一部の dhcpd の実装は、構成ファイルにこのインターフェイス用のサブネットの指定がなければ異常終了します。これ
は、dhcpd がインターフェイスを介して受信したメッセージに応答しないように設定されていても発生する可能性があり
ます。

最適な解決方法は、dhcpd 構成ファイルに subnet <net>.0 netmask 255.255.255.0 {} の形式の行を追加する
ことです。<net> は、ホストオンリー ネットワークに割り当てられたネットワーク番号（例： 192.168.0）です。構
成ファイルのこの行は、dhcpd にホストオンリー ネットワークに関する情報を提供し、そのネットワークから送信され
る dhcpd リクエストに応答しないように明示的に指示します。

もう 1 つの対処法として、プログラムの起動時に毎回、dhcpd がモニタするネットワーク インターフェイスのセットを
明示的に指定する方法もあります。たとえば、ホスト システムにイーサネット インターフェイス (eth0) が 1 つだけある
場合、dhcpd を起動するたびに、次のようにコマンド ラインにインターフェイスを指定します。

dhcpd eth0

この解決方法によって、dhcpd がすべての利用可能なネットワーク インターフェイスを検索することを防止できます。

ご使用の DHCP サーバ プログラムでこれらの解決策が機能しない場合は、プログラムのバージョンが古い可能性がある
ので、最新バージョンにアップグレードしてみてください。DHCP サーバ プログラムは、Internet Systems Consortium
(ISC) Web サイトから入手できます。
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ホストオンリー ネットワークおよび NAT 構成での IP アドレスの割り当て
ホスト システムと、ホストオンリー ネットワークに設定された仮想マシンはすべて、仮想スイッチを介してネットワー
クに接続されます。通常、このネットワーク上のマシンはすべて TCP/IP プロトコル スイートを使用しますが、他の通信
プロトコルを使用することも可能です。

NAT 構成はプライベート ネットワークもセットアップします。これには TCP/IP ネットワークを使用する必要がありま
す。NAT に構成されている仮想マシンは、同じ仮想スイッチを使用してそのネットワークに接続されます。ホスト仮想
ネットワーク アダプタは、ホスト システムを NAT が使用するプライベート ネットワークに接続します。各仮想マシンと
ホスト システムには、プライベート ネットワーク上のアドレスを割り当てる必要があります。

Workstation Pro のインストール時にホストオンリー ネットワークを有効にすると、その仮想ネットワーク用のサブネッ
ト IP アドレスが、未使用のプライベート サブネット IP アドレスとして自動的に選択されます。NAT 構成でも、
Workstation Pro のインストール時に自動的に選択される未使用のプライベート ネットワークが使用されます。仮想ネッ
トワークに関連付けられたサブネット番号が仮想ネットワーク エディタに表示されます。

通常、Workstation Pro が提供する仮想 DHCP サーバを使用して IP アドレスが割り当てられます。仮想 DHCP サーバ
が割り当てに使用しないアドレス群の中から、固定 IP アドレスを割り当てることもできます。DHCP を使った IP アドレ
スの割り当ては、固定アドレスを割り当てる場合に比べて、より多くのプロセスが自動的に実行されるため、簡単に行う

ことができます。ほとんどの Windows のオペレーティング システムは、起動時に DHCP を使用するように最初から設
定されています。このため、Windows の仮想マシンは最初に起動されたときからネットワークに接続することができ、
追加の構成作業を必要としません。

ただし、仮想マシン同士の通信に IP アドレスではなく名前を使用する場合は、プライベート ネットワークに命名規則か
ネーム サーバ、あるいはその両方を設定する必要があります。この場合は、固定 IP アドレスを使用したほうが簡単にな
ります。

一般的に、頻繁にあるいは長期にわたって使用する仮想マシンには、固定 IP アドレスを割り当てるか、仮想マシンに常に
同じ IP アドレスを割り当てるように仮想 DHCP サーバを構成したほうが便利です。一時的な仮想マシンには、仮想 DHCP
で IP アドレスを割り当てます。

注意   仮想 DHCP サーバは、ブリッジ ネットワーク上にある仮想マシンや物理マシンにはサービスを提供しません。

n Windows ホストでの ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用 DHCP 設定の変更 (P. 196)

Windows ホスト システム上のホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用の DHCP 設定を変更する
には、仮想ネットワーク エディタを使用します。

n Windows ホストでの ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用サブネット設定の変更 (P. 196)

Windows ホスト システム上のホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用のサブネット IP アドレス
とサブネット マスクを変更するには、仮想ネットワーク エディタを使用します。

n Linux ホストでの ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用サブネット IP アドレスの変更 (P. 197)

Linux ホスト システム上のホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用のサブネット IP アドレスを変
更するには、仮想ネットワーク エディタを使用します。

n ホストオンリー ネットワークおよび NAT ネットワークでの IP アドレス割り当てのための DHCP 規則 (P. 198)

ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークの場合、仮想 DHCP サーバは、特定の規則に基づいて使用
可能な IP アドレスを割り当てます。Workstation Pro は、ホストオンリー ネットワークと NAT ネットワークに対
して常にクラス C アドレスを使用します。

第 7 章 ネットワーク接続の構成

VMware, Inc.  195



Windows ホストでの ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用 DHCP 設定
の変更

Windows ホスト システム上のホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用の DHCP 設定を変更するには、
仮想ネットワーク エディタを使用します。

開始する前に

n ホスト システムで管理者権限を持っていることを確認します。

n IP アドレスの割り当てに関する DHCP の規則について理解しておく必要があります。「ホストオンリー ネットワー
クおよび NAT ネットワークでの IP アドレス割り当てのための DHCP 規則 (P. 198)」を参照してください。

手順

1 Administrator ユーザーとしてホスト システムにログインします。

仮想ネットワーク エディタでネットワーク設定を変更できるのは Administrator ユーザーのみです。

2 [編集] - [仮想ネットワークの設定] を選択します。

3 ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークを選択します。

4 仮想 DHCP サーバを使用して IP アドレスをネットワーク上の仮想マシンに割り当てるには、[ローカル DHCP サー
ビスを使用して IP アドレスを VM に配布する] を選択します。

5 他の DHCP 設定を変更するには、[DHCP 設定] をクリックします。

選択したネットワークに対して仮想 DHCP サーバが配布する IP アドレスの範囲と、仮想ネットワーク上のクライア
ントに対して DHCP サーバが許可する DHCP ライセンスの有効期間を変更できます。

6 [OK] をクリックして、変更を保存します。

Windows ホストでの ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用サブネット設
定の変更

Windows ホスト システム上のホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用のサブネット IP アドレスとサ
ブネット マスクを変更するには、仮想ネットワーク エディタを使用します。

デフォルトのサブネット マスクは 255.255.255.0（クラス C アドレス）です。通常、変更が必要なのは IP アドレスの 3
番目の数字、たとえば 192.168.x.0 や 198.16.x.0 の x の箇所のみです。一般に、サブネット マスクは変更しません。カ
スタマイズされたサブネット マスクでは、特定の仮想ネットワークサービスが正常に動作しないことがあります。

サブネット マスクを変更すると、Workstation Pro は他のコンポーネント（DHCP、NAT、ホスト仮想ネットワーク ア
ダプタなど）の IP アドレス設定も更新します（デフォルト設定が変更されていない場合）。自動的に更新される設定には、
DHCP のリース範囲、DHCP サーバ アドレス、NAT ゲートウェイ アドレス、およびホスト仮想ネットワーク アダプタ
の IP アドレスが含まれます。

これらの設定がデフォルト値から変更されている場合、値が有効範囲内であれば Workstation Pro はその設定を自動的
に更新しません。値が有効範囲外の場合、Workstation Pro はサブネットの範囲に基づいて設定をリセットします。後か
ら値をデフォルト値に戻しても、Workstation Pro はこれをカスタム設定とみなして変更しません。

開始する前に

n ホスト システム上で管理者権限を持っていることを確認します。

n IP アドレスの割り当てに関する DHCP の規則について理解しておく必要があります。「ホストオンリー ネットワー
クおよび NAT ネットワークでの IP アドレス割り当てのための DHCP 規則 (P. 198)」を参照してください。

VMware Workstation Pro の使用

196  VMware, Inc.



手順

1 Administrator ユーザーとしてホスト システムにログインします。

Windows ホスト システムで仮想ネットワーク エディタを使ってネットワーク設定を変更できるのは Administrator
ユーザーのみです。

2 [編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。

3 ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークを選択します。

4 サブネット IP アドレスを変更するには、[サブネット IP] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

ここで指定するアドレスは、サブネット マスクでの使用に適した有効なネットワーク アドレスでなければなりません。

5 サブネット マスクを変更するには、[サブネット マスク] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

6 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

Linux ホストでの ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用サブネット IP ア
ドレスの変更

Linux ホスト システム上のホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワーク用のサブネット IP アドレスを変更す
るには、仮想ネットワーク エディタを使用します。

また、仮想ネットワーク エディタを使用すると、ローカル DHCP サービスによって IP アドレスを仮想マシンに配布する
ように指定することもできます。さらに DHCP 設定を変更するには、DHCP サーバ設定ファイル（dhcp.conf）を編集
する必要があります。「DHCP サーバ構成ファイルの編集 (P. 198)」を参照してください。

開始する前に

n ホスト システムの root アクセス権があることを確認します。

n IP アドレスの割り当てに関する DHCP の規則について理解しておく必要があります。「ホストオンリー ネットワー
クおよび NAT ネットワークでの IP アドレス割り当てのための DHCP 規則 (P. 198)」を参照してください。

手順

1 Linux ホスト システムに root としてログインします。

Linux ホスト システムで仮想ネットワーク エディタを使うには、root のパスワードを入力する必要があります。

2 仮想ネットワーク エディタを起動するには、[アプリケーション] - [システムツール] - [仮想ネットワークの設定] を
選択します。

お使いの Linux のバージョンによって、メニュー パスが異なる場合があります。コマンド ラインからコマンド
vmware-netcfg を実行して仮想ネットワーク エディタを起動することもできます。

3 仮想ネットワークを選択します。

4 サブネット IP アドレスを変更します。

オプション 説明

未使用のサブネット IP アドレスを選択しま
す。

[サブネット IP] テキスト ボックスを空のままにします。

特定のサブネット IP アドレスの構成 使用するサブネット IP を [サブネット IP] テキスト ボックスに入力します。
 

5 仮想 DHCP サーバを使用して IP アドレスをネットワーク上の仮想マシンに配布するには、[ローカル DHCP サービ
スを使用して IP アドレスを VM に配布する] を選択します。

6 [保存] をクリックして、変更を保存します。
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DHCP サーバ構成ファイルの編集

上級ユーザーであれば、DHCP サーバの構成ファイルを編集して、DHCP の設定を変更できます。

DHCP サーバ構成ファイルの場所は、オペレーティング システムの種類によって異なります。

表 7‑8.  DHCP 構成ファイルの場所

ホスト OS DHCP サーバ構成ファイルの場所

Windows Server 2008 R2、Windows
7、Windows 8、または Windows 10

C:\ProgramData\VMware\vmnetdhcp.conf

Linux デフォルトのホストオンリー ネットワー
ク： /etc/vmware/vmnet1/dhcp/dhcp.conf

NAT ネットワーク： /etc/vmware/vmnet8/dhcp/dhcp.conf

Windows ホスト システムでは、仮想ネットワーク エディタを使用して DHCP 設定を変更できます。DHCP サーバ構成
ファイルを編集する必要はありません。

Linux ホスト システム上では、仮想ネットワーク エディタを使用して、ローカル DHCP サービスによって IP アドレスを
ネットワーク上の仮想マシンに配布するように指定できます。さらに DHCP 設定を変更するには、DHCP サーバ構成ファ
イルを編集する必要があります。DHCP サーバ構成ファイルの編集に必要な情報は、DHCP サーバのドキュメントから直
接収集してください。マニュアル ページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8) を参照してください。

注意   DHCP 構成ファイルの読み取り専用セクションで行った変更は、次回の仮想ネットワーク エディタの実行時に失わ
れます。

ホストオンリー ネットワークおよび NAT ネットワークでの IP アドレス割り当てのための
DHCP 規則

ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークの場合、仮想 DHCP サーバは、特定の規則に基づいて使用可能な
IP アドレスを割り当てます。Workstation Pro は、ホストオンリー ネットワークと NAT ネットワークに対して常にクラ
ス C アドレスを使用します。

<net> 値は、ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークに割り当てられたネットワーク番号です。

表 7‑9.  ホストオンリー ネットワークでの IP アドレスの使用

範囲 アドレス利用 例

<net>.1 ホスト マシン 192.168.0.1

<net>.2–<net>.127 固定アドレス 192.168.0.2–192.168.0.127

<net>.128–<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128–192.168.0.253

<net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254

<net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255

表 7‑10.  NAT ネットワークでの IP アドレスの使用

範囲 アドレス利用 例

<net>.1 ホスト マシン 192.168.0.1

<net>.2 NAT デバイス 192.168.0.2

<net>.3–<net>.127 固定アドレス 192.168.0.3–192.168.0.127

<net>.128–<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128–192.168.0.253

<net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254

<net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255
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LAN セグメントの構成
LAN セグメントは、他の仮想マシンと共有されるプライベート ネットワークです。LAN セグメントは、多階層のテスト、
ネットワーク パフォーマンスの分析、仮想マシンを隔離することが重要な場合などに有用です。

仮想マシンの LAN セグメントの作成
LAN セグメントを作成するには、仮想マシン ネットワークの設定を構成します。旧バージョンの Workstation Pro で作
成したチームを変換する場合、各仮想マシンの LAN セグメント構成は保持されます。このため、LAN セグメントを作成
し直す必要はありません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

3 [LAN セグメント] をクリックします。

4 [追加] をクリックし、LAN セグメントの名前を入力して、[OK] をクリックします。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

LAN セグメントを使用するように仮想マシンを構成します。「仮想マシンで LAN セグメントを使用する構成 (P. 199)」
を参照してください。

仮想マシンで LAN セグメントを使用する構成
既存の仮想マシンで LAN セグメントを使用するように構成できます。また、仮想マシンが現在使用している LAN セグメ
ントを変更できます。

このリリースの Workstation Pro では、バンド幅とパケット ロスの設定は LAN セグメントではなく、個別の仮想マシン
に関連付けられます。「仮想マシンでのバンド幅およびパケット ロスの設定の構成 (P. 176)」を参照してください。

開始する前に

n LAN セグメントが存在しない場合は作成します。「仮想マシンの LAN セグメントの作成 (P. 199)」を参照してくだ
さい。

n 仮想マシンで複数の LAN セグメントを同時に使用するには、その仮想マシンに複数のネットワーク アダプタを構成
する必要があります。「仮想マシンへの仮想ネットワーク アダプタの追加 (P. 174)」を参照してください。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

3 [LAN セグメント] を選択して、ドロップダウン メニューから LAN セグメントを選択します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

LAN セグメントに既存の仮想マシンを追加する際、仮想マシンが DHCP サーバからの IP アドレスを受け入れるように構
成されている場合があります。ホストオンリーや NAT ネットワーキングとは違い、Workstation Pro は LAN セグメン
トには DHCP サーバを提供しません。LAN セグメントでは仮想マシンの IP アドレスを手動で構成する必要があります。
LAN セグメント上に IP アドレスを割り当てるための DHCP サーバを構成するか、または LAN セグメント上の各仮想マ
シンに固定 IP アドレスを構成できます。
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LAN セグメントを削除
LAN セグメントを削除すると、その LAN セグメントに構成されているすべての仮想ネットワーク アダプタが切断されま
す。LAN セグメントを削除した場合、仮想マシンをネットワークに再接続するには、切断された仮想ネットワークアダプ
タを手動で構成する必要があります。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで [ネットワーク アダプタ] を選択します。

3 [LAN セグメント] をクリックし、LAN セグメントを選択して、[削除]、[OK] の順にクリックします。

4 別の LAN セグメントを選択するか、仮想マシンのネットワーク接続タイプを変更します。

5 [OK] をクリックして、変更を保存します。

次に進む前に

別の仮想マシンで使用している LAN セグメントを削除した場合は、それらの仮想マシンに別の LAN セグメントを選択す
るか、ネットワーク接続タイプを変更します。「仮想マシンの既存の仮想ネットワーク アダプタの変更 (P. 174)」を参照
してください。

Workstation Pro での Samba の構成
Linux ホスト システム上で Samba を実行している場合、Workstation Pro と連動するように Samba を構成できます。

仮想ネットワーク アダプタ vmnet1 で使用している IP サブネットを含むように Samba 構成を変更する必要がありま
す。vmnet1 が使用しているサブネットを確認するには、/sbin/ifconfig vmnet1 コマンドを実行します。

Samba パスワード ファイルに、ホストのファイル システムにアクセスする仮想マシンの全ユーザーのエントリが存在す
ることを確認する必要があります。Samba パスワード ファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲスト OS に
ログインするときに使用するものと一致していなくてはなりません。

Samba パスワード ファイルへのユーザーの追加
Linux ホスト システムのターミナル ウィンドウから、Samba パスワード ファイルにユーザー名とパスワードをいつでも
追加できます。Samba パスワード ファイルには、ホストのファイル システムにアクセスする仮想マシンの全ユーザーの
エントリが記録されている必要があります。

手順

1 root としてログインします。

2 パスワード ファイルに追加するユーザー名を指定して、Samba パスワード コマンドを実行します。

例： smbpasswd -a <ユーザー名>

3 画面の指示に従います。

4 ルート アカウントからログアウトします。

ブリッジ ネットワークまたはホストオンリー ネットワークでの Samba サーバの使用
ブリッジ ネットワークまたはホストオンリー ネットワークに Samba サーバを使用できます。

手順

1 テキスト エディタで Samba 構成ファイル（/etc/samba/smb.conf）を開きます。
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2 interfaces パラメータを追加して、VMnet インターフェイスに設定します。

Samba サーバが複数のインターフェイスを使用するように interface パラメータを定義できます。次の例では、
Samba サーバが eth0 インターフェイスと vmnet1 インターフェイス（ブリッジ ネットワークとホストオンリー
ネットワークで使用されるネットワーク）の両方をモニタし、使用するように設定しています。

例： interface = eth0 vmnet1

3 Samba を再起動します。

ネットワーク アクセスなしで Samba を使用
物理ネットワーク インターフェイスから Samba にアクセスできないように設定できます。

手順

1 テキスト エディタで Samba 構成ファイル（/etc/samba/smb.conf）を開きます。

2 interfaces パラメータを追加して、vmnet* を設定します。

例： interfaces = vmnet*

3 Samba を再起動します。

Linux ホスト上におけるプロミスキャス モードでの仮想ネットワーク アダプタの
使用

Workstation Pro では、Workstation Pro を実行しているユーザーにその設定を行う権限がない限り、仮想ネットワーク
アダプタをプロミスキャス モードにすることはできません。この制限は、root ユーザーしかネットワーク インターフェ
イスをプロミスキャス モードにできないという一般的な Linux の慣例に従ったものです。

Workstation Pro をインストールして構成するには、root ユーザーの権限が必要です。Workstation Pro は root の所有
権と root グループの所有権で vmnet デバイスを作成するため、root ユーザーのみが、そのデバイスに対して読み取り
および書き込み許可を持ちます。

仮想マシンのネットワーク アダプタをプロミスキャス モードに設定するには、vmnet デバイスに対して読み取りおよび
書き込みアクセス権も持つ root ユーザーの権限で Workstation Pro を起動しなければなりません。たとえば、ブリッジ
ネットワークを使用する場合は、/dev/vmnet0 へのアクセス権が必要です。

一部のユーザーに vmnet デバイスに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を許可するには、新しいグループを設定
して、該当するユーザーをそのグループに追加し、該当するデバイスに対する読み取りおよび書き込みアクセス権をその

グループに許可します。この変更は、ホスト OS で root ユーザーのアカウントから行う必要があります。

次の例の <newgroup> は、vmnet0 をプロミスキャス モードに設定できるグループです。

chgrp <newgroup> /dev/vmnet0
chmod g+rw /dev/vmnet0

次の例では、すべてのユーザーが vmnet0 をプロミスキャス モードに設定できます。

chmod a+rw /dev/vmnet0

仮想マシンの MAC アドレスの管理と変更
仮想マシンをパワーオンすると、Workstation Pro は各仮想ネットワーク アダプタにイーサネット メディア アクセス コ
ントロール (MAC) アドレスを割り当てます。MAC アドレスは、各イーサネット ネットワーク デバイスに割り当てられ
る独自のアドレスです。

仮想マシンにはパワーオンするたびに同じ MAC アドレスが割り当てられます。ただし、仮想マシン構成ファイル (.vmx)
が移動されたり、構成ファイルの特定の設定が変更された場合を除きます。

構成ファイルを別のホスト システムや同一ホスト システム上の別の場所に移動すると、MAC アドレスが変更されます。
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仮想マシン構成ファイル (.vmx) 内の次のいずれかのオプションを削除または変更すると、MAC アドレスが変更されます。

n ethernet[n].generatedAddress

n ethernet[n].addressType

n ethernet[n].generatedAddressOffset

n uuid.location uuid.bios

n ethernet[n].present

上記のオプションで、[n] には仮想ネットワーク アダプタの番号が入ります。構成ファイルを手動で編集せず、仮想ネッ
トワーク アダプタの削除も行わなければ、これらの設定は変更されません。

ただし、複数のホスト システム上で実行されている仮想マシンに対しては、Workstation Pro では一意の MAC アドレス
が自動的に割り当てられる保証はありません。

注意   仮想ネットワーク アダプタの MAC アドレスを維持するには、アダプタを削除しないように注意する必要がありま
す。アダプタを削除してから再作成すると、アダプタに異なる MAC アドレスが割り当てられる可能性があります。

仮想マシンの MAC アドレスの変更
仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を使用して、仮想マシンに新しい MAC アドレスを割り当てることができます。

注意   共有仮想マシンやリモート仮想マシンでは、仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を構成できません。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [設定] を選択します。

2 [ハードウェア] タブで仮想ネットワーク アダプタを選択し、[詳細] をクリックします。

3 [MAC アドレス] テキスト ボックスに新しい MAC アドレスを入力するか、[生成] をクリックして Workstation Pro
で新しいアドレスを生成します。

4 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

MAC アドレスを仮想マシンに手動で割り当てる
仮想マシンに MAC アドレスを手動で割り当てることができます。

MAC アドレスを割り当てておくと、仮想マシンを移動した場合でも、パワーオンのたびに同じアドレスが仮想マシンに
確実に割り当てられます。また、ネットワーク環境で各仮想マシンに一意な MAC アドレスが確実に提供されます。

手順

1 テキスト エディタを使用して、仮想マシンの構成ファイル (.vmx) から次のオプションを削除します。

ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset

上記のオプションで、<[n]> には仮想ネットワーク アダプタの番号が入ります。
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2 .vmx ファイル内の UUID 行の上に、ethernet[n].address オプションを追加し、その値として MAC アドレス
を設定します。

例：ethernet[n].address = 00:50:56:<XX:YY:ZZ>

この行で、4 番目の番号のペア (<XX>) は 00h ～ 3Fh までの有効な 16 進数でなければなりません。また、<YY>
および <ZZ> は 00h ～ FFh までの有効な 16 進数でなければなりません。必ずこの形式を使用する必要がありま
す。Workstation Pro の仮想マシンは、任意の MAC アドレスをサポートしません。

ハード コードされたアドレス間で固有な値を <XX:YY:ZZ> に指定することで、自動で割り当てられる MAC アドレ
スと手動で割り当てる MAC アドレスとの間の競合が回避されます。

カスタム ネットワーク構成のサンプル
仮想ネットワーク上でデバイスを組み合わせる方法は数多くあります。次の例は、複数のファイアウォールを介したサー

バ接続を示します。

さまざまな方法を使用して、仮想ネットワーク上でデバイスを組み合わせることができます。この例では、Web サーバ
がファイアウォールを介して外部ネットワークに接続しています。管理者のコンピュータは 2 つ目のファイアウォールを
介して Web サーバに接続しています。

図 7‑4.  2 つのファイアウォールを使用するカスタム構成

仮想
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アダプタ
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カスタム ネットワーク構成のサンプルの作成
カスタム ネットワーク構成のサンプルを作成できます。

開始する前に

n 仮想マシンの作成方法とホスト OS およびゲスト OS におけるネットワーク デバイスの構成方法について理解してお
く必要があります。
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n ネットワーク構成サンプルの図について理解しておく必要があります。図 7‑4を参照してください。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードを使用して、4 つの仮想マシンを作成してください。

a 最初の仮想マシンの作成では、ホストのネットワーク アダプタを使用して外部ネットワークに接続できるよう
に、ブリッジ ネットワークを選択します。

b 残り 3 台の仮想マシンは、ネットワーク接続なしに構成します。

2 最初の仮想マシン用のネットワーク設定を構成します。

a 最初の仮想マシンを開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定を編集して、2 番目の仮想ネットワーク アダプタを追加します。

c 2 番目のネットワーク アダプタを VMnet2 に接続します。

3 2 番目の仮想マシン用のネットワーク設定を構成します。

a 仮想マシンを開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定を編集して、仮想ネットワーク アダプタを追加します。

c ネットワーク アダプタを VMnet2 に接続します。

4 3 番目の仮想マシン用のネットワーク設定を構成します。

a 仮想マシンを開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定を編集して、仮想ネットワーク アダプタを追加します。

c ネットワーク アダプタを VMnet2 に接続します。

d 仮想マシン設定を編集して、2 番目の仮想ネットワーク アダプタを追加します。

e 2番目のネットワーク アダプタを VMnet3 に接続します。

5 4 番目の仮想マシン用のネットワーク設定を構成します。

a 仮想マシンを開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定を編集して、仮想ネットワーク アダプタを追加します。

c ネットワーク アダプタを VMnet3 に接続します。

6 VMnet2 と VMnet3 で使用するネットワーク アドレスを決定します。

オプション 説明

Windows ホスト ipconfig /all コマンドを使用します。

Linux ホスト ifconfig コマンドを使用します。
 

7 各仮想マシンを順にパワーオンして、それぞれに適切なゲスト OS をインストールします。

8 仮想ネットワーク エディタを使用して、仮想 DHCP サービスによって IP アドレスを仮想マシンに配布するように
VMnet2 を構成します。

9 各ゲスト OS でネットワークを構成します。

オプション 説明

仮想マシン 1 仮想マシン 1 のブリッジ ネットワーク アダプタには、外部ネットワークへの接続に
必要なネットワーク設定を使用します。仮想マシンが外部ネットワーク上の DHCP
サーバから IP アドレスを受信する場合、デフォルトの設定で動作します。仮想マシン
1 の 2 番目のネットワーク アダプタには、VMnet2 で使用する範囲内の IPアドレス
を手動で割り当てます。

仮想マシン 2 仮想マシン 2 には、VMnet2 で使用する範囲内の IP アドレスを割り当てます。
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オプション 説明

仮想マシン 3 ネットワーク アダプタは、VMnet2 と VMnet3 に接続されます。アダプタが接続さ
れる仮想ネットワークの値域内の IP アドレスを割り当てます。

仮想マシン 4 仮想マシン 3 には、VMnet3 で使用する範囲内の IP アドレスを割り当てます。
 

10 各仮想マシンに必要なアプリケーション ソフトウェアをインストールします。
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リモート接続の使用と仮想マシンの共有 8
共有仮想マシンとは、リモート Workstation Pro ユーザーがリモート仮想マシンとしてアクセスできるホスト システム
上の仮想マシンのことです。最大 100 人のリモート ユーザーが同時に 1 台の共有仮想マシンに接続できます。

Workstation Pro のリモート ホストのユーザーがローカル ホストにアクセスしてローカル ホストで実行中の共有仮想マ
シンを使用できるように、Workstation Pro を構成できます。リモート ホストに接続して、リモート仮想マシンを実行
することもできます。アクセス権限を設定して、ホスト システムおよび共有仮想マシンにアクセス可能なユーザを制御し
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

n VMware Workstation Server について (P. 207)

n リモート サーバへの接続 (P. 210)

n リモート サーバからの切断 (P. 212)

n 共有仮想マシンの作成および管理 (P. 212)

n リモート サーバへの仮想マシンのアップロード (P. 215)

n リモート サーバからの仮想マシンのダウンロード (P. 217)

n リモート ホストの仮想マシンの作成 (P. 218)

n 共有仮想マシンおよびリモート仮想マシンをホストと同時に起動する構成 (P. 219)

n 役割を使用した権限の割り当て (P. 219)

n アクセス権限によるユーザーの制限 (P. 223)

VMware Workstation Server について
VMware Workstation Server は、Workstation Pro ホスト システムで実行するサービスです。リモート Workstation Pro
ユーザーは、ホスト システムで共有仮想マシンを実行すると VMware Workstation Server に接続されます。

Windows ホストの VMware Workstation Server は、VMware Workstation Server サービスと呼ばれます。Linux ホ
ストでは、vmware-workstation-server になります。

Workstation Pro をインストールするときに、仮想マシンの共有およびリモート アクセスはデフォルトで有効になって
おり、ホスト システムの起動時に VMware Workstation Server が起動します。Workstation Pro が起動すると、現在
ログインしているユーザーの認証情報を使用して、VMware Workstation Server に接続します。

リモート Workstation Pro ユーザーは、ホスト システムの HTTPS ポート 443 を介して VMware Workstation Server
に接続されます。Workstation Pro をインストールするときや Workstation Pro をインストールした後に、共有仮想マ
シンの Workstation Pro 設定を変更して、VMware Workstation Server のポートを変更できます。
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共有仮想マシンは、仮想マシン ライブラリの[共有 VM] アイテムの下に表示されます。仮想マシンの共有が無効化されて
いる場合や、現在のユーザーに VMware Workstation Server に接続する権限がない場合には、[共有 VM] アイテムが非
アクティブになります。

仮想マシンの共有が無効化されているときに、[共有 VM] アイテムをクリックすると、Workstation Pro から仮想マシン
の共有を有効化する方法を説明するメッセージが返されます。ユーザーに適切な権限がないために [共有 VM] アイテムが
非アクティブになっている場合、ログイン ダイアログ ボックスが表示され、VMware Workstation Server に接続する
権限があるユーザーとしてログインできます。

仮想マシンの共有およびリモート アクセスの構成
仮想マシンの共有およびリモート アクセスの有効化/無効化、VMware Workstation Server がホスト システムで使用す
る HTTPS ポートの変更、共有仮想マシン ディレクトリの変更を行えます。

仮想マシンの共有およびリモート アクセスを有効化すると、Workstation Pro は VMware Workstation Server を起動
し、サービスがホスト システムの起動時に起動するよう設定します。

仮想マシンの共有およびリモート アクセスを無効化すると、Workstation Pro は仮想マシンの共有を無効化して VMware
Workstation Server を停止します。共有仮想マシンを作成できなくなり、リモート ユーザーはホスト システムに接続で
きなくなります。

VMware Workstation Server が使用する HTTPS を変更する前に、仮想マシンの共有とリモート アクセスを無効化する
必要があります。

開始する前に

n Linux ホストで、root アクセス権があることを確認してください。

n Windows ホストで、管理者権限があることを確認してください。

n 共有仮想マシン ディレクトリを変更する場合は、ホスト システム上の仮想マシンの共有を無効化してください。ホ
スト システムに共有仮想マシンが存在する場合は、共有仮想マシン ディレクトリを変更できません。「仮想マシンの
共有の停止 (P. 215)」を参照してください。

手順

1 [編集] - [環境設定] - [共有 VM] を選択します。

2 仮想マシン共有およびリモート アクセスを有効化または無効化するには、[共有を有効にする] または [共有を無効に
する] をクリックするか（Windows ホストの場合）、[仮想マシンの共有およびリモート アクセスを有効にする] を
選択または解除します（Linux ホストの場合）。

3 VMware Workstation Server がホスト システムで使用する HTTPS ポートを変更するには、ドロップダウン メ
ニューから他のポートを選択します。

注意   ポートを非デフォルト値に変更すると、リモート ユーザーは、ホスト システムへの接続時にポート番号を指
定する必要があります（<host>: <port> など）。

4 共有仮想マシン ディレクトリを変更するには、新しい共有仮想マシン ディレクトリの場所を入力するか、その場所
を参照して指定します（Windows ホストの場合）。または、新しいディレクトリをテキスト ボックスに入力して [適
用] をクリックします（Linux ホストの場合）。

5 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

VMware Workstation Pro の使用
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VMware Workstation Server のデフォルトの証明書の置き換え
VMware Workstation Server は、自己署名証明書を生成します。この証明書は暗号化には有効ですが、実在性認証は提
供しません。セキュリティを強化するには、デフォルトの証明書を民間の認証局（CA）が署名した証明書に置き換える必
要があります。

開始する前に

署名付き証明書を取得します。署名付き認証書を取得するには、CA の登録手順に従って証明書署名リクエスト（CSR）
を作成し、CA に送信する必要があります。会社に関するいくつかの確認が完了したリクエストは、CA により署名され、
プライベート キーを使用した暗号化が行われた後、認証証明書が送信されてきます。詳細については、CA が定める手順
を参照してください。

手順

1 ホスト システム上の VMware SSL 証明書ファイルに記述されたデフォルトの証明書テキストを、CA から入手した
証明書テキストに置き換えます。

証明書ファイルの場所は、ホスト OS によって異なります。

オプション 証明書ファイル

Windows Server 2008 R2、Windows 7、
Windows 8、および Windows 10 のホス
ト

C:\ProgramData\VMware\SSL\rui.crt

注意   SSL ディレクトリには、管理者権限のコマンド プロンプトからのみアクセスで
きます。

Linux ホスト /etc/vmware/ssl/rui.crt
 

2 ホスト システム上の VMware SSL キー ファイルに記述されたデフォルトのプライベート キー テキストを、CA か
ら取得したプライベート キー テキストに置き換えます。

キー ファイルの場所は、ホスト OS によって異なります。

オプション 証明書ファイル

Windows Server 2008 R2、Windows 7、
Windows 8、および Windows 10 のホス
ト

C:\ProgramData\VMware\SSL\rui.key

注意   SSL ディレクトリには、管理者権限のコマンド プロンプトからのみアクセスで
きます。

Linux ホスト /etc/vmware/ssl/rui.key
 

3 ホスト システムを再起動します。

VMware Workstation Server サービスが再起動され、新しい証明書の使用が開始されます。

共有仮想マシン ディレクトリ
Workstation Pro は共有仮想マシン ディレクトリに共有仮想マシンを保存し、VMware Workstation Server がこの共
有仮想マシンを管理します。

共有仮想マシン ディレクトリのデフォルトの場所は、ホスト OS によって異なります。

第 8 章 リモート接続の使用と仮想マシンの共有
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表 8‑1.  デフォルトの共有仮想マシン ディレクトリ

ホスト OS デフォルトの共有仮想マシン ディレクトリ

Windows Server 2008 R2 C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Shared Virtual Machines

Windows 7
Windows 8
Windows 10

C:\Users\Public\Documents\Shared Virtual Machines

Linux /var/lib/vmware/Shared VMs

VMware Workstation サーバ ログ ファイル
VMware Workstation サーバは、ログ ファイルにメッセージを保存します。リモート アクセスまたはリモート認証の問
題で検査やトラブルシューティングが必要な場合、これらのログ ファイルを参照します。

表 8‑2.  Workstation サーバ ログ ファイル

ホスト システム 場所

Windows Server 2008 R2、Windows
7、Windows 8、および Windows 10 の
ホスト

C:\ProgramData\VMware\hostd\hostd-<n>.log

Linux ホスト /var/log/vmware/hostd-<n>.log

Linux ホストでは、認証の試行などのセキュリティ関連情報はシステム メッセージ ログに送られます。

リモート サーバへの接続
Workstation Pro を使用して、Workstation Pro、ESX、ESXi、vCenter Server のいずれかを実行しているリモート サー
バに接続できます。

Workstation Pro では、リモート サーバの初回接続時に、ログイン情報を保存するかどうかを確認するメッセージが表
示されます。リモート サーバのログイン情報を保存するかどうかの確認を次回から表示しないように Workstation Pro
を構成できます。「リモート ログイン情報を保存するプロンプトを無効にする (P. 211)」を参照してください。

開始する前に

リモート サーバが Workstation 8.x 以降、ESX、ESXi、vCenter Server 4.1 以降のいずれかを実行中であることを確認
します。

手順

1 [ファイル] - [サーバに接続] を選択します。

2 ホスト名または IP アドレス、ユーザー名、パスワードを入力して、[接続] をクリックします。

VMware Workstation Server サービスがリモート サーバで実行中で、デフォルトのポートを使用していない場合、
ポート番号（remotehost:444 など）を指定する必要があります。VMware Workstation Server サービスはデ
フォルトではポート 443 を使用します。

VMware Workstation Pro の使用
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3 (オプション) Workstation Pro でログイン情報を保存するかどうかを尋ねられた場合、いずれかを選択します。

オプション 説明

記憶する ログイン情報が Workstation Pro に保存され、次回以降のサーバ ログイン時に情報
を指定する必要がありません。

このホストでは保存しない サーバ名が Workstation Pro の例外リストに保存され、その後このサーバの接続時
にログイン情報の保存を求めるプロンプトが表示されなくなります。

今は保存しない ログイン情報は Workstation Pro に保存されません。次回このサーバに接続すると、
ログイン情報の保存を求めるプロンプトが表示されます。

 

リモート サーバに接続されると、ライブラリにリモート ホストとリモート仮想マシンが表示されます。

次に進む前に

リモート ホストとリモート仮想マシン間で通信します。

リモート ホストおよび仮想マシンの操作
リモート サーバに接続すると、リモート ホストおよびリモート仮想マシンがライブラリに表示されます。リモート サー
バで vCenter Server が実行されている場合、データセンターおよびフォルダがライブラリに表示されます。

リモート ホストを操作するには、ライブラリでリモート ホストを選択します。リモート ホスト上で実行できる操作がリ
モート ホストのタブに表示されます。たとえば、リモート ホストの再起動、シャットダウン、またはサスペンドおよび
仮想マシンの作成などです。

リモート仮想マシンを操作するには、ライブラリでリモート仮想マシンを選択します。リモート仮想マシンはローカル仮

想マシンと同じように操作できますが、一部の機能およびデバイスはサポートされていません。リモート仮想マシンで使

用できない機能は、ユニティ モード、共有フォルダ、AutoProtect スナップショット、ドラッグ アンド ドロップ、コ
ピーと貼り付けなどです。

アクセス権限に応じてリモート ホストおよびリモート仮想マシン上で実行できる操作が異なります。機能がサポートされ
ていない場合や、使用するためのアクセス権限を持っていない場合には、該当するメニュー項目が使用できなくなってい

ます。

リモート ログイン情報を保存するプロンプトを無効にする
特定のリモート サーバまたはすべてのリモート サーバのリモート ログイン情報を保存するプロンプトを無効にできます。

手順

n 特定のリモート サーバのログイン情報を保存するプロンプトを無効にします。

a そのリモート サーバに初めてログインします。

b [このホストでは保存しない] を選択します。

リモート サーバ名 が Workstation Pro の例外リストに保存されます。次回このリモート サーバに接続するときに、
ログイン情報を入力する必要があります。

n すべてのリモート サーバのログイン情報を保存するプロンプトを無効にします。

a [編集] - [環境設定] - [ワークスペース] を選択します。

b [リモート サーバに対してログイン情報を保存することを提案する] の選択を解除します。

c [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

リモート サーバに接続するたびに、ログイン情報を入力する必要があります。

第 8 章 リモート接続の使用と仮想マシンの共有
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リモート サーバの保存されたログインと例外情報を削除
Workstation Pro がリモート サーバ向けに保存しているログイン情報を削除できます。リモート サーバで使用するユー
ザ名やパスワードが変更された場合、保存されているログイン情報を削除する必要がある場合があります。また、例外リ

ストからリモート サーバを削除することもできます。

リモート サーバに最初にログインするときに [このホストでは保存しない] を選択すると、Workstation Pro ではそのリ
モート サーバが例外リストに追加されます。その後、Workstation Pro でそのリモート サーバのログイン情報を保存す
るよう求めるプロンプトを表示するには、例外リストからリモート サーバを削除する必要があります。

手順

1 [編集] - [環境設定] を選択し、[ワークスペース] を選択し、[保存されたログイン情報を表示する] をクリックします。

[保存されたパスワード] タブに保存されたユーザー名が表示されます。Workstation Pro でログイン情報を保存する
ように求めるプロンプトが表示されないリモート サーバが [例外] タブに表示されます。

オプション 説明

特定のリモート サーバの保存されたログイ
ン情報を削除する

[保存されたパスワード] タブで、リモート サーバを選択して [削除] をクリックしま
す。そのリモート サーバに次に接続したときにログイン情報を入力する必要がありま
す。

すべての保存されているログイン情報を削除

する

[保存されたパスワード] タブで、[すべて削除] をクリックします。次回いずれのリモー
ト サーバに接続したときも、ログイン情報を入力する必要があります。

例外リストからリモート サーバを削除する [例外] タブで、リモート サーバを選択して [削除] をクリックします。次回そのリモー
ト サーバに接続すると、Workstation Pro ではログイン情報の保存を求めるプロン
プトが表示されます。

例外リストからすべてのリモート サーバを
削除する

[例外] タブで、[すべて削除]（Windows ホスト）または[クリア]（Linux ホスト）を
クリックします。次回いずれのリモート サーバに接続するときも、Workstation Pro
ではログイン情報の保存を求めるプロンプトが表示されます。

 

2 [閉じる] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、[OK] をクリックして変更を保存します。

リモート サーバからの切断
リモート サーバから切断すると、リモート仮想マシンはライブラリに表示されなくなります。

手順

n Windows ホストでは、ライブラリ内のリモート ホストを右クリックし、[切断] を選択します。

n Linux ホストでは、ライブラリ内のリモート ホストを選択し、リモート ホストのタブの [このサーバから切断] をク
リックします。

共有仮想マシンの作成および管理

共有仮想マシンとは、リモート Workstation Pro ユーザーがリモート仮想マシンとしてアクセスできるホスト システム
上の仮想マシンのことです。新しい共有仮想マシンを作成したり、標準仮想マシンを共有仮想マシンに変換したり、標準

仮想マシンの共有仮想マシン クローンを作成することができます。

特定の共有仮想マシンを構成して、ホスト システムの起動時に起動するように指定できます。また、共有仮想マシンのス
テータスやタスク情報を表示できます。

Workstation Pro は共有仮想マシン ディレクトリに共有仮想マシンを保存し、VMware Workstation Server がこの共
有仮想マシンを管理します。共有仮想マシンは、仮想マシン ライブラリの[共有 VM] アイテムの下に表示されます。

n 標準仮想マシンから共有仮想マシンへの変換またはクローン作成 (P. 213)

標準仮想マシンは、共有仮想マシンに変換することも、クローンを作成して共有仮想マシンを作成することもでき

ます。Workstation Pro は、共有仮想マシン ディレクトリに共有仮想マシンを保存します。
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n 新しい共有仮想マシンの作成 (P. 213)

[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、Workstation Pro に共有仮想マシンを新規作成できます。共有仮想マシ
ンの作成は、標準仮想マシンの作成に似ています。

n 仮想マシンの共有の停止 (P. 215)

仮想マシンの共有を停止すると、Workstation Pro は共有仮想マシンを標準仮想マシンに変更します。

n 共有およびリモート仮想マシンの状態の表示 (P. 215)

共有仮想マシンの電源状態とタスク情報を表示でき、リモート仮想マシンの電源状態を表示できます。タスクとは、

電源状態の変化や仮想マシン設定の変更など、仮想マシンの使用に影響する可能性がある操作です。

標準仮想マシンから共有仮想マシンへの変換またはクローン作成

標準仮想マシンは、共有仮想マシンに変換することも、クローンを作成して共有仮想マシンを作成することもできます。

Workstation Pro は、共有仮想マシン ディレクトリに共有仮想マシンを保存します。

開始する前に

n 仮想マシンが暗号化されていないことを確認します。

n 仮想マシンが物理ディスクを使用するように構成されていないことを確認します。

n 仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [共有] を選択するか、または [共有 VM] アイテムに仮想マシンをドラッグし
ます。

2 共有仮想マシンの名前を入力します。

3 共有仮想マシンの作成方法を選択します。

オプション 説明

仮想マシンの移動 標準仮想マシンを共有仮想マシンに変換します。Workstation Pro は、共有仮想マシ
ン ディレクトリに仮想マシンのファイルを移動します。後で仮想マシンにリモート ア
クセスできないようにする場合は、仮想マシンを標準仮想マシンに戻すことができます。

仮想マシンの完全なクローンを作成 仮想マシンのクローンを作成して共有仮想マシンを作成します。Workstation Pro
は、共有仮想マシン ディレクトリにクローンを作成します。クローンは仮想マシンの
独立した完全コピーであり、保存するには追加のディスク領域が必要です。

 

4 仮想マシンを共用にするには [完了] をクリックし、ウィザードを終了するには [閉じる] をクリックします。

複製される仮想ディスクのサイズによって異なりますが、クローンの作成には数分要します。

標準仮想マシンを共有仮想マシンへ変換した場合、仮想マシンは、ライブラリの [共有 VM] アイテムの下に表示されま
す。標準仮想マシンのクローンを作成した場合、クローンは、[共有 VM] アイテムの下に表示され、元の仮想マシンは [マ
イ コンピュータ] の下に残っています。

次に進む前に

仮想マシンが固定 IP アドレスを使用する場合、標準仮想マシンのクローンを作成して共有仮想マシンに変換します。

新しい共有仮想マシンの作成

[新規仮想マシン] ウィザードを使用して、Workstation Pro に共有仮想マシンを新規作成できます。共有仮想マシンの作
成は、標準仮想マシンの作成に似ています。

開始する前に

n [新規仮想マシン] ウィザードで仮想マシンを作成するのに必要な情報が手元にあることを確認します。「仮想マシン
の新規作成の準備 (P. 38)」を参照してください。
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n インストールするゲスト OS がサポートされていることを確認します。サポートされるゲスト OS のリストについて
は、当社 Web サイトの『VMware 互換性ガイド』を参照してください。

n インストールするゲスト OS の情報については、『VMware ゲスト OS インストール ガイド』を参照してください。

n インストーラ ディスクからゲスト OS をインストールする場合、ホスト システムの CD-ROM ドライブにインストー
ラ ディスクを挿入します。

n ISO イメージ ファイルからゲスト OS をインストールする場合、ISO イメージ ファイルがホスト システムにアクセ
ス可能なディレクトリにあることを確認します。

手順

1 ライブラリで、[共有 VM] を選択します。

2 [共有 VM] タブで、[新規仮想マシンの作成] をクリックします。

3 ようこそ画面で、構成タイプを選択します。

オプション 説明

標準 基本の仮想マシン設定のデフォルトを使用するか、特定値を指定するかを確認するプ

ロンプトが表示されます。ほとんどの場合、標準構成タイプの使用が適しています。

オペレーティング システムのバージョンおよび仮想マシンの名前と場所を指定した後
で、仮想ディスク サイズのみを構成し、ディスクを複数のファイルに分割するかどう
かを指定するためのプロンプトがウィザードに表示されます。カスタム セットアップ
を選択すると、ウィザードにはプロセッサ、メモリおよびネットワークなどの追加プ

ロンプトも表示されます。

カスタム カスタムの構成タイプを選択する必要があるのは、デフォルトのハードウェア互換設

定とは異なる設定で仮想マシンを作成する場合、SCSI アダプタの I/O アダプタ タイ
プを指定する場合、IDE、SCSI、SATA のいずれかの仮想ディスクを作成するかを指
定する場合、既存の仮想ディスクを使用する場合、またはディスク領域を最大ディス

ク サイズに達するまで徐々に拡張していくのではなく、最初にすべての仮想ディスク
領域を割り当てる場合です。

 

4 カスタム構成を選択した場合、仮想マシンのハードウェア互換性設定を選択します。

ハードウェアの互換性設定により、仮想マシンのハードウェア機能が決まります。

5 プロンプトに従って、ゲスト OS および名前を選択し、仮想マシンを構成します。

次のガイドラインを使用します：

n 共有またはリモートの仮想マシンにオペレーティング システムをインストールする場合は、簡易インストール
機能を使用することはできません。

n 後でオペレーティング システムをインストールすることを選択すると、空きディスクの仮想マシンが作成され
ます。

6 (オプション) ハードウェア構成をカスタマイズするには、[ハードウェアをカスタマイズ] をクリックします。

また、仮想マシンを作成した後でも、仮想ハードウェア設定を変更できます。

7 (オプション) 仮想マシンの作成後にパワーオンするには、[この仮想マシンを作成後にパワーオンする] を選択します。

このオプションは、ゲスト OS を手動でインストールしている場合は使用できません。

8 [完了] をクリックすると、仮想マシンが作成されます。

簡易インストールを使用している場合、仮想マシンのパワーオン時にゲスト OS のインストールが開始します。ゲスト OS
のインストールは自動的に行われ、通常、何も入力することなく実行されます。ゲスト OS がインストールされると、簡
易インストールは VMware Tools をインストールします。

新しく作成された共有仮想マシンは、ライブラリの [共有 VM] アイテムの下に表示されます。

VMware Workstation Pro の使用

214  VMware, Inc.



次に進む前に

簡易インストールを使用し、[新規仮想マシン] ウィザードの完了時に仮想マシンがパワーオンされなかった場合は、仮想
マシンをパワーオンしてゲスト OS のインストールを開始します。「簡易インストールによる ゲスト OS のインストー
ル (P. 49)」を参照してください。

簡易インストールを使用しなかった場合、ゲスト OS を手動でインストールします。「ゲスト OS の手動インストー
ル (P. 50)」を参照してください。

仮想マシンの共有の停止

仮想マシンの共有を停止すると、Workstation Pro は共有仮想マシンを標準仮想マシンに変更します。

開始する前に

仮想マシンをパワーオフします。

手順

1 共有仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [共有を停止] を選択するか、または仮想マシンを [共有 VM] アイテムか
ら[マイ コンピュータ] にドラッグ アンド ドロップします。

2 仮想マシンの新しい場所を入力または参照します。

3 仮想マシンの共用を停止にするには [完了] をクリックします。ウィザードを終了するには [閉じる] をクリックします。

[共有 VM] タブに仮想マシンが表示されなくなります。

共有およびリモート仮想マシンの状態の表示

共有仮想マシンの電源状態とタスク情報を表示でき、リモート仮想マシンの電源状態を表示できます。タスクとは、電源

状態の変化や仮想マシン設定の変更など、仮想マシンの使用に影響する可能性がある操作です。

開始する前に

リモート仮想マシンの電源状態を表示するには、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を
参照してください。

手順

n 共有仮想マシンの電源状態とタスク情報を表示するには、[共有 VM] を選択して、[共有 VM] タブにあるリスト ビュー
を選択します。

各共有仮想マシンの電源状態とタスク情報が [共有 VM] タブに表示されます。

n リモート仮想マシンの電源状態を表示するには、リモート ホストを選択し、リモート ホストのタブにあるリスト
ビューを選択します。

リモート ホストにある各仮想マシンの電源状態がタブに表示されます。

リモート サーバへの仮想マシンのアップロード
Workstation Pro で作成された仮想マシンを、他の VMware 製品を実行しているリモート サーバにアップロードできま
す。

VMware ESXi または VMware vCenter Server を実行しているリモート サーバ、または VMware vCloud Air OnDemand
に仮想マシンをアップロードできます。

n リモート サーバへの仮想マシンのアップロード (P. 216)

リモート サーバに仮想マシンをアップロードすると、Workstation Pro は、選択されたリモート ホストおよびデー
タストアに仮想マシンをコピーします。元の仮想マシンは、ホスト システムに残ります。

第 8 章 リモート接続の使用と仮想マシンの共有

VMware, Inc.  215



n VMware vCloud Air への仮想マシンのアップロード (P. 216)

VMware® vCloud® Air™ に仮想マシンをアップロードする場合、Workstation Pro は VMware vCloud Air サー
バおよび選択した仮想データ センターに仮想マシンをコピーします。元の仮想マシンは、ホスト システムに残りま
す。

リモート サーバへの仮想マシンのアップロード
リモート サーバに仮想マシンをアップロードすると、Workstation Pro は、選択されたリモート ホストおよびデータス
トアに仮想マシンをコピーします。元の仮想マシンは、ホスト システムに残ります。

開始する前に

n リモート サーバが VMware Workstation Pro、VMware ESXi、または VMware vCenter Server を実行している
ことを確認します。

n 仮想マシンが暗号化されていないことを確認します。暗号化された仮想マシンはアップロードできません。

n リモート ホストが仮想マシンのハードウェア バージョンをサポートしていることを確認します。リモート ホストが
そのハードウェア バージョンをサポートしていない場合、アップロード ウィザードはエラー メッセージを返します。

n Workstation Pro で仮想マシンを開きます。

n 仮想マシンがパワーオンまたはサスペンドの状態の場合、パワーオフします。

手順

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [管理] - [アップロード] を選択します。

注意   ライブラリのリモート ホストに仮想マシンをドラッグ アンド ドロップして、アップロード プロセスを開始す
ることもできます。

2 アップロード先のリモート サーバを選択します。

オプション 操作

リモート サーバがリストに表示されている リストのリモート サーバを選択します。

リモート サーバがリストに表示されていな
い

[新しいサーバ接続] を選択して、リモート サーバにログインします。

 
Workstation Pro は、リモート サーバへの接続を確認します。

3 リモート サーバが vCenter Server を実行中の場合、アップロード先を選択します。

4 (オプション) リモート ホストの仮想マシンの新しい名前を入力します。

5 アップロードされた仮想マシンを保存するリモート ホストおよびデータストアを選択します。

リモート サーバが vCenter Server を実行中の場合、複数のホストおよびデータストアを使用できる場合があります。

6 [完了] をクリックして、リモートサーバに仮想マシンをアップロードします。

ステータス バーには、アップロード プロセスの進行状況が表示されます。仮想マシンのアップロード時間は、仮想
ディスクのサイズとネットワーク接続速度によって異なります。

リモート サーバにアップロードされた仮想マシンは、ライブラリのリモート ホストのインベントリに表示されます。

VMware vCloud Air への仮想マシンのアップロード
VMware® vCloud® Air™ に仮想マシンをアップロードする場合、Workstation Pro は VMware vCloud Air サーバおよ
び選択した仮想データ センターに仮想マシンをコピーします。元の仮想マシンは、ホスト システムに残ります。

開始する前に

n 仮想マシンが暗号化されていないことを確認します。暗号化された仮想マシンはアップロードできません。
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n リモート ホストが仮想マシンのハードウェア バージョンをサポートしていることを確認します。リモート ホストが
そのハードウェア バージョンをサポートしていない場合、エラー メッセージが表示されます。

n 仮想マシンがオフになっていることを確認します。

n VMware vCloud Air へのログイン認証情報があることを確認します。

注意   Workstation Pro では、VMware vCloud Air に対して Windows 仮想マシンのアップロードのみがサポートされ
ます。

VMware vCloud Air の詳細については、『vCloud Air - Virtual Private Cloud OnDemand ユーザー ガイド』を参照し
てください。

手順

1 VMware vCloud Air にアップロードする仮想マシンを選択します。

2 [仮想マシン] - [管理] - [アップロード] を選択します。

3 [VMware vCloud Air] を選択して、[次へ] をクリックします。

4 サーバのユーザー名とパスワードを入力して、[次へ] をクリックします。

5 仮想マシンの新しい名前を入力します。

6 アップロードされた仮想マシンを格納する仮想データ センターを選択します。

7 [完了] をクリックして、仮想データ センターに仮想マシンをアップロードします。

リモート サーバからの仮想マシンのダウンロード
リモート サーバから仮想マシンをダウンロードすると、Workstation Pro はリモート ホストおよびデータストアから仮
想マシンをコピーします。元の仮想マシンはホスト システム上に残り、指定した場所の Workstation Pro ホスト上にコ
ピーが作成されます。

この機能は、リモート サーバ上の仮想マシンでのみ使用可能です。これは、共有の仮想マシンまたは Workstation Pro
ホスト上の標準仮想マシンには使用できません。

開始する前に

n ダウンロードする仮想マシンをホストするリモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を参
照してください。

n リモート サーバが ESX、ESXi、vCenter Server 4.1 以降のいずれかを実行中であることを確認します。

n 仮想マシンがパワーオンまたはサスペンドの状態の場合、パワーオフします。

手順

1 リモート サーバ上の仮想マシンを選択し、[VM] - [管理] - [ダウンロード] を選択します。

注意   仮想マシンをリモート ホストから Workstation Pro ライブラリの [マイ コンピュータ]、またはライブラリの
[マイ コンピュータ] のいずれかのサブフォルダにドラッグしても、ダウンロード処理が開始されます。

2 表示された [仮想マシンのダウンロード] ダイアログ ボックスで、仮想マシンの名前を入力し、仮想マシン ファイル
のディレクトリを入力または参照し、[ダウンロード] をクリックします。
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リモート ホストの仮想マシンの作成
リモート サーバに接続されている場合、リモート仮想マシンを作成できます。リモート仮想マシンの作成は、ローカル ホ
ストの仮想マシンの作成に似ていますが、簡易インストールはサポートされていないため、ゲスト OS を手動でインストー
ルする必要があります。

標準構成を選択した場合、[新規仮想マシン] ウィザードは、Workstation Pro の環境設定に構成されているデフォルトの
ハードウェア バージョンを使用します（ただし、リモート ホストでこのバージョンがサポートされていない場合を除く）。
リモート ホストがデフォルトのハードウェア バージョンをサポートしない場合、ウィザードは、リモート ホストでサポー
トされている最新のハードウェア バージョンを使用します。

開始する前に

n リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を参照してください。

n リモート ホストに仮想マシンを作成する権限があることを確認します。

n [新規仮想マシン] ウィザードで仮想マシンを作成するのに必要な情報が手元にあることを確認します。「仮想マシン
の新規作成の準備 (P. 38)」を参照してください。

手順

1 [新規仮想マシン] ウィザードを開始します。

オプション 説明

Windows ホスト [ファイル] - [新しい仮想マシン] を選択してメニューからリモート ホストを選択する
か、リモート ホストのタブで [新しい仮想マシン] をクリックします。

Linux ホスト リモート ホストのタブの [新規仮想マシンの作成] をクリックします。
 

2 ようこそ画面で、構成タイプを選択します。

オプション 説明

標準 基本の仮想マシン設定のデフォルトを使用するか、特定値を指定するかを確認するプ

ロンプトが表示されます。ほとんどの場合、標準構成タイプの使用が適しています。

オペレーティング システムのバージョンおよび仮想マシンの名前と場所を指定した後
で、仮想ディスク サイズのみを構成し、ディスクを複数のファイルに分割するかどう
かを指定するためのプロンプトがウィザードに表示されます。カスタム セットアップ
を選択すると、ウィザードにはプロセッサ、メモリおよびネットワークなどの追加プ

ロンプトも表示されます。

カスタム カスタムの構成タイプを選択する必要があるのは、デフォルトのハードウェア互換設

定とは異なる設定で仮想マシンを作成する場合、SCSI アダプタの I/O アダプタ タイ
プを指定する場合、IDE、SCSI、SATA のいずれかの仮想ディスクを作成するかを指
定する場合、既存の仮想ディスクを使用する場合、またはディスク領域を最大ディス

ク サイズに達するまで徐々に拡張していくのではなく、最初にすべての仮想ディスク
領域を割り当てる場合です。

 

3 ESX または ESXi を実行中のリモート サーバに複数のデータストアがある場合、仮想マシンを保存するデータストア
を選択します。

4 リモート サーバが vCenter Server を実行中の場合、インベントリの場所、リモート ホスト、仮想マシンを保存す
るデータストアを選択します。

インベントリの場所には、データセンタまたはデータセンタ内のフォルダを選択できます。リモート ホストに複数
のデータストアがある場合のみ、データストアを選択する必要があります。

5 カスタム構成を選択した場合、仮想マシンのハードウェア互換性設定を選択します。

ハードウェアの互換性設定により、仮想マシンのハードウェア機能が決まります。

6 ゲスト OS の種類とバージョンを選択するか、ゲスト OS がリストにない場合は [その他] を選択します。
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7 仮想マシンの名前を入力します。

8 プロンプトに従って、ゲスト OS および名前を選択し、仮想マシンを構成します。

次のガイドラインを使用します：

n 共有またはリモートの仮想マシンにオペレーティング システムをインストールする場合は、簡易インストール
機能を使用することはできません。

n 後でオペレーティング システムをインストールすることを選択すると、空きディスクの仮想マシンが作成され
ます。

9 [完了] をクリックすると、仮想マシンが作成されます。

リモート ホストの下のライブラリに仮想マシンが表示されます。

次に進む前に

ゲスト OS を手動でインストールします。「ゲスト OS の手動インストール (P. 50)」を参照してください。

共有仮想マシンおよびリモート仮想マシンをホストと同時に起動する構成

自動起動機能を使用して、ローカル ホスト システムの起動時に共有仮想マシンを起動するよう構成できます。また、リ
モート ホスト システムの起動時にリモート仮想マシンを起動するようにも構成できます。

リモート サーバが vCenter Server を実行している場合には、自動起動を構成できません。自動起動機能を使用して、仮
想マシンを起動する順序は指定できません。起動順序などのより高度な機能は VMware vSphere Client を使用して構成
できます。vSphere 仮想マシンの管理ドキュメントを参照してください。

開始する前に

n リモート仮想マシンの自動起動を構成する場合、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」
を参照してください。

n 管理者のロールまたは Host.Configuration.Virtual machine autostart configuration 権限を含むカスタム ロール
が割り当てられていることを確認します。

手順

1 仮想マシンの場所を選択します。

オプション 説明

仮想マシンがローカル ホストにある場合 a ライブラリで、[共有 VM] を選択します。
b [共有 VM] タブで、[自動起動 VM の管理] をクリックします。

仮想マシンがリモート ホストにある場合 a ライブラリで、リモート ホストを選択します。
b リモート ホストのタブで、[自動起動 VM の管理] をクリックします。

 

2 ホスト システムと同時に起動する仮想マシンを選択します。

3 複数の仮想マシンを選択した場合、仮想マシンの起動の間の遅延秒数を選択します。

4 変更を保存するには [保存] をクリックします。

役割を使用した権限の割り当て

役割は、事前に定義された権限セットです。権限には、ユーザーの操作実行とプロパティの読み取りに必要な個々の権限

を定義します。Workstation Pro には、デフォルトのシステムの役割セットが用意されています。独自の役割を作成する
こともできます。

各ユーザーには、オブジェクトごとに異なる役割を設定できます。たとえば、仮想マシン A と仮想マシン B の 2 つの共
有仮想マシンがある場合、特定のユーザーに仮想マシン A の Administrator 役割と仮想マシン B の Read Only 役割を割
り当てることができます。
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n デフォルトのシステムの役割 (P. 220)

Workstation Pro には、デフォルトのシステムの役割セットが用意されています。デフォルトのシステムの役割は
権限の割り当てに使用でき、独自の役割を作成するためのモデルとしても使用できます。

n 役割の作成 (P. 220)

デフォルトのシステム役割では要求を満たせない場合、選択した権限を組み合わせて固有の役割を作成できます。

n 役割の編集 (P. 221)

役割の名前を変更できます。役割に権限を追加または削除できます。デフォルトのシステムの役割は編集できません。

n 役割のクローン作成 (P. 222)

既存の役割のクローンを作成することによって、コピーを作成できます。クローンを作成すると、新しい役割はユー

ザー、グループ、またはオブジェクトに適用されません。ユーザーまたはグループ、およびオブジェクトに、その

役割を割り当てる必要があります。

n 役割の削除 (P. 222)

役割を削除すると、Workstation Pro は役割のリストから定義を削除します。

デフォルトのシステムの役割

Workstation Pro には、デフォルトのシステムの役割セットが用意されています。デフォルトのシステムの役割は権限の
割り当てに使用でき、独自の役割を作成するためのモデルとしても使用できます。

デフォルトのシステムの役割は永続します。これらの役割に関連付けられた権限は編集できません。

表 8‑3.  デフォルトのシステムの役割

役割 ユーザー機能

Administrator n すべてのオブジェクトに対するすべての権限があります。

n すべてのオブジェクトに対するアクセス権限とその他の権限を

追加、削除、設定できます。

Windows ホストの Administrators グループのメンバーおよび
Linux ホストのルート ユーザーのデフォルトの役割です。

No Access n 関連付けられたオブジェクトを表示、変更できません。

n オブジェクトに関連付けられたタブには何も表示されません。

すべてのユーザー（Windows ホストの Administrators グループ
のユーザーおよび Linux ホストのルート ユーザーを除く）のデフォ
ルトの役割です。

Read Only n オブジェクトの状態、詳細を表示できます。

n メニューおよびツール バーから操作を実行できません。

VM Creator 仮想マシンを作成、使用、構成、削除できます。

VM User 既存の仮想マシンを構成、使用できます。

役割の作成

デフォルトのシステム役割では要求を満たせない場合、選択した権限を組み合わせて固有の役割を作成できます。

権限には、ユーザーの操作実行とプロパティの読み取りに必要な個々の権限を定義します。役割の作成時に選択できる権

限は、サーバが Workstation Pro、ESX、ESXi、vCenter Server のいずれを実行しているかによって異なります。

使用できる権限の詳細については、Workstation Pro ドキュメント センターの「Defined Privileges」を参照してくださ
い。Workstation Pro ドキュメント センターは当社 Web サイト
(https://www.vmware.com/support/pubs/ws_pubs.html) で利用できます。
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開始する前に

リモート ホストに役割を作成する場合、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を参照して
ください。

手順

1 [役割を編集] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

ローカル ホストでの役割の作成 n （Windows ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割を編集] を選択します。

リモート ホストでの役割の作成 n （Windows ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割を編集] を選択します。

 

2 [追加] をクリックします。

3 新しい役割の名前を入力します。

オプション 説明

Windows ホスト 役割リスト内の役割の名前を置き換えます。

Linux ホスト [名前] テキスト ボックスに新しい名前を入力します。
 

4 権限ツリーから、新しい役割に含める権限を選択します。

ツリーを展開して各カテゴリ内の権限を表示できます。

5 [OK]（Windows ホスト）または [保存]（Linux ホスト）をクリックして新しい役割を作成します。

役割の編集

役割の名前を変更できます。役割に権限を追加または削除できます。デフォルトのシステムの役割は編集できません。

役割の権限を変更すると、その役割が割り当てられたユーザーまたはグループのすべてに変更が適用されます。役割の名

前を変更しても役割の割り当ては変更されません。

使用できる権限の詳細については、Workstation Pro ドキュメント センターの「Defined Privileges」を参照してくださ
い。Workstation Pro ドキュメント センターは当社 Web サイト
(https://www.vmware.com/support/pubs/ws_pubs.html) で利用できます。

開始する前に

リモート ホスト上の役割を編集する場合には、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を参
照してください。

手順

1 [役割を編集] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

ローカル ホスト上の役割の編集 n （Windows ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割を編集] を選択します。

リモート ホスト上の役割の編集 n （Windows ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割を編集] を選択します。
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2 編集する役割を選択します。

オプション 説明

役割の名前を変更する n （Windows ホスト）[役割] リスト内の役割をダブルクリックし、新しい名前を
入力します。

n （Linux ホスト）[名前] テキスト ボックスに新しい名前を入力します。

役割の権限を変更する 権限ツリーの権限を選択または選択解除します。ツリーを展開して各カテゴリ内の権

限を表示できます。

 

3 [OK]（Windows ホスト）または [保存]（Linux ホスト）をクリックして変更を保存します。

役割のクローン作成

既存の役割のクローンを作成することによって、コピーを作成できます。クローンを作成すると、新しい役割はユーザー、

グループ、またはオブジェクトに適用されません。ユーザーまたはグループ、およびオブジェクトに、その役割を割り当

てる必要があります。

クローン作成プロセス中に、クローンの役割の権限を変更できます。使用できる権限の詳細については、Workstation Pro
ドキュメント センターの「Defined Privileges」を参照してください。Workstation Pro ドキュメント センターは当社
Web サイト (https://www.vmware.com/support/pubs/ws_pubs.html) で利用できます。

開始する前に

リモート ホスト上の役割のクローンを作成する場合には、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接
続 (P. 210)」を参照してください。

手順

1 [役割を編集] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

ローカル ホスト上の役割のクローン作成 n （Windows ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割を編集] を選択します。

リモート ホスト上の役割のクローン作成 n （Windows ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割を編集] を選択します。

 

2 クローンを作成する役割を選択し、[クローン作成] をクリックします。

Workstation Pro により役割のコピーが役割リストに追加されます。

3 クローン作成された役割の新しい名前を入力します。

オプション 説明

Windows ホスト 役割リスト内の役割の名前を置き換えます。

Linux ホスト [名前] テキスト ボックスに新しい名前を入力します。
 

4 (オプション) クローンの役割の権限を変更するには、権限ツリーから権限を選択または選択解除します。

ツリーを展開して各カテゴリ内の権限を表示できます。

5 [OK]（Windows ホスト）または [保存]（Linux ホスト）をクリックして新しい役割を作成します。

役割の削除

役割を削除すると、Workstation Pro は役割のリストから定義を削除します。

重要   役割の割り当てを削除または置き換える前に、ユーザーへの影響について必ず理解しておきます。
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開始する前に

リモート ホスト上の役割を削除する場合には、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接続 (P. 210)」を参
照してください。

手順

1 [役割を編集] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

ローカル ホスト上の役割の削除 n （Windows ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）[共有 VM] を右クリックし、[役割を編集] を選択します。

リモート ホスト上の役割の削除 n （Windows ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割] を選択します。
n （Linux ホスト）リモート ホストを右クリックし、[役割を編集] を選択します。

 

2 削除する役割を選択し、[削除] をクリックします。

Windows ホストでは、Workstation Pro によりホスト上で構成されている、ユーザーまたはグループと役割の組み
合わせが削除されます。他のアクセス権限が割り当てられていないユーザーまたはグループはすべての権限を失いま

す。

3 役割がユーザーまたはグループに割り当てられている場合、再割り当てオプションを選択して [OK] をクリックします。

オプション 説明

影響を受けるすべてのユーザーおよびグルー

プから役割を削除する

n （Windows ホスト）[役割の割り当てを削除] を選択します。
n （Linux ホスト）[影響を受けるアクセス権限を削除] を選択します。
他のアクセス権限が割り当てられていないユーザーまたはグループはすべての権限を

失います。

影響を受けるすべてのユーザーおよびグルー

プから役割を削除し、別の役割を割り当てる

n （Windows ホスト）[影響を受けるユーザーに再割り当てする役割] を選択し、
役割を選択します。

n （Linux ホスト）[影響を受けるアクセス権限を再割り当てする役割] を選択し、
役割を選択します。

 

アクセス権限によるユーザーの制限

アクセス権限を作成して、リモート ホストおよび共有仮想マシンにアクセス可能なユーザーを制御できます。アクセス権
限を作成するには、ユーザーまたはグループを役割とペアにして、オブジェクトに関連付けます。役割はユーザーまたは

グループが実行可能な操作を定義し、ユーザーまたはグループは操作の実行可能なユーザーを示します。オブジェクトは

操作の対象です。

役割は、事前に定義された権限セットです。権限には、ユーザーの操作実行とプロパティの読み取りに必要な個々の権限

を定義します。各ユーザーには、オブジェクトごとに異なる役割を設定できます。

ユーザーは、グループのメンバーシップおよびオブジェクト階層を通じてアクセス権限を継承できます。グループにアク

セス権限を割り当てると、グループのすべてのユーザーがそのアクセス権限を継承します。同じオブジェクトに複数のグ

ループのアクセス権限を定義した場合、それらのグループの 2 つ以上に属するユーザーは、属しているグループに割り当
てられたアクセス権限をすべて継承します。オブジェクトにユーザーのアクセス権限を定義した場合、そのアクセス権限

はグループのすべてのアクセス権限に優先します。

アクセス権限の追加

アクセス権限を作成するには、オブジェクトにユーザーまたはグループおよび役割を割り当てます。

使用できるユーザーおよびグループには、ホスト システム上のローカル ユーザーおよびローカル グループが含まれます。
Workstation Pro では、ホスト システムが属している Windows ドメインのユーザーおよびグループも含まれます。
vCenter Server によって管理されるリモート ホストでは、vCenter Server が参照する Windows ドメイン リスト内の
ユーザーおよびグループも含まれます。
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アクセス権限を設定できるオブジェクトは、共有仮想マシンまたはリモート仮想マシン、[共有 VM] アイテム、またはリ
モート ホストです。vCenter Server によって管理されるリモート ホストでは、データセンターおよびデータセンター内
のフォルダにもアクセス権限を設定できます。

アクセス権限を追加する際には、そのアクセス権限をオブジェクト階層の下層に伝搬させるかどうかを指定できます。伝

播はすべてに適用されるわけではありません。子オブジェクトに定義したアクセス権限は、親オブジェクトから伝搬され

たアクセス権限より優先されます。

注意   Workstation Pro を使用してユーザーおよびグループを作成、削除、または変更することはできません。ユーザー
およびグループを管理するには、ホスト OS で提供されるメカニズムを使用します。

開始する前に

n デフォルトの役割を確認します。「デフォルトのシステムの役割 (P. 220)」を参照してください。

n リモート オブジェクトにアクセス権限を設定する場合には、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの
接続 (P. 210)」を参照してください。

手順

1 [アクセス権限] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

オブジェクトが共有またはリモート仮想マシ

ンの場合

オブジェクトを右クリックし、[管理] - [アクセス権限] を選択します。

オブジェクトがリモート ホスト、データセ
ンター、またはフォルダの場合

オブジェクトを右クリックし、[アクセス権限] を選択します。

 

2 [追加] をクリックします。

3 [ドメイン] ドロップダウン メニューからユーザーまたはグループの場所を選択します。

[（サーバ）] を選択した場合、ローカルのユーザーおよびグループのみがリストに表示されます。

4 リストからユーザーまたはグループの名前を選択します。

検索ボックスに名前を入力することにより、リスト内のユーザーおよびグループにフィルタを適用できます。

5 アクセス権限を追加します。

オプション 説明

Windows ホスト [追加] をクリックし、ユーザーまたはグループを選択し、[割り当てられた役割] の下
のドロップダウン メニューから役割を選択し、[OK] をクリックします。

Linux ホスト [役割] ドロップダウン メニューから役割を選択し、[追加] をクリックします。
 
Linux ホストでは、アクセス権限はただちに追加されます。Windows ホストでは、アクセス権限は [OK] をクリッ
クするまで追加されません。

6 (オプション) アクセス権限を子オブジェクトに伝搬させないようにするには、新しいアクセス権限の隣の [伝播] チェッ
ク ボックスの選択を解除します。

オブジェクトが共有またはリモートの仮想マシンであり、[伝播] チェック ボックスの選択を解除した場合、ユーザー
がホストに対して読み取り専用アクセスを持てることを確認する必要があります。Workstation Pro を通じて仮想マ
シンにアクセスするには、仮想マシンを実行しているホストに対してユーザーが読み取り専用アクセスを持っている

必要があります。

伝播の設定はただちに適用されます。

7 （Windows ホストのみ）[OK] をクリックしてアクセス権限を追加します。
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アクセス権の編集

ユーザーまたはグループに割り当てられている役割を変更できます。伝播設定も変更できます。

開始する前に

n デフォルトの役割を確認します。「デフォルトのシステムの役割 (P. 220)」を参照してください。

n リモート オブジェクトのアクセス権限を編集する場合には、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの
接続 (P. 210)」を参照してください。

手順

1 [アクセス権限] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

オブジェクトが共有またはリモート仮想マシ

ンの場合

オブジェクトを右クリックし、[管理] - [アクセス権限] を選択します。

オブジェクトがリモート ホスト、データセ
ンター、またはフォルダの場合

オブジェクトを右クリックし、[アクセス権限] を選択します。

 

2 アクセス権限を選択します。

3 ドロップダウン メニューから新しい役割を選択します。

Windows ホストでは、ドロップダウン メニューは [割り当てられた役割] の下にあります。

Linux ホストでは、役割はただちに変更されます。Windows ホストでは、役割は [OK] をクリックするまで変更さ
れません。

4 伝播設定を変更するには、[伝播] チェック ボックスを選択または選択解除します。

伝播設定の変更はただちに適用されます。

5 （Windows ホストのみ）[OK] をクリックして変更を保存します。

アクセス権限の削除

選択したオブジェクトに対するユーザーまたはグループと役割の組み合わせを削除できます。継承されたアクセス権限は

削除できません。

アクセス権限を削除しても、使用できるユーザーおよびグループのリストからユーザーおよびグループが削除されたり、

使用できる役割のリストから役割が削除されることはありません。

開始する前に

リモート オブジェクトのアクセス権限を削除する場合には、リモート サーバに接続します。「リモート サーバへの接
続 (P. 210)」を参照してください。

手順

1 [アクセス権限] ダイアログ ボックスを開きます。

オプション 説明

オブジェクトが共有またはリモート仮想マシ

ンの場合

オブジェクトを右クリックし、[管理] - [アクセス権限] を選択します。

オブジェクトがリモート ホスト、データセ
ンター、またはフォルダの場合

オブジェクトを右クリックし、[アクセス権限] を選択します。
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2 アクセス権限を選択し、[削除] をクリックします。

Linux ホストでは、アクセス権限はただちに削除されます。Windows ホストでは、アクセス権限は [OK] をクリッ
クするまで削除されません。

3 （Windows ホストのみ）[OK] をクリックしてアクセス権限を削除します。
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Workstation Pro の環境設定の変更 9
Workstation Pro の環境設定とは、Workstation Pro および Workstation Pro で実行する仮想マシンに適用されるグロー
バル構成設定のことです。特定の仮想マシンに対して、特定の Workstation Pro 環境設定を上書きできます。

Workstation Pro の環境設定を変更するには、[編集] - [環境設定] を選択します。

重要   ほとんどの場合、Workstation Pro の環境設定はデフォルトの設定値で適切に機能します。本製品に習熟している
ユーザー以外は Workstation Pro の環境設定を変更しないでください。

この章では次のトピックについて説明します。

n ワークスペースの環境設定の構成 (P. 227)

n 入力環境設定の構成 (P. 230)

n ホット キーの組み合わせの変更 (P. 232)

n Workstation Pro のディスプレイの環境設定の構成 (P. 233)

n ソフトウェア更新の環境設定の構成 (P. 234)

n システム データと使用状況の統計の VMware への送信 (P. 236)

n 共有仮想マシンの環境設定の変更 (P. 237)

n Workstation Pro のメモリの環境設定の構成 (P. 238)

n Workstation Pro の優先順位の環境設定の構成 (P. 239)

n Windows ホストのデバイス設定の構成 (P. 240)

ワークスペースの環境設定の構成

ワークスペースの環境設定を使用して、新しく作成された仮想マシンのデフォルトのハードウェア互換性設定の変更、

Workstation Pro を終了するときの仮想マシンの動作の制御、および一般的なワークスペースの設定の構成を実行できま
す。

ワークスペースの環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ワークスペース] を選択します。

n 仮想マシン ファイルおよびスクリーンショットのデフォルトの場所の構成 (P. 228)

仮想マシンのファイルおよびキャプチャされたスクリーンショットのデフォルトの場所を構成できます。

n 仮想マシンの終了動作の構成 (P. 228)

Workstation Pro を終了するときの仮想マシンの動作を構成できます。
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n 他のユーザーが作成した共有フォルダの有効化 (P. 229)

セキュリティのため、デフォルトでは、仮想マシンをパワーオンしたユーザー以外が作成した共有フォルダは無効

になります。また、Workstation 4 および 5.x の仮想マシンでは、仮想マシンの作成者に関係なく、フォルダ共有
がデフォルトで無効になります。

n デフォルトのハードウェア互換性設定の変更 (P. 229)

[新規仮想マシン] ウィザードが標準仮想マシンを作成するときに使用するハードウェアの互換性設定を変更できま
す。ハードウェアの互換性設定により仮想マシンでサポートされるハードウェア機能が決まります。

n パワーオン遅延および Aero Peek サムネイルの設定の構成 (P. 230)

バッチ電源操作を実行する場合に Workstation Pro が仮想マシンを起動してから次の仮想マシンを起動するまでの
遅延秒数を構成できます。また、開いている仮想マシン タブの Aero Peek サムネイルを表示するかどうかも指定
できます。

仮想マシン ファイルおよびスクリーンショットのデフォルトの場所の構成
仮想マシンのファイルおよびキャプチャされたスクリーンショットのデフォルトの場所を構成できます。

仮想マシンのファイルおよびスクリーンショットのデフォルトの場所を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ワークスペー
ス] を選択します。

表 9‑1.  仮想マシンのファイルおよびスクリーンショットの場所の設定

設定 説明

[仮想マシンのデフォルトの場所] 仮想マシンのファイルのデフォルトの保存場所です。このパスは、

[新規仮想マシン] ウィザードおよび[仮想マシンのクローン作成] ウィ
ザードの [場所] テキストボックスに表示されます。現在ログインし
ているユーザーが作成する仮想マシンに適用されます。

[スクリーン ショットの保存先] クリップボード、ファイル、または両方に仮想マシンのスクリーン

ショットを保存するかどうかを選択します。

ファイルにスクリーンショットを保存するときに、Workstation Pro
で以下の処理を行うことができます。

n 場所を常に尋ねる

n デスクトップに保存

n カスタムの場所の参照

デフォルトでは、Workstation Pro はホスト コンピュータのデスク
トップ上の .png ファイルにスクリーンショットを保存します。
Windows ホストの .bmp ファイルにスクリーンショットを保存す
るには、スクリーンショットの作成時に [場所を常に尋ねる] を選択
して、ファイルの種類を指定します。

仮想マシンの終了動作の構成

Workstation Pro を終了するときの仮想マシンの動作を構成できます。

仮想マシンの終了時の動作を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ワークスペース] を選択します。
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表 9‑2.  仮想マシンの終了時の動作設定

設定 説明

[前のセッションで開いたタブを記憶する] Workstation Pro の終了時に表示されている仮想マシンのタブが次
の Workstation Pro の起動時に再表示されます。
仮想マシンのタブが Workstation Pro ウィンドウに表示されていれ
ば、パワーオン状態でなくても、その仮想マシンは開いているもの

とみなされます。

[Workstation を閉じた後も引き続き仮想マシンを実行する] パワーオンされている仮想マシンは、仮想マシンを閉じたり

Workstation Pro を終了してもバックグラウンドで引き続き実行さ
れます。この設定を選択解除すると、パワーオンされている仮想マ

シンを閉じたり Workstation Pro を終了するたびに操作を求めるプ
ロンプトが Workstation Pro に表示されます。
仮想マシンを閉じたり Workstation Pro を終了した後も、パワーオ
ンされている仮想マシンが引き続き動作している場合、VNC などの
サービスを使用して仮想マシンを操作できます。

[トレイ アイコンを表示する] バックグラウンドで仮想マシンを実行する場合、この設定を使用し

てトレイ アイコンの表示方法を選択します。トレイ アイコンは、ホ
スト システムのタスクバーの通知領域に 3 つの重なり合う四角形で
表示されます。

常時 Workstation Pro が実行されていなくても、
実行中の仮想マシンがない場合、トレイ アイ
コンがタスクバーに表示されます。

仮想マシンがパ

ワー オン状態に
あるとき

仮想マシンがパワーオンされている場合にの

み、トレイ アイコンがタスクバーに表示され
ます。

なし Workstation Pro を再起動した場合でも、仮
想マシンが実行されているとトレイ アイコン
はタスクバーに表示されません。

他のユーザーが作成した共有フォルダの有効化

セキュリティのため、デフォルトでは、仮想マシンをパワーオンしたユーザー以外が作成した共有フォルダは無効になり

ます。また、Workstation 4 および 5.x の仮想マシンでは、仮想マシンの作成者に関係なく、フォルダ共有がデフォルト
で無効になります。

他のユーザーによって作成されたフォルダの共有を有効にするには、[編集] - [環境設定] - [Workstation] を選択し、[デ
フォルトですべての共有フォルダを有効にする] を選択します。

この設定を有効にすると、フォルダを共有できる仮想マシンおよび共有できるフォルダを指定できる状態になります。

重要   すべての共有フォルダを有効にすると、知らない間に共有フォルダによって仮想マシン内の既存のプログラムがホ
ストのファイル システムにアクセスしてしまうことがあるため、セキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。

デフォルトのハードウェア互換性設定の変更

[新規仮想マシン] ウィザードが標準仮想マシンを作成するときに使用するハードウェアの互換性設定を変更できます。ハー
ドウェアの互換性設定により仮想マシンでサポートされるハードウェア機能が決まります。

デフォルトのハードウェアの互換性設定を変更するには、[編集] - [環境設定] - [ワークスペース] を選択します。デフォル
トのハードウェアの互換性設定が [デフォルトのハードウェアの互換性] メニューに表示されます。

デフォルトでは、デフォルトのハードウェアの互換性設定はホスト システムにインストールされている Workstation Pro
のバージョンです。
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仮想マシンを作成し、他の VMware 製品を使用する環境にデプロイする場合、デフォルトのハードウェアの互換性設定
を Workstation の古いバージョンに変更する必要がある場合があります。一部の製品では、インストールされている
Workstation Pro バージョンの一部のハードウェア機能がサポートされません。仮想マシンに ESX Server との互換性が
必要な場合、[ワークスペース] 環境設定ダイアログ ボックスの ESX Server との互換性のチェック ボックスを選択します。

注意   リモート ESX ホスト上で仮想マシンを作成した場合には、ESX Server との互換性のチェック ボックスは使用でき
ません。リモート ESX ホストで作成された仮想マシンは常に ESX と互換性があります。

仮想ハードウェアのバージョンの詳細については、『仮想マシン モビリティ プラン ガイド』を参照してください。このガ
イドでは、仮想マシンを異なる環境に移行するときに考慮する必要のある互換性の問題について説明しています。

注意   [新規仮想マシン] ウィザードでカスタム仮想マシンを作成する場合には、デフォルトのハードウェアの互換性設定
を無視できます。

パワーオン遅延および Aero Peek サムネイルの設定の構成
バッチ電源操作を実行する場合に Workstation Pro が仮想マシンを起動してから次の仮想マシンを起動するまでの遅延
秒数を構成できます。また、開いている仮想マシン タブの Aero Peek サムネイルを表示するかどうかも指定できます。

パワーオン遅延およびサムネイルの設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ワークスペース] を選択します。

表 9‑3.  パワーオン遅延およびサムネイルの設定

設定 説明

[複数の VM をパワーオンする間隔の秒数] バッチ電源操作を実行する場合に Workstation Pro が仮想マシンを
起動してから次の仮想マシンを起動するまでの遅延秒数を選択しま

す。フォルダを選択するか、フォルダ タブ上のサムネイルを選択す
ることによって、フォルダ内の仮想マシンのバッチ電源操作を実行

できます。

[開いているタブの Aero Peek のサムネイルを表示する] 開いている仮想マシン タブの Aero Peek サムネイルを表示するか
どうかを選択します。

このチェック ボックスは Windows 7 バージョン 6.1 以降のホスト
OS でのみ使用できます。

入力環境設定の構成

Workstation Pro は、キー操作、マウスの動き、およびボタンのクリックが仮想マシンに伝達されるよう、ホスト シス
テムからの入力を仮想マシンに対して有効にします。入力環境設定により、Workstation Pro がホスト システムからの
入力を仮想マシンに対して有効にする方法を構成できます。

入力環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [入力] を選択します。

n キーボードとマウスの設定の構成 (P. 230)

キーボードとマウスの設定を使用して、Workstation Pro で実行されている仮想マシンがキーボードとマウスから
の入力をどのように取得するかを制御できます。

n カーソル設定の構成 (P. 231)

カーソル設定により、Workstation Pro で実行する仮想マシンのカーソルの動作を制御できます。

キーボードとマウスの設定の構成

キーボードとマウスの設定を使用して、Workstation Pro で実行されている仮想マシンがキーボードとマウスからの入力
をどのように取得するかを制御できます。

キーボードとマウスの設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [入力] を選択します。
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表 9‑4.  キーボードとマウスの設定

設定 説明

[マウス クリックでキーボードとマウスを有効にする] ユーザーが仮想マシン ウィンドウ内をクリックすると仮想マシンへの入力が有効
になります。

[キーを押してキーボードとマウスを有効にする] カーソルが仮想マシン ウィンドウ内にあるときにユーザーがキーを押すと、仮想
マシンへのキーボードとマウスからの入力が有効になります。

この設定を選択すると、仮想マシンのディスプレイがアクティブになっている間、

通常のアプリケーションやシステム アクセラレータのキー シーケンスは使用でき
ません。

入力の問題についてのトラブルシューティング

仮想マシンがホスト システムのキーボードとマウスによる入力をキャプチャするときに、問題が発生する場合があります。

表 9‑5.  一般的な入力の問題と解決策

問題 解決策

Ctrl + Alt を押してマウスとキーボードを解放しようとす
ると、ノート型コンピュータがサスペンドする。

デフォルトでは、Ctrl + Alt キーの組み合わせで Workstation Pro からマウ
スとキーボードが解放されます。一部のノート型コンピュータでは、ホスト

マシンのサスペンドにこの組み合わせが使用されます。この場合は、キーボー

ドの右側にある Ctrl キーと Alt キーを使用してみてください。
Workstation Pro では左右どちらの Ctrl キーと Alt キーも認識されますが、
ノート型コンピュータのサスペンド操作では通常はキーボードの左側のキー

のみが認識されます。

Ctrl + Alt を押してマウスとキーボードを解放した後に、
ホスト OS 内でキーボードが正常に機能しなくなる。

Workstation Pro により、ホスト OS がキーボード イベントを認識できなく
なることがあります。また逆に、キーが押されていないのに押されていると

ホスト OS が認識することもあります。
Workstation Pro を終了してもキーが期待どおりに応答しない場合は、ホス
ト OS でキーがスタックしている可能性があります。Ctrl、Shift、および Alt
などの各修飾キーを 1 つずつ押して解放します。この方法でキーが応答しな
い場合は、Windows キーや Esc、Caps Lock などの特殊キーを押して解放
してください。

Linux ホストで、Ctrl + Alt を押してもカーソルが解放さ
れない。

X（Linux 内）の修飾キーが、予期しない操作にマップされている可能性があ
ります。たとえば、左 Ctrl キーが Caps Lock にマップされていたり、Alt
キーによって特殊なキーストロークが生成されている可能性があります。

xmodmap -- kim -- kp を実行して、サポート リクエストをその出
力と一緒に当社のテクニカル サポートに提出してください。

カーソル設定の構成

カーソル設定により、Workstation Pro で実行する仮想マシンのカーソルの動作を制御できます。

カーソル設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [入力] を選択します。
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表 9‑6.  カーソル設定

設定 説明

[カーソルがウィンドウから外れたとき、バックグラウ
ンド入力にする]

ユーザーが仮想マシン ウィンドウの外をポイントすると、仮想マシンはカーソ
ルを解放します。この設定を選択すると、キーの組み合わせを押さなくてもホ

スト システムを使用できます。
画面の端にポインタを移動することでパンまたはスクロールできるコンピュー

タ ゲームをプレイする場合は、この設定の選択解除が必要になる場合があります。
この機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールしてお
く必要があります。

[バックグラウンド入力時はカーソルを非表示にする] 入力がホスト システムに切り替わった後に、カーソルが仮想マシン内に表示さ
れなくなります。この設定を選択しておくと、複数の仮想マシンを同時に表示

している場合に、アクティブなカーソルがどこにあるのかが分かりやすくなり

ます。

この機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールしてお
く必要があります。

[カーソルがウィンドウ内に入ったとき有効にする] 仮想マシン ウィンドウの内側にカーソルが入ると、仮想マシン ウィンドウでの
キーボードおよびマウスの入力が有効になります。

この設定を選択すると、Workstation Pro は最初のキー操作とマウス クリック
を仮想マシンに送信します。ポインタは、Workstation Pro がアクティブなア
プリケーションであるときにのみ有効になります。ホットキーの組み合わせを

使用してポインタを解放する場合に、Workstation Pro で入力を再び有効にす
るには、仮想マシン ウィンドウ内をクリックする必要があります。
この機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールしてお
く必要があります。

[マウスをゲーム用に最適化する] コンピュータ ゲーム用にマウス動作を選択します。一部のコンピュータ ゲーム
では、ポインタをスクリーンの端に移動すると、シーンがパンまたはスクロー

ルします。仮想マウスをゲーム用に最適化すると、この効果を仮想マシンで実

現できます。

自動 Workstation Pro の判断によってマウス動作が最適化
されます。これはデフォルトの設定です。

常時 マウス動作は常にゲーム用に最適化されます。

なし マウス動作は最適化されません。仮想マシン内でコン

ピュータ ゲームをプレイするときは、最適化されたマ
ウスは通常は仮想マシンから解放されません。

AutoCAD などの一部のアプリケーションは、誤って
ゲームとして認識されることがあります。AutoCAD
を使用していて、仮想マシンのマウスがホスト システ
ムに問題なく渡されない場合や AutoCAD の使用時に
ポインタのスピードが異なる場合は、この設定を選択

してください。

ホット キーの組み合わせの変更
ホット キー（キーボード ショートカットとも呼ばれます）を使用すると一般的な仮想マシン操作をすばやく実行できま
す。通常、ホット キーの設定では <Ctrl> キー、<Shift> キー、<Alt> キー、および <Windows> キーを使用します。

n 一般的な仮想マシン操作の実行に使用するホット キーの組み合わせを変更できます。「一般的な操作に使用するホッ
ト キーの組み合わせの変更 (P. 163)」を参照してください。

n ユニティ モードで [スタート] メニューおよび [アプリケーション] メニューにアクセスするために使用するホット
キーの組み合わせを変更できます。「ユニティ モードに使用するホット キーの組み合わせの変更 (P. 164)」を参照し
てください。
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Workstation Pro のディスプレイの環境設定の構成
Workstation Pro のウィンドウのサイズを変更したり、ゲスト OS 内のディスプレイ設定を変更した場合にディスプレイ
の調整が必要となります。ディスプレイの環境設定を使用して、Workstation Pro のディスプレイの調整方法を構成でき
ます。

ディスプレイの環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ディスプレイ] を選択します。

n 自動調整設定の構成 (P. 233)

自動調整設定により、仮想マシンのディスプレイを Workstation Pro ウィンドウに合わせて調整する方法を指定で
きます。

n フル スクリーン設定の構成 (P. 233)

フル スクリーン設定により、フル スクリーン モードを開始したときのホスト システムとゲスト OS のディスプレ
イ設定の相互動作方法を指定できます。フル スクリーン モードでは、仮想マシンのディスプレイがスクリーン全体
に拡大され、Workstation Pro ウィンドウの境界線が見えなくなります。

n メニューおよびツール バーの設定の構成 (P. 234)

メニューおよびツール バーの設定により、Workstation Pro がフル スクリーン モードおよびウィンドウ モードの
ときにメニューおよびツール バーがどのように表示されるかを指定できます。

自動調整設定の構成

自動調整設定により、仮想マシンのディスプレイを Workstation Pro ウィンドウに合わせて調整する方法を指定できます。

自動調整設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ディスプレイ] を選択します。

表 9‑7.  自動調整設定

設定 説明

[ウィンドウを合わせる] 仮想マシンのディスプレイ設定が変更されたときに、アプリケーション ウィンドウのサ
イズを仮想マシンのディスプレイ設定に合わせて変更します。

[ゲストをウィンドウに合わせる] アプリケーション ウィンドウのサイズが変更されたときに、仮想マシンの設定をアプリ
ケーション ウィンドウに合わせて変更します。

フル スクリーン設定の構成
フル スクリーン設定により、フル スクリーン モードを開始したときのホスト システムとゲスト OS のディスプレイ設定
の相互動作方法を指定できます。フル スクリーン モードでは、仮想マシンのディスプレイがスクリーン全体に拡大され、
Workstation Pro ウィンドウの境界線が見えなくなります。

フル スクリーン設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ディスプレイ] を選択します。

表 9‑8.  フル スクリーン設定

設定 説明

[ゲストをウィンドウに合わせる] アプリケーション ウィンドウのサイズが変更されたときに、仮想マシンの設定をアプリ
ケーション ウィンドウに合わせて変更します。

[ゲストを拡大（解像度を変更しない）] 仮想マシンの解像度設定はそのままで、フル スクリーン表示に変更されます。たとえば
低い解像度でのみ実行できる古いコンピュータ ゲームをプレイしている場合など、解像
度を低いままにする必要がある場合には、この設定を選択します。

[ゲストを中央に表示（解像度を変更しない）] フル スクリーン モードで実行中、ホスト システムと仮想マシンはそれぞれのディスプレ
イ設定を保持します。

第 9 章 Workstation Pro の環境設定の変更

VMware, Inc.  233



メニューおよびツール バーの設定の構成
メニューおよびツール バーの設定により、Workstation Pro がフル スクリーン モードおよびウィンドウ モードのときに
メニューおよびツール バーがどのように表示されるかを指定できます。

メニューおよびツール バーの設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [ディスプレイ] を選択します。

表 9‑9.  メニューおよびツール バーの設定

設定 説明

[パワー コントロールに単一のボタンを使用] （Windows ホストのみ）この設定が選択されている場合、開始、停
止、サスペンド、リセットのパワー コントロールはドロップダウン
メニュー形式の単一のボタンでツール バーに表示されます。この設
定が選択されていない場合、パワー コントロールの各ボタンがツー
ル バーに表示されます。

[ウィンドウ モードのメニュー バーとツールバーを結合] Workstation Pro がウィンドウ モードの場合、1 つのバーに
Workstation Pro のメニューとツール バーが表示されます。

[固定が解除された場合にツール バーのエッジを表示する] フル スクリーン ツール バーのエッジを表示します。この設定が選
択されていない場合、フル スクリーン ツール バーのエッジは表示
されません。フル スクリーン ツール バーは、ユーザーがスクリー
ン上部近くにポインタ カーソルを合わせると、数秒間表示されます。

ソフトウェア更新の環境設定の構成

ソフトウェア更新の環境設定を使用して、ソフトウェア コンポーネントの新しいバージョンや VMware Tools の更新が
あるかどうかを Workstation Pro が確認するタイミングを構成できます。また、VMware アップデート サーバに接続す
るプロキシ サーバも構成できます。

ソフトウェア更新の環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [更新] を選択します。

n ソフトウェア更新の設定の構成 (P. 234)

ソフトウェア更新の設定では、Workstation Pro がソフトウェア更新をホスト システムにダウンロードするタイミ
ング、および VMware アップデート サーバへの接続にプロキシ サーバを使用するかどうかを制御します。

n プロキシ サーバの接続設定の構成 (P. 235)

VMware アップデート サーバに接続するためにプロキシ サーバを使用する接続設定の構成を使用できます。

ソフトウェア更新の設定の構成

ソフトウェア更新の設定では、Workstation Pro がソフトウェア更新をホスト システムにダウンロードするタイミング、
および VMware アップデート サーバへの接続にプロキシ サーバを使用するかどうかを制御します。

表 9‑10.  ソフトウェア更新の環境設定

設定 説明

[起動時に製品の更新を確認する] Workstation Pro を起動したときに、アプリケーションとインストール済み
のコンポーネントの新しいバージョンが存在するかどうかを確認します。この

設定はデフォルトで選択されています。

[必要に応じてソフトウェア コンポーネントを確認する] VMware Tools などのコンポーネントが必要なときに、そのコンポーネント
の新しいバージョンを確認します。この設定が選択されている場合、

Workstation Pro はダウンロードおよびインストール可能な新しいバージョ
ンが存在するかどうかを確認します。

[今すぐすべてのコンポーネントをダウンロード] 使用可能なすべてのソフトウェア コンポーネントを手動でホスト システムに
ダウンロードします。インターネットにアクセスできないとき、仮想マシンを

後で使用する場合はこのボタンをクリックします。
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表 9‑10.  ソフトウェア更新の環境設定 (続き)

設定 説明

[接続設定] このボタンは、VMware アップデート サーバに接続するプロキシ サーバを構
成する場合にクリックします。

[仮想マシンで VMware Tools を自動的に更新する] 仮想マシンをパワーオンしたとき、またはゲスト OS をシャットダウンしたと
きに、最新バージョンの VMware Tools をインストールします。
特定の仮想マシンのこの設定を上書きできます。

自動ソフトウェア更新プロセスの概要

自動ソフトウェア更新を有効にすると、弊社から提供される最新リリースの情報を確実に入手できます。

常に最新のソフトウェアを利用することにより、製品の新機能やパフォーマンスの向上の恩恵を受けることができ、最新

のパッチがシステムに適用されることが保証され、新しいゲスト OS もいち早くサポートされます。自動ソフトウェア更
新機能は、Workstation Pro のインストール中に、または Workstation Pro の環境設定を構成することによって有効に
できます。この機能はいつでも無効にすることができます。

ソフトウェアの更新があるかどうかを調べるために、VMware ソフトウェア更新機能は次の匿名情報を安全な方法で弊社
に送信します。

n 個別のシステムを識別する UUID（汎用一意識別子）

n 製品名、製品バージョン、ビルド番号

n ホスト OS 名、バージョン、ロケール設定

VMware ソフトウェア更新機能では、氏名、住所、電話番号、メール アドレスなどの個人データが収集されることはあ
りません。お客様の製品ライセンス キーおよび MAC アドレスは弊社に送信されず、弊社にてお客様の IP アドレスを送
信データとともに保存することもありません。

ソフトウェア更新機能によって送信された情報を、弊社が製品開発の計画目的に利用する場合もあります。弊社ではお客

様の情報を保護するために、物理的アクセスの管理、インターネット ファイアウォール、侵入検知、ネットワーク監視な
ど、業界標準の情報管理体制を導入し、データへのアクセスを厳しく制限しています。

VMware ソフトウェア更新機能によって収集された情報は、弊社のプライバシー ポリシーに従って取り扱われます。

プロキシ サーバの接続設定の構成
VMware アップデート サーバに接続するためにプロキシ サーバを使用する接続設定の構成を使用できます。

表 9‑11.  接続設定

設定 説明

[プロキシなし] プロキシ サーバを使用しません。

[Windows プロキシ設定] （Windows ホストのみ） Workstation Pro は、VMware アップデート サーバにアクセスすると
きに [インターネット オプション] コントロール パネルの [接続] タブで指定されたホストのプロ
キシ設定を使用します。

ゲスト接続オプションを確認するには [インターネット オプション] をクリックします。

[システム プロキシ設定] （Linux ホストのみ）Workstation Pro は VMware アップデート サーバにアクセスするときに、
ホストのプロキシ設定を使用します。

[手動プロキシ設定] VMware アップデート サーバにアクセスするための HTTP または Socks プロキシを選択し、プ
ロキシ サーバのアドレスとポート番号を指定します。

[ユーザー名] および [パスワード] プロキシ サーバ認証に使用するユーザ名とパスワードです。Windows ホストでは、[ユーザー名]
または [パスワード] テキスト ボックスが空の場合、Workstation Pro はどちらの値も使用しませ
ん。Linux ホストでは、[ユーザー名] または [パスワード] テキスト ボックスが空の場合、
Workstation Pro は gnome 設定で指定されたユーザー名とパスワードを使用します。

プロキシの設定変更を有効にするには Workstation Pro を再起動する必要があります。
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システム データと使用状況の統計の VMware への送信
Workstation Pro のフィードバック環境設定を使用して、VMware ユーザー エクスペリエンス改善プログラムに参加す
るかどうかを指定できます。

フィードバック環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [フィードバック] を選択します。[VMware Workstation
の改善に協力する] 設定により、ユーザー エクスペリエンス改善プログラムに参加するかどうかを指定できます。

ユーザー エクスペリエンス改善プログラムに参加すると、Workstation Pro は匿名のシステム データおよび使用状況の
統計を収集して VMware に送信します。Workstation Pro はホスト システム上に収集したデータのためのログ ファイル
を作成し、データを保存します。

表 9‑12.  ユーザー エクスペリエンス改善プログラムのログ ファイル

ファイル名 ホスト OS ログ ファイルの場所 説明

workstationUploa
dedData.log

Windows
Server 2008 R2
Windows
Server 2012 R2
Windows 7
Windows 8
Windows 10

\Users\
<user> \AppData\Local\VMware

最後に VMware サーバにアップロー
ドされたデータが含まれています。

workstationUploa
dedData.log

Linux ~/.vmware 最後に VMware サーバにアップロー
ドされたデータが含まれています。

注意   データ収集プロセスがコンピュータのパフォーマンスに影響を及ぼすことはありません。

ユーザー エクスペリエンス改善プログラムへの参加
VMware ユーザー エクスペリエンス改善プログラムに参加すると、お客様のコンピュータから匿名の情報が弊社に送信
されます。プログラムへの参加は任意であり、お客様はいつでも参加を中止することができます。

収集されるデータの種類

VMware ユーザー環境改善プログラムで収集されるデータには、製品データ、製品の使用状況に関する情報、製品のパ
フォーマンスに関する情報、およびシステムの構成情報が含まれる場合があります。

製品データには通常、製品名、バージョン、ビルド番号、構成設定などの情報が含まれます。これらの情報は弊社におい

て、同一のインストールから得られたデータを比較したり、一般的な構成を特定したりする目的に利用されます。

製品の使用状況に関する情報には、選択されたメニュー項目、押されたツール バー ボタン、実行された仮想マシン、お
よび仮想マシンの構成設定が含まれる可能性があります。これらの情報は、最もよく使われる機能、ユーザーが作成する

仮想マシンの個数、同時実行される仮想マシンの個数、最もよく使われる OS、一般的に選択される仮想マシン設定など
の使用状況パターンを弊社にて特定するために利用されます。

製品のパフォーマンスに関するデータには、発生したエラーの情報や仮想マシンのサスペンドとレジュームの回数、稼働

時間、アプリケーション起動時間などの計測値が含まれる場合があります。

システム構成情報には、コンピュータで稼働中のオペレーティング システム、コンピュータに搭載されているプロセッサ
の個数とプロセッサ モデル、搭載されているメモリ容量、利用可能なネットワーク接続の数、搭載されているビデオ カー
ドとビデオ ドライバ、ディスプレイ デバイスの画面解像度が含まれる場合があります。これらの情報は弊社において、
お客様の環境に最も近いものとして弊社内のテストで使用するシステム構成を特定したり、ハードウェア業界の傾向や新

技術の採用動向に基づいて今後の開発方針を計画する目的に利用されます。
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データが弊社に送信されるたびに、入手可能なすべての情報がすべてのシステムから収集されるわけではありません。一

部の情報は特定のインストール構成のみから収集され、エラー メッセージなどの特定の情報は発生した場合にのみ収集さ
れます。

VMware では、汎用一意識別子 (UUID) を使用して、各種マシンの情報を識別します。

データが弊社に送信されるタイミング

システムから収集されたデータは通常、お客様が Workstation Pro を起動したときに弊社に送信されます。お客様のコ
ンピュータがインターネットにアクセスしていない場合、該当する情報は収集され、次回 Workstation Pro を起動した
ときに弊社に送信されます。ソフトウェアの更新の確認中など、その他のタイミングでデータが弊社に送信されることも

あります。他のインターネット ユーザーがデータを読み取ることができないように、データは暗号化され、安全な SSL
接続で送信されます。

Workstation Pro によって、弊社に送信されるすべての情報がお客様のシステムに平文で保存されます。これらの情報は
<productname>UploadedData.log という名前のファイルに保存され、ログ ファイルと同じディレクトリに置かれ
ます。

プライバシー保護

弊社では、氏名、住所、電話番号、メール アドレスなどの個人データを収集することはありません。お客様の製品ライセ
ンス キーおよび MAC アドレスは弊社に送信されず、弊社にてお客様の IP アドレスを送信データとともに保存すること
もありません。

弊社ではお客様の情報を保護するために、物理的アクセスの管理、インターネット ファイアウォール、侵入検知、ネット
ワーク監視など、業界標準の情報管理体制を導入し、データへのアクセスを厳しく制限しています。VMware ユーザー エ
クスペリエンス改善プログラムによって収集された情報は、弊社のプライバシー ポリシーに従って取り扱われます。

注意   ユーザー エクスペリエンス改善プログラムはスパイウェアではありません。スパイウェアは、ユーザーに必要な通
知を行う、またはユーザーの同意を得ることなく、ユーザーのコンピュータから情報を収集したり、コンピュータ上で何

らかの処理を実行したりします。

プログラムの参加の中止

Workstation Pro の環境設定を変更することで、お客様はいつでも VMware ユーザー環境改善プログラムに参加したり
参加を中止したりできます。

詳細については、「システム データと使用状況の統計の VMware への送信 (P. 236)」を参照してください。

共有仮想マシンの環境設定の変更

仮想マシンの共有およびリモート アクセスを有効または無効にしたり、VMware Workstation Server が使用する HTTPS
ポートや共有仮想マシン ディレクトリを変更したりできます。

仮想マシンの環境設定を変更するには、[編集] - [環境設定] - [共有 VM] を選択します。

Windows ホストでこれらの設定を変更するには、このホスト システムの管理者権限が必要です。Linux ホストでは、こ
のホスト システムの root アクセス権を持っている必要があります。
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表 9‑13.  共有仮想マシンの環境設定

設定 説明

[共有を有効にする] または [共有を無効にする]（Windows ホスト）
[仮想マシンの共有とリモート アクセスを有効にする]（Linux ホスト）

仮想マシンの共有を有効にすると、Workstation Pro はホスト シス
テム上で VMware Workstation Server を起動します。共有仮想マ
シンを作成することができ、リモート ユーザーはホスト システムに
接続できるようになります。

仮想マシンの共有を無効にすると、Workstation Pro はホスト シス
テム上で VMware Workstation Server を停止します。共有仮想マ
シンを作成できなくなり、リモート ユーザーはホスト システムに接
続できなくなります。

仮想マシンの共有はデフォルトでは有効になっています。

[HTTPS ポート] VMware Workstation Server がホスト システムで使用する HTTPS
ポート。デフォルト HTTPS ポートは 443 です。
Windows ホストでは、リモート アクセスおよび仮想マシンの共有
が無効になっていないと HTTPS ポートを変更できません。
Linux ホストでは、[環境設定] ダイアログ ボックスでポート番号を
変更することはできません。ポート番号は、Workstation Pro イン
ストール ウィザードを実行しているときのインストール時にのみ変
更できます。

注意   ポート番号に非デフォルト値が使用されている場合、リモー
ト ユーザーは、ホスト システムへの接続時にポート番号を指定する
必要があります (<host>: <port> など)。

[共有 VM の場所] Workstation Pro が共有仮想マシンを保存するディレクトリです。
ホストに共有仮想マシンが存在する場合は、共有仮想マシン ディレ
クトリを変更できません。

Workstation Pro のメモリの環境設定の構成
メモリの環境設定を使用して、すべての実行中の仮想マシンに対して Workstation Pro が予約できるメモリ量を構成で
きます。また、メモリのスワップを制御する設定も構成できます。

メモリの環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [メモリ] を選択します。

n 予約メモリの構成 (P. 238)

予約メモリ設定には、すべての実行中の仮想マシンに対して Workstation Pro が予約できるホスト RAM の最大量
を指定します。予約メモリは、事前には割り当てられません。

n 補足メモリ設定の構成 (P. 239)

補足メモリ設定により、ホスト システムのメモリ マネージャが物理 RAM から仮想マシンのスワップを実行する方
法を制御できます。

予約メモリの構成

予約メモリ設定には、すべての実行中の仮想マシンに対して Workstation Pro が予約できるホスト RAM の最大量を指定
します。予約メモリは、事前には割り当てられません。

予約メモリ設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [メモリ] を選択し、[予約メモリ] スライダを動かして予約メモリ量
を選択します。

予約メモリの設定値が大きすぎると、他のアプリケーションがホストで実行されている場合に CPU でスラッシングが発
生する可能性があります。設定値が小さすぎると、仮想マシンのパフォーマンスが大幅に低下し、同時に実行できる仮想

マシンの数も限られます。
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64 ビット ホストの場合、各仮想マシンの最大メモリ容量は 64 GB です。32 ビット ホストの場合、各仮想マシンの最大
メモリ容量は 8 GB です。Workstation Pro では、32 ビット ホスト上で 8 GB を超えるメモリを使用するように構成さ
れた仮想マシンをパワーオンできません。32 ビット オペレーティング システムのメモリ管理の制限を超えると、仮想マ
シン メモリのオーバーコミットを引き起こし、システムのパフォーマンスに重大な影響を与えます。

単一のホスト システム上で動作するすべての仮想マシンに割り当てられる合計メモリ量を制約するのは、ホスト システ
ムの RAM サイズのみです。

補足メモリ設定の構成

補足メモリ設定により、ホスト システムのメモリ マネージャが物理 RAM から仮想マシンのスワップを実行する方法を制
御できます。

補足メモリ設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [メモリ] を選択します。

表 9‑14.  補足メモリ設定

設定 説明

[全仮想マシンのメモリを予約されたホスト RAM
内に適合させる]

このオプションを選択すると、同時に稼働する仮想マシンの数とメモリ サイズに最も
厳しい制限が適用されます。仮想マシンは RAM のみで実行するので、パフォーマン
スが最高レベルになります。

[一部の仮想マシンのメモリをスワップすることを
許可する]

ホスト OS はある程度の量の仮想マシン メモリをディスクにスワップできます。この
設定を選択すると、ホスト システムで同時に稼働できる仮想マシンの数またはメモリ
サイズを増やすことができます。

一方で、RAM とディスクの間を仮想マシンのメモリが移動することによって、パ
フォーマンスが低下する可能性があります。

[ほとんどの仮想マシンのメモリをスワップするこ
とを許可する]

ホスト OS は必要に応じていくらでも仮想マシン メモリをディスクにスワップできま
す。この設定を選択すると、[一部の仮想マシンのメモリをスワップすることを許可す
る] 設定を選択した場合よりも稼働する仮想マシンとメモリを増やすことができます。
一方で、RAM とディスクの間を仮想マシンのメモリが移動することによって、パ
フォーマンスが低下する可能性があります。

Workstation Pro の優先順位の環境設定の構成
優先順位の環境設定を使用して、バックグラウンド スナップショットを有効または無効にできます。Windows ホストで
は、プロセス順位の構成にも優先順位の環境設定を使用できます。

優先順位の環境設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [優先順位] を選択します。

n Windows ホストでのプロセス順位の構成 (P. 239)

デフォルトのプロセス順位設定では、Windows プロセス スケジューラからホスト システム上で実行する仮想マシ
ンに割り当てられる優先順位を制御します。この設定は、ホスト システムとそのシステム上で実行中の仮想マシン
の両方のパフォーマンスに影響します。

n バックグラウンド スナップショットの構成 (P. 240)

バックグラウンド スナップショットの設定により、Workstation Pro でのバックグラウンド スナップショットの
実行方法を指定できます。

Windows ホストでのプロセス順位の構成
デフォルトのプロセス順位設定では、Windows プロセス スケジューラからホスト システム上で実行する仮想マシンに割
り当てられる優先順位を制御します。この設定は、ホスト システムとそのシステム上で実行中の仮想マシンの両方のパ
フォーマンスに影響します。

デフォルトのプロセス順位設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [優先順位] を選択します。

プロセス順位設定は Windows ホストのみに適用されます。特定の仮想マシンのこの設定を上書きできます。
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表 9‑15.  デフォルトのプロセス順位設定

設定 説明

[フォアグラウンド] キーボードやマウスの入力が有効になっているときの仮想マシンの優先順位を選

択します。

[バックグラウンド] キーボードやマウスの入力が無効になっているときの仮想マシンの優先順位を選

択します。

[標準] に設定すると、仮想マシン内のプロセスは、リソースに関してホストで実行している他のすべてのプロセスと同等
に扱われます。

バックグラウンド スナップショットの構成
バックグラウンド スナップショットの設定により、Workstation Pro でのバックグラウンド スナップショットの実行方
法を指定できます。

バックグラウンド スナップショットの設定を構成するには、[編集] - [環境設定] - [優先順位] を選択します。

スナップショットの設定には多少時間がかかります。バックグラウンド スナップショットを有効にすると、Workstation Pro
がバックグラウンドでスナップショットを処理している間も作業を続けることができます。

表 9‑16.  スナップショット設定オプション

オプション 説明

[スナップショットをバックグラウンドで作成する] バックグラウンド スナップショットを有効にします。

[スナップショットをバックグラウンドで復元する] バックグラウンド スナップショットの復元を有効にします。

バックグラウンド スナップショットの変更を有効にするには、再起動するのではなく仮想マシンをパワーオフしてからパ
ワーオンする必要があります。

Windows ホストのデバイス設定の構成
デバイス設定を使用して、Windows ホストの取外し可能メディアと仮想プリンタの設定を構成できます。

Windows ホストのデバイス設定を構成するには、[編集] - [環境設定 > デバイス] を選択します。

Windows ホストでの自動再生機能の構成
Windows ホストでは、自動再生機能によって、ホスト システムの CD-ROM または DVD ドライブに CD や DVD を挿
入したときに自動的にそのディスクが実行されます。

Windows ホスト システムで自動再生機能を有効または無効にするには、[編集] - [環境設定] - [デバイス] を選択します。
この設定を変更するには、Administrators グループのメンバーとしてログインする必要があります。

自動再生プログラムを実行する一部のオペレーティング システムでは、ディスクが挿入されているかを確認するために、
CD-ROM ドライブに対するポーリングが 1 秒に 1 回程度の間隔で行われます。このポーリングにより、Workstation Pro
がホストの CD-ROM または DVD ドライブに接続され、ドライブが回転を開始する可能性があります。その間は、仮想
マシンが動作を一時的に停止しているように見えます。このような動作を防止するため、Workstation Pro のデフォルト
では自動再生機能が無効になっています。

注意   自動再生機能が無効になっている場合、Windows エクスプローラーを使用してホスト システムのディスクを開く
ことができます。
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Windows ホストでの仮想プリンタの構成
Windows ホストでは、ホストに構成されたすべてのプリンタで仮想印刷をサポートするように Workstation Pro を構成
できます。

仮想印刷は、Windows ホストではデフォルトで無効化されています。Windows ホスト システムで仮想印刷を有効また
は無効にするには、[編集] - [環境設定] - [デバイス] を選択します。[仮想プリンタを有効にする] チェックボックスを選択
して、仮想プリンタを有効にします。印刷を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストールしておく必要
があります。仮想プリンタを有効化または無効化するには、管理者権限が必要です。

Workstation Pro のプリンタ機能は、ThinPrint テクノロジを使用して、仮想マシンにマッピングされたホスト システム
プリンタを複製します。仮想マシン プリンタを有効にした場合、Workstation Pro は仮想シリアル ポートを使用してホ
スト プリンタと通信します。

「仮想マシンへのホスト プリンタの追加 (P. 87)」を参照してください。
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仮想マシンのオプション設定の構成 10
仮想マシンのオプション設定では、ホストとゲスト OS 間のファイルの転送方法、Workstation Pro 終了時のゲスト OS
の動作など、個々の仮想マシンの特性を制御します。仮想マシンの一部のオプションは、同様の Workstation Pro の環
境設定を上書きします。

選択した仮想マシンのオプション設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [オプション] タブをクリックし
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンの全般オプション設定の構成 (P. 243)

n 仮想マシンのパワー設定の構成 (P. 245)

n 仮想マシンの スナップショット オプションの構成 (P. 246)

n 仮想マシンの AutoProtect オプションの構成 (P. 247)

n 仮想マシンのゲストの隔離 オプションの構成 (P. 247)

n 仮想マシンのタブレット センサー入力オプションの構成 (P. 248)

n 仮想マシンの VMware Tools オプションの構成 (P. 249)

n VNC サーバとしての仮想マシンの構成 (P. 249)

n 仮想マシンのユニティ モードの構成 (P. 250)

n 仮想マシンのアプライアンス詳細の構成 (P. 250)

n 仮想マシンの自動ログオンの構成 (P. 251)

n 仮想マシンの詳細オプションの構成 (P. 251)

仮想マシンの全般オプション設定の構成

全般オプション設定には、仮想マシン名、ゲスト OS の種類とバージョン、および仮想マシン ファイルを保存するディレ
クトリの場所が含まれます。

選択した仮想マシンの全般オプション設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリック
し、[全般] を選択します。

n 仮想マシン名の変更 (P. 244)

仮想マシンの名前を変更できます。仮想マシン名を変更しても、このディレクトリ名やホスト上の仮想マシン ファ
イル名は変更されません。Workstation Pro では、仮想マシンのファイルを保存するディレクトリを作成する場合
に、仮想マシンに最初に指定した名前が使用されます。
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n ゲスト OS の変更 (P. 244)

仮想マシンのゲスト OS またはゲスト OS のバージョンを変更できます。ゲスト OS をアップグレードする場合、
または仮想マシン作成時に誤ったオペレーティング システムのバージョンを指定してしまった場合にゲスト OS を
変更します。

n 仮想マシンのワーキング ディレクトリの変更 (P. 244)

仮想マシンのワーキング ディレクトリを変更できます。Workstation Pro のワーキング ディレクトリには、サス
ペンド状態のファイル (.vmss)、スナップショット (.vmsn)、および仮想マシンのページ ファイル (.vmem) が保
存されます。デフォルトでは、ワーキング ディレクトリは仮想マシン ファイルが保存されているディレクトリです。

仮想マシン名の変更

仮想マシンの名前を変更できます。仮想マシン名を変更しても、このディレクトリ名やホスト上の仮想マシン ファイル名
は変更されません。Workstation Pro では、仮想マシンのファイルを保存するディレクトリを作成する場合に、仮想マシ
ンに最初に指定した名前が使用されます。

選択した仮想マシンの新しい名前を指定するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリックし、[全
般] を選択します。

ゲスト OS の変更
仮想マシンのゲスト OS またはゲスト OS のバージョンを変更できます。ゲスト OS をアップグレードする場合、または
仮想マシン作成時に誤ったオペレーティング システムのバージョンを指定してしまった場合にゲスト OS を変更します。

選択した仮想マシンの新しいゲスト OS またはゲスト OS のバージョンを指定するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、
[オプション] タブをクリックし、[全般] を選択します。

オペレーティング システムの種類を変更すると、仮想マシンの構成ファイルが変更されますが、ゲスト OS は変更されま
せん。ゲスト OS を変更するには、オペレーティング システム ソフトウェアを入手してゲスト OS をアップグレードする
必要があります。

これらの設定を変更する場合は、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

仮想マシンのワーキング ディレクトリの変更
仮想マシンのワーキング ディレクトリを変更できます。Workstation Pro のワーキング ディレクトリには、サスペンド
状態のファイル (.vmss)、スナップショット (.vmsn)、および仮想マシンのページ ファイル (.vmem) が保存されます。
デフォルトでは、ワーキング ディレクトリは仮想マシン ファイルが保存されているディレクトリです。

注意   リモートまたは共有仮想マシンのワーキング ディレクトリは変更できません。

選択した仮想マシンの新しいワーキング ディレクトリを指定するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[オプション] タ
ブをクリックし、[全般] を選択します。

次のような場合は、ワーキング ディレクトリを変更します。

n すべてのスナップショットを別のディレクトリに整理する場合、別の場所にディレクトリを作成できます。多数のス

ナップショットを設定し、大きなディスク領域を使用する場合は、大きな空き領域を持つディスク上にワーキング

ディレクトリを配置します。

n ネットワーク共有または iPod に格納されている仮想マシンを実行する場合、パフォーマンスが低下することがある
ので、ワーキング ディレクトリをローカルのハード ディスクに変更できます。続いて、スナップショットを設定し、
仮想マシンをパワーオンして使用し、作業後にスナップショットを破棄できます。これにより、仮想マシンは元の状

態に戻ります。

n 十分なディスク領域を持つ高速ディスクにページ ファイルを作成し、別のディスクに仮想ディスクと構成ファイル
を残しておく場合、ワーキング ディレクトリを変更して高速ディスクに配置できます。
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ワーキング ディレクトリを変更しても、Workstation Pro での仮想マシンの構成ファイル (.vmx) やログ ファイルの保存
先ディレクトリは変わりません。

この設定を変更する場合は、仮想マシンをパワーオフしておく必要があります。

仮想マシンのパワー設定の構成

仮想マシンに対して、パワー オプションとパワー コントロールの設定を構成できます。

選択した仮想マシンのパワー オプションと設定を変更するには、[VM] - [設定] を選択して [オプション] タブをクリック
し、[パワー] を選択します。

n 仮想マシンのパワー オプションの構成 (P. 245)

パワー オプションにより、仮想マシンをパワーオフした後、閉じた後、またはサスペンドした後の仮想マシンの動
作を制御します。

n 仮想マシンのパワー コントロールの構成 (P. 245)

パワー コントロール設定は、仮想マシンの停止、サスペンド、起動、およびリセット ボタンの動作に影響を与えま
す。関連するボタンの上にマウスを置くと選択した動作がツールチップに表示されます。また、パワー コントロー
ル設定は、ライブラリ内の仮想マシンを右クリックしたときにコンテキスト メニューにどのパワー オプションが表
示されるかも指定します。

仮想マシンのパワー オプションの構成
パワー オプションにより、仮想マシンをパワーオフした後、閉じた後、またはサスペンドした後の仮想マシンの動作を制
御します。

選択した仮想マシンのパワー オプションを構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリック
し、[パワー] を選択します。

注意   パワー オプションは共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

表 10‑1.  パワー オプション

オプション 説明

[パワーオン後にフル スクリーン モードで起動] 仮想マシンは、パワーオン後にフル スクリーン モードを開始します。

[パワーオフまたはサスペンド後に閉じる] 仮想マシンは、パワーオフまたはサスペンド後に閉じます。

[バッテリ情報をゲストに報告] バッテリ情報がゲスト OS に報告されます。ノート型コンピュータ上でフル スクリー
ン モードで仮想マシンを実行する場合は、このオプションを使用することでバッテリ
不足を確認できます。このオプションは、Workstation 6.x 以降の仮想マシンのみで
使用できます。

仮想マシンのパワー コントロールの構成
パワー コントロール設定は、仮想マシンの停止、サスペンド、起動、およびリセット ボタンの動作に影響を与えます。
関連するボタンの上にマウスを置くと選択した動作がツールチップに表示されます。また、パワー コントロール設定は、
ライブラリ内の仮想マシンを右クリックしたときにコンテキスト メニューにどのパワー オプションが表示されるかも指
定します。

各パワー コントロールにソフト設定またはハード設定を構成できます。ソフト設定では、要求がゲスト OS に送信され、
ゲスト OS は要求を無視できますが、デッドロック状態のゲストの場合は処理できない場合があります。ゲスト OS はハー
ド パワー コントロールを無視することはできません。デフォルトでは、ハード パワー コントロール設定が構成されてい
ます。

選択した仮想マシンのパワー コントロールを変更するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリックし、
[パワー] を選択します。
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表 10‑2.  パワー コントロール

コントロール 説明

停止 [パワーオフ] （ハード オプション）Workstation Pro は、作業中の状態に関係なく仮想マシ
ンを突然パワーオフします。

[ゲストのシャットダウン] （ソフト オプション）Workstation Pro はゲスト OS にシャットダウン信号を
送信します。信号を認識したオペレーティング システムは、安全にシャットダ
ウンします。一部のゲスト OS は、Workstation Pro からのシャットダウン
信号に反応しません。ゲスト OS が信号に反応しない場合は、物理マシンと同
じようにゲスト OS でシャットダウンしてください。

サスペンド [サスペンド] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンドし、ネット
ワークに接続したままにします。

[ゲストをサスペンド] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンをサスペンドし、ネット
ワークから切断します。VMware Tools は、ゲスト OS でスクリプトを実行
します。Windows ゲストで、DHCP を使用するように仮想マシンを構成して
いる場合は、このスクリプトによって仮想マシンの IP アドレスが解放されま
す。Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストでは、このスクリプトによって
仮想マシンのネットワーク通信が停止します。

起動 [パワーオン] （ハード オプション）Workstation Pro は仮想マシンを起動します。

[ゲストの起動 ] （ソフト オプション）Workstation Pro は仮想マシンを起動し、VMware Tools
はゲスト OS でスクリプトを実行します。Windows ゲストで、DHCP を使用
するように仮想マシンを構成している場合は、このスクリプトによって仮想マ

シンの IP アドレスが更新されます。Linux、FreeBSD、Solaris ゲストでは、
このスクリプトによって仮想マシンのネットワーク通信が開始します。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはこの設定を構成できません。

リセット [リセット] （ハード オプション）Workstation Proは、作業中の状態に関係なく仮想マシ
ンを突然リセットします。

[ゲストの再起動] （ソフト オプション）Workstation Pro はゲスト OS を安全にシャットダウン
し、再起動します。仮想マシンをシャット ダウンする前と起動するときに
VMware Tools はスクリプトを実行します。

仮想マシンの スナップショット オプションの構成
スナップショットを作成すると、Workstation Pro に仮想マシンの状態が保存されるため、同じ状態に何度でも戻ること
ができます。スナップショット作成時に、スナップショットは仮想マシンのメモリ、仮想マシンの設定、およびすべての

仮想ディスクの状態を含む全状態を収集します。

選択した仮想マシンのスナップショット オプションを構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリッ
クし、[スナップショット] を選択します。

表 10‑3.  スナップショット オプション

オプション 説明

[パワーオフする] スナップショットへの変更を行わずに仮想マシンをパワーオフします。

[現在のスナップショットまで戻る] 仮想マシンの現状の親スナップショットに戻ります。スナップショットに戻ったときに、仮想

マシンのメモリ、設定、仮想ディスクがすべてスナップショット作成時の状態に戻ります。

[選択画面を表示する] 仮想マシンをパワーオフするたびに、そのままパワーオフするか、スナップショットを作成す

るかの選択を求めるプロンプトを表示します。
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仮想マシンの AutoProtect オプションの構成
AutoProtect 機能を使用すると、一定の間隔でスナップショットが作成され、仮想マシンの状態が保存されます。スナッ
プショットはいつでも手動で作成することもできます。

AutoProtect 機能にはいくつかの制限があります。

n AutoProtect では仮想マシンがパワーオン状態のときだけスナップショットが作成されるため、AutoProtect スナッ
プショットのクローンは作成できません。仮想マシンのクローンは、仮想マシンがパワーオフ状態の場合にのみ作成

できます。

n Workstation Pro で仮想マシンに対して AutoProtect が有効になっていても、VMware Workstation Pro では
AutoProtect スナップショットは作成されません。

n AutoProtect 機能は共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

選択した仮想マシンの AutoProtect オプションを構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリック
し、[スナップショット] を選択します。

表 10‑4.  AutoProtect オプション

オプション 説明

[AutoProtect の有効化] AutoProtect 機能を有効にすると、使用される最小ディスク領域の推定値が [[仮想
マシン設定]] ウィンドウに表示されます。この最小値には仮想マシンのメモリ設定
が影響します。仮想マシンのメモリ量が多いほど、AutoProtect スナップショット
に使用できるディスク領域が大きくなります。

[AutoProtect の間隔] AutoProtect スナップショットの間隔を選択します。

30 分ごと 30 分ごとにスナップショットが作成されます。

1 時間ごと 1 時間ごとにスナップショットが作成されます。

毎日 毎日スナップショットが作成されます。

AutoProtect スナップショットの間隔は、仮想マシンがパワーオンされているとき
だけ測定されます。たとえば、AutoProtect で 1 時間ごとにスナップショットを
作成するように設定し、その 5 分後に仮想マシンをパワーオフすると、次の
AutoProtect スナップショットは、仮想マシンがパワーオフ状態だった時間の長さ
にかかわりなく、仮想マシンを再度パワーオンしてから 55 分後に作成されます。
1 つのスナップショットが複数の層に一致する場合でも、Workstation Pro は層ご
とに 1 つのスナップショットしか作成しません。

[AutoProtect スナップショット最大数] 保持するスナップショットの最大数を選択します。AutoProtect スナップショット
が最大数に達した後は、新しい AutoProtect スナップショットが作成されるたび
に、Workstation Pro は最も古い AutoProtect スナップショットを削除します。
入力した設定に応じて、Workstation Pro は選択した AutoProtect スナップショッ
トを一定の期間にわたって保持します。

仮想マシンのゲストの隔離 オプションの構成
ゲストの隔離オプションを使用すると、仮想マシンとホスト システム間、および仮想マシンと他の仮想マシン間のファイ
ル操作を制限できます。

選択した仮想マシンのゲストの隔離オプションを構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリック
し、[ゲストの隔離] を選択します。

次の制限が適用されます。

n ゲストの隔離機能を使用するには、ゲスト OS に VMware Tools がインストールされている必要があります。

n これらのオプションは、共有仮想マシンやリモート仮想マシンに対して構成できません。
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n ゲストの隔離機能は、Windows 95 および Windows 98 のゲストでは使用できません。

注意   ドラッグ アンド ドロップとコピーと貼り付けの操作はデフォルトで有効になっています。仮想マシンとホスト シ
ステム間でファイルが誤って転送されることを防ぐには、これらの操作を無効にしてください。

表 10‑5.  ゲストの隔離オプション

オプション 説明

[ドラッグ&ドロップを有効にする] このチェックボックスの選択を解除すると、これらの操作が制限されます。

n ホスト システムから Linux、Windows、または Solaris ゲスト OS にファイルを
ドラッグ アンド ドロップする。

n ゲスト OS からホスト システムにファイルをドラッグ アンド ドロップする。
n ドラッグ アンド ドロップをサポートするアプリケーションにファイル マネージャ

からファイルをドラッグ アンド ドロップする。またはドラッグ アンド ドロップ
による個別ファイルの抽出をサポートする Zip ファイル マネージャなどのアプリ
ケーションからファイルをドラッグ アンド ドロップする。

[コピー&ペーストを有効にする] このチェックボックスの選択を解除すると、これらの操作が制限されます。

n ホスト システムから Linux、Windows、または Solaris 10 ゲスト OS にテキス
トおよびファイルをコピーして貼り付ける。

n ゲスト OS からホスト システムにコピーして貼り付ける。
n 仮想マシン間でテキストおよびファイルをコピーして張り付ける。

Windows 8 以降のゲスト OS システムを実行する仮想マシンについては、タブレット センサー データをタブレットに送
信するようにゲスト OS システムを構成できます。「仮想マシンのタブレット センサー入力オプションの構成 (P. 248)」
を参照してください。

仮想マシンのタブレット センサー入力オプションの構成
Windows 8 以降のゲスト OS をタブレット センサー データをホストの Windows 8 以降のタブレットに送信するように
設定できます。この設定により、仮想マシン内でタブレット アプリケーションを使用できます。

開始する前に

n Windows 8 以降の仮想マシンをパワーオフします。

注意   タブレット データは、Windows 8 以降を実行しているゲスト OS およびホストでのみ利用できます。

手順

1 Windows 8 以降の仮想マシンを選択し、[VM] - [設定] - [オプション] - [ゲストの隔離] を選択します。

2 [センサー入力の共有]セクションから Windows 8 以降のホストと共有するタブレット センサー データを選択します。

オプション 説明

方向 デバイスの方向を検出します。横モードまたは縦モードの例。

動作 物理的速度の変化を検出します。

環境光 利用可能な光を確認します。

 

3 [OK] をクリックします。
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仮想マシンの VMware Tools オプションの構成
仮想マシンで VMware Tools を更新する方法を構成できます。ゲスト OS の時計とホストの時計を同期するかどうかも構
成できます。

VMware Tools 更新オプション
仮想マシンの VMware Tools 更新オプションは、Linux と Windows ゲスト OS 上の VMware Tools を自動的に更新す
るための Workstation Pro の環境設定を上書きします。

選択した仮想マシンの VMware Tools 更新を構成するには、[VM] - [設定] を選択して [オプション] タブをクリックし、
[VMware Tools] を選択します。

注意   自動更新は、Workstation 5.5 以前または VMware Server 1.x などの、古いバージョンの VMware 製品で作成さ
れた仮想マシンに組み込まれているバージョンの VMware Tools はサポートしていません。

表 10‑6.  VMware Tools 更新オプション

オプション 説明

[手動で更新する（何もしない）] VMware Tools を手動で更新する必要があります。新しいバージョンの
VMware Tools を利用可能であることを示すメッセージが、ゲスト OS
のステータス バーに表示されます。

[自動的に更新する] VMware Tools の新しいバージョンが利用可能になったときに自動的に
更新されます。ステータス バーに更新が進行中であることが示されます。

[アプリケーションのデフォルトを使用する（現在は自動更新）] デフォルトの VMware Tools 更新の設定を使用します。
注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはこのオプションを構
成できません。

VMware Tools の更新をインストールするには、最初に VMware Tools をインストールしたときと同じ手順を実行します。

時刻同期

VMware Tools の時刻同期機能を有効にすると、VMware Tools は 1 分に 1 回ゲスト OS の時計がホスト OS の時計に
一致しているかどうかを確認します。一致していない場合は、ゲスト OS の時計がホストの時計と一致するよう同期がと
られます。

Linux および Mac OS X 用の NTP （Network Time Protocol） や、Windows 用の Win32Time （Microsoft Windows
Time Service） といったネイティブの時刻同期ソフトウェアは通常、VMware Tools の定期的な時刻同期よりも正確で
あるため、それらの使用が推奨されます。

VNC サーバとしての仮想マシンの構成
VNC クライアントが仮想マシンにリモートでアクセスできるように仮想マシンを構成できます。特別な VNC ソフトウェ
アを仮想マシンにインストールする必要はありません。

選択した仮想マシンの Virtual Network Computing (VNC) クライアント アクセスを構成するには、[VM] - [設定] を選
択し、[オプション] タブをクリックし、[VNC 接続] を選択します。

注意   VNC クライアント アクセスは、共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。
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表 10‑7.  リモート ディスプレイ オプション

オプション 説明

[VNC を有効にする] VNC クライアントは仮想マシンにアクセスできます。

[ポート] 仮想マシンが使用する一意のポート番号を選択します。同一ホスト上の複数の仮想マシン

を接続するには一意のポート番号が必要です。5901 ～ 6001 のポート番号を使用しま
す。デフォルト ポートは 5900 です。
重要   指定したポート番号が利用可能であることを確認してください。VMware
Management Interface（管理インターフェイス）はポート 8333 とポート 8222 を使
用します。VMware Workstation Server サービスはデフォルトではポート 443 を使用
します。また Linux では、root ユーザーのみが 1024 までのポートを受信できます。

[パスワード] VNC クライアントから仮想マシンに接続するためのパスワードです。最大 8 文字の長さ
で指定できます。パスワードは、VNC クライアントから送信されるときに暗号化されま
せん。したがって、他の認証システムで使用するパスワードを使用しないでください。

[VNC 接続を表示] 仮想マシンに接続されている VNC クライアントのリストを表示するには、このボタンを
クリックします。

仮想マシンのユニティ モードの構成
Windows XP 以降のゲスト OS の仮想マシンでは、ユニティ モードに切り替えて、ホスト システムのデスクトップ上に
アプリケーションを直接表示できます。ユニティ モードで開いているアプリケーションは、他の開いているホスト シス
テムのアプリケーションと同様にタスクバーに表示されます。

選択した仮想マシンのユニティ モード設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [オプション] タブをクリッ
クし、[ユニティ] を選択します。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはユニティ モード設定を構成できません。

表 10‑8.  ユニティ モードのオプション

設定 説明

[境界線を表示する] アプリケーションがホスト コンピュータではなく仮想マシンに属するアプリケー
ションとして表示されるように、ウィンドウの境界線を設定します。

[バッジを表示する] タイトル バーにロゴを表示します。

[ウィンドウの境界線にカスタム色を使用する] 各仮想マシンに属するアプリケーション ウィンドウを区別するため、ウィンドウの
境界線にカスタム色を使用します。たとえば、ある仮想マシンには青い枠を設定

し、別の仮想マシンには黄色の枠を設定することができます。Windows ホストで
カラーの選択メニューを使用するには、[色を選択] をクリックします。

[アプリケーション メニューを有効にする] 仮想マシンの [スタート] メニューまたは [アプリケーション] メニューがホスト シ
ステムのデスクトップに表示されます。

ホスト マシンのデスクトップから仮想マシンの [スタート] メニューまたは [アプリ
ケーション] メニューにアクセスできる場合、ユニティ モードで開かれていない仮
想マシンのアプリケーションを起動できます。この設定を有効にしない場合、ユニ

ティ モードを終了しないとコンソール ビューで仮想マシンの [スタート] または [ア
プリケーション] メニューを表示できません。

仮想マシンのアプライアンス詳細の構成

バージョンや作成者情報を構成し、仮想マシン内の HTTP アクセス ポートを有効にすることができます。

選択した仮想マシンのアプライアンス詳細を構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリックし、[ア
プライアンス詳細] を選択します。

Workstation 6.x 以降の仮想マシンである必要があります。

注意   アプライアンス詳細は共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。
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表 10‑9.  アプリケーション詳細オプション

設定 説明

[バージョン] (オプション) 仮想マシンのバージョン。概要ページの右上隅に表示されます。

[作成者] (オプション) 仮想マシンの作成者。概要ページの右上隅に表示されます。

[仮想マシン内でアクセスするポート] HTTP アクセス ポート。このチェック ボックスをオンにすると、仮想マシン内の HTTP ア
クセス ポートが有効になります。ポート番号も変更できます。デフォルトの HTTP ポート
は 80 です。

仮想マシンの自動ログオンの構成

Windows 2000 以降のゲスト OS を持つ仮想マシンの自動ログオン機能を構成できます。自動ログオンを使用するには、
仮想マシンがパワーオンされていること、ユーザーがローカル マシンで既存のユーザー アカウントを持っていること、
および最新バージョンの VMware Tools がインストールされていることが必要です。

選択した仮想マシンの自動ログオンを構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリックし、
[自動ログオン] を選択します。

注意   自動ログオン機能は共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

自動ログオンを有効にする場合はログイン認証情報を入力する必要があります。入力したパスワードが正しくないか期限

切れの場合、仮想マシンをパワーオンしたときにログイン認証情報を入力する必要があります。ログイン認証情報を変更

するには、[ユーザーの変更] を選択します。

注意   自動ログオンを有効化またはログイン認証情報を変更すると、自動ログオン設定はただちに保存されます。[仮想マ
シン設定] ダイアログ ボックスで [キャンセル] をクリックしても、自動ログオン設定に適用される変更は影響を受けませ
ん。

仮想マシンの詳細オプションの構成

詳細オプションには、プロセスの優先順位設定、デバッグ設定、メモリ設定、および仮想マシン ファイルの場所が含まれ
ます。

選択した仮想マシンの詳細オプションを構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリックし、[詳細]
を選択します。

n 仮想マシンのプロセス順位の構成 (P. 252)

プロセス順位設定では、Windows プロセス スケジューラから仮想マシンに割り当てられる優先順位を制御しま
す。プロセス順位設定は Windows ホストのみに適用されます。デフォルト設定は、Workstation Pro の優先順位
の環境設定で指定します。

n デバッグ情報の収集 (P. 252)

デバッグ モードで実行している仮想マシンでは、当社のテクニカル サポートが問題の解決に利用できる情報が収集
されます。

n メモリ ページのトリミングおよびテンプレート モードの構成 (P. 252)

詳細オプションを使用して、選択した仮想マシンのメモリ ページのトリミングを無効にし、テンプレート モードを
有効にすることができます。
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仮想マシンのプロセス順位の構成

プロセス順位設定では、Windows プロセス スケジューラから仮想マシンに割り当てられる優先順位を制御します。プロ
セス順位設定は Windows ホストのみに適用されます。デフォルト設定は、Workstation Pro の優先順位の環境設定で指
定します。

選択した仮想マシンのプロセス順位設定を構成するには、[VM] - [設定] を選択して [オプション] タブをクリックし、[詳
細] を選択します。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはプロセス順位設定を構成できません。

表 10‑10.  プロセス順位のオプション

オプション 説明

[フォアグラウンド] キーボードやマウスの入力が有効になっているときの仮想マシンの優先順位を選択します。

デフォルト設定は、Workstation Pro の優先順位の環境設定で指定します。

[バックグラウンド] キーボードやマウスの入力が無効になっているときの仮想マシンの優先順位を選択します。

[標準] に設定すると、仮想マシン内のプロセスは、リソースに関してホストで実行している他のすべてのプロセスと同等
に扱われます。

デバッグ情報の収集

デバッグ モードで実行している仮想マシンでは、当社のテクニカル サポートが問題の解決に利用できる情報が収集され
ます。

選択した仮想マシンのデバッグ モードを構成するには、[VM] - [設定] を選択して [オプション] タブをクリックし、[詳細]
を選択します。 デバッグ レベルは、[デバッグ情報を収集] ドロップダウン メニューで設定します。

表 10‑11.  デバッグ レベル

オプション 説明

[なし ] 通常モードです。 デバッグ情報を収集しません。 このモードを選択すると、仮想マシンの実行
が最も速くなります。

問題の原因と解決策が判明したら、[なし] を選択して通常モードに戻してください。

[完全 ] 仮想マシンがクラッシュし、デバッグ ログを当社のテクニカル サポートに送る必要がある場合
はこのモードを選択します。

[統計 ] 特定のワークロード下において仮想マシンの実行が極端に低下する場合はこのモードを選択し

ます。 統計ファイルを当社のテクニカル サポートに送ることができます。

ローカル仮想マシンの場合、[定期的に仮想マシン進行のログを取る] を選択すると、デバッグとトラブルシューティング
に使用するログ情報を収集することができます。リモートまたは共有仮想マシンの場合、この機能は使用できません。こ

の設定が選択されている場合は、当社のテクニカル サポート向けに詳細なログ情報を取得するために、構成ファイルを編
集したり仮想マシンを再起動したりする必要はありません。

メモリ ページのトリミングおよびテンプレート モードの構成
詳細オプションを使用して、選択した仮想マシンのメモリ ページのトリミングを無効にし、テンプレート モードを有効
にすることができます。

選択した仮想マシンの追加の詳細オプションを構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[オプション] タブをクリックし、
[詳細] を選択します。

注意   これらのオプションは、共有仮想マシンやリモート仮想マシンに対して構成できません。
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表 10‑12.  追加の詳細オプション

オプション 説明

[メモリ ページのトリミングを無効にする] Workstation Pro はメモリ トリミング技術を使用して、仮想マシンで未使用のメモリを他の
目的に使用できるようにホストに戻します。通常、トリミングの最中はパフォーマンスに若

干の影響があり、またトリミングはメモリの少ない場合に必要となることがあるため、メモ

リ トリミングによって発生する I/O がゲストでのディスク指向のワークロードのパフォーマ
ンスを妨げる場合があります。

[定期的に仮想マシン進行のログを取る] 有効にすると、Workstation Pro により、ご使用の仮想マシンの仮想 CPU 状態、指示ポイ
ンタ、およびコード セグメントに関する情報がログ ファイルに記録されます。これは、トラ
ブルシューティングを行ったり、仮想マシンのパフォーマンスを最適化したりする場合に役

立ちます。

[クローン作成に使用するテンプレート モー
ドを有効にする]

仮想マシンからリンク クローンを作成すると、そのクローンの機能は親仮想マシンに依存し
ます。リンク クローンから親仮想マシンやクローンの元であるスナップショットにアクセス
できないと、そのクローンは動作しなくなります。この問題を回避するには、リンク クロー
ンの親仮想マシンをテンプレートとして指定します。

通常、仮想マシンのクローンを作成するには、その仮想マシンに対する書き込みアクセス権

を持っている必要があります。クローン用テンプレートとして指定された仮想マシンは、そ

のテンプレート仮想マシンに対する書き込みのアクセス権を持たないユーザーでもクローン

を作成することができます。

リンク クローンを保護するため、テンプレート仮想マシンは削除できません。テンプレート
のスナップショットは削除できません。

第 10 章 仮想マシンのオプション設定の構成

VMware, Inc.  253



VMware Workstation Pro の使用

254  VMware, Inc.



仮想マシンのハードウェア設定の構成 11
仮想マシンのハードウェア設定を使用して、仮想マシンの仮想デバイスを追加、削除、および変更できます。

選択した仮想マシンのハードウェア設定を構成するには、[VM] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをクリックしま
す。左側のパネルでデバイスを選択すると、そのデバイスの構成オプションが右側のパネルに表示されます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 仮想マシンへのハードウェアの追加 (P. 255)

n 仮想マシンからのハードウェアの削除 (P. 256)

n 仮想マシン メモリの調整 (P. 257)

n 仮想マシンのプロセッサ設定の構成 (P. 257)

n 仮想ハード ディスクの構成と保守 (P. 258)

n CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ設定の構成 (P. 260)

n フロッピー ドライブ設定の構成 (P. 261)

n 仮想ネットワーク アダプタの設定の構成 (P. 262)

n USB コントローラ設定の構成 (P. 266)

n サウンド カード設定の構成 (P. 266)

n パラレルポート設定の構成 (P. 267)

n シリアル ポート設定の構成 (P. 267)

n 汎用 SCSI デバイス設定の構成 (P. 268)

n プリンタ設定の構成 (P. 268)

n ディスプレイ設定の構成 (P. 269)

n 物理ディスクまたは未使用のパーティションへのゲスト OS のインストール (P. 269)

仮想マシンへのハードウェアの追加

仮想マシン ハードウェア設定を使用して、既存の仮想マシンにハードウェアを追加できます。

選択した仮想マシンにハードウェアを追加するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをクリックし、
[追加] をクリックします。

[ハードウェア追加]ウィザードのプロンプトに従って、追加するデバイスのタイプを選択し、デバイス固有の構成設定を
指定します。構成設定の多くは、デバイスを作成した後で仮想マシン ハードウェア設定を変更することによって変更でき
ます。
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仮想マシンに追加できるのは次のタイプのデバイスです。

仮想ハード ディスク 仮想ハード ディスクは、ゲスト OS が物理ディスク ドライブとして認識するファイル
セットです。仮想ハード ディスクは IDE デバイス、SCSI デバイス、または SATA デ
バイスとして構成できます。最大 4 個の IDE デバイス、60 個の SCSI デバイス、120
個の SATA デバイス (4 個のコントローラ、1 個のコントローラ当たり 30 個のデバイ
ス) を仮想マシンに追加できます。また、仮想マシンが物理ディスクに直接アクセスす
るようにもできます。

CD-ROM ドライブおよび
DVD ドライブ

仮想 CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブを IDE デバイス、SCSI デバイス、また
は SATA デバイスとして構成できます。最大 4 個の IDE デバイス、60 個の SCSI デバ
イス、120 個の SATA デバイス (4 個のコントローラ、1 個のコントローラ当たり 30
個のデバイス) を仮想マシンに追加できます。仮想 CD-ROM ドライブおよび DVD ド
ライブは、ホスト システム上の物理ドライブまたは ISO イメージ ファイルに接続でき
ます。

フロッピー ドライブ 最大 2 つのフロッピー ドライブを追加できます。仮想フロッピー ドライブは、ホスト
システムの物理ドライブ、既存のフロッピー イメージ ファイル、または新しいフロッ
ピー イメージ ファイルに接続できます。

ネットワーク アダプタ 仮想マシンには、最大で 10 個の仮想ネットワーク アダプタを追加できます。

USB コントローラ 仮想マシンに 1 つの USB コントローラを追加できます。仮想マシンで USB デバイス
またはスマート カード リーダを使用するには、仮想マシンが USB コントローラを備
えている必要があります。スマート カード リーダの場合は、スマート カード リーダ
が実際に USB デバイスであるかどうかに関係なく、仮想マシンに USB コントローラ
が必要です。

サウンド カード ホスト システムでサウンドが構成されており、サウンド カードがインストールされて
いれば、仮想マシンでもサウンドを有効にできます。

パラレル（LPT）ポート 仮想マシンには最大 3 つの双方向パラレル ポートを接続できます。仮想パラレル ポー
トは、パラレル ポートまたはホスト OS 上のファイルに出力できます。

シリアル（COM）ポート 仮想マシンには最大 4 つのシリアル ポートを追加できます。仮想シリアル ポートは物
理シリアル ポート、ホスト OS 上のファイル、または名前付きパイプに出力できます。

プリンタ 追加のドライバを仮想マシンにインストールすることなく、仮想マシンから、ホスト

システムで使用できる任意のプリンタへ印刷することができます。Workstation Pro
は、ThinPrint テクノロジーを使用して、ホスト マシンのプリンタマッピングを仮想
マシンで複製します。仮想マシン プリンタを有効にした場合、Workstation Pro は仮
想シリアル ポートを使用してホスト プリンタと通信します。

汎用 SCSI デバイス 仮想マシンには最大 60 個の SCSI デバイスを追加できます。汎用 SCSI デバイスは、
ホスト システムに接続された SCSI デバイスにゲスト OS が直接アクセスできるように
します。汎用 SCSI デバイスにはスキャナ、テープ ドライブ、CD-ROM ドライブ、お
よび DVD ドライブが含まれます。

仮想マシンからのハードウェアの削除

仮想マシンから特定の種類のハードウェアを削除できます。

選択した仮想マシンからハードウェアを削除するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをクリック
し、デバイスを選択して [削除] をクリックします。

仮想マシンから削除できるのは次のタイプのデバイスです。

n 仮想ハード ディスク

n CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ
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n フロッピー ドライブ

n 仮想ネットワーク アダプタ

n USB コントローラ

n サウンド カード

n プリンタ

n 汎用 SCSI デバイス

メモリ、プロセッサ、およびディスプレイのデバイス タイプは削除できません。

仮想ネットワーク アダプタ、サウンド カード、パラレル ポート、シリアル ポート、または汎用 SCSI デバイスを削除す
る前には、仮想マシンをパワーオフする必要があります。また、Workstation 4 および 5 の仮想マシンは、USB コント
ローラを削除する前にパワーオフする必要があります。

仮想マシン メモリの調整
仮想マシンに割り当てられるメモリ量を調整できます。仮想マシンのメモリ割り当て設定を変更する前に、仮想マシンを

パワーオフする必要があります。

選択した仮想マシンのメモリ割り当てを調整するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをクリック
し、[メモリ] をクリックします。

メモリ パネルには、仮想マシンについて適切なメモリ量を決定する際に役に立つ情報が表示されます。設定範囲の上限
は、実行するすべての仮想マシンに割り当てられているメモリの量によって決まります。仮想マシンのメモリのスワップ

を有効にする場合は、指定されたスワッピングの量を反映した値になります。

メモリ パネル上の色分けされたアイコンは、最大推奨メモリ、推奨メモリ、およびゲスト OS 推奨最小メモリの量を示し
ます。メモリを調整するには、値の範囲に沿ってスライダを動かすか、または [この仮想マシンのメモリ] テキスト ボック
スに値を入力します。

注意   仮想マシンに最大メモリより大きなメモリを割り当てると、メモリ スワップが発生する場合があります。その結
果、ホスト システム パフォーマンスが低下し、Workstation Pro を実行できなくなる可能性もあります。

仮想マシンのプロセッサ設定の構成

プロセッサ数、プロセッサごとのコア数、仮想化エンジンの優先実行モードを含む、仮想マシンのプロセッサ設定を構成

できます。

選択した仮想マシンのプロセッサ設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをクリック
し、[プロセッサ] を選択します。
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表 11‑1.  プロセッサ設定

設定 説明

[プロセッサ数]、[プロセッサごとのコア数] プロセッサ数およびプロセッサごとのコア数を選択します。

Workstation Pro は、マルチプロセッサ ホスト マシンで実行されるケスト OS に
対して 16 方向までの仮想 SMP (対称型マルチプロセッシング) をサポートしていま
す。2 つ以上の論理プロセッサを持つホスト マシン上の仮想マシンに、複数のプロ
セッサと、1 プロセッサにつき複数のコアを割り当てることができます。

[優先モード] 仮想化エンジンの優先実行モードを選択します。通常、仮想化エンジンの設定を変

更する必要はありません。

自動 Workstation Pro によって、ゲスト OS とホスト CPU に
基づいて実行モードが選択されます。

バイナリ変換 ゲスト OS を実行するときに、Workstation Pro によっ
ていくつかのゲスト コードが直接実行され、バイナリ変
換されます。シャドウ ページ テーブルを使用して、ゲス
ト メモリのマッピングが実行されます。

Intel VT-x または
AMD-V

Workstation Pro でハードウェア拡張機能を使用して、
ゲスト コードが実行および隔離されます。シャドウ ペー
ジ テーブルを使用して、ゲスト メモリのマッピングが実
行されます。

Intel VT-x/EPT ま
たは AMD-V/RVI

Workstation Pro でハードウェア拡張機能を使用して、
ゲスト コードが実行および隔離されます。ハードウェア
ページングを使用して、ゲスト メモリのマッピングが実
行されます。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはこの設定を構成できません。

[バイナリ変換のアクセラレーションを無効にする] まれに、仮想マシン内でソフトウェアをインストールまたは実行しようとすると、

Workstation Pro がフリーズしたような状態になることがあります。通常、この問
題はプログラムの初期実行時に発生します。多くの場合、仮想マシンのアクセラレー

ション機能を一時的に無効にして、この問題を回避することができます。問題が発

生する段階が過ぎたら、この設定の選択を解除します。

[Intel VT-x/EPT または AMD-V/RVI を仮想化] Workstation Pro で VT-x/EPT または AMD-RVI に対する仮想マシンの実行モード
を強制します。仮想化された AMD-V/RVI を使用するには、物理アドレス拡張
（PAE）モードを有効にする必要があります。
ホスト システムで実行モードがサポートされていない場合、仮想化された VT-x/EPT
または AMD/RVI は使用できません。仮想マシンを別の VMware 製品に移行した場
合、仮想化された VT-x/EPT または AMD-V/RVI は使用できない可能性があります。
注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンにはこの設定を構成できません。

[仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化] この機能は、VTune や OProfile などのパフォーマンス監視アプリケーションを使
用して、仮想マシン内で実行されるソフトウェアを最適化またはデバッグする場合

に有効にします。

この機能は、仮想マシンに Workstation 9 以降との互換性がある場合にのみ使用で
きます。

仮想ハード ディスクの構成と保守
仮想ハード ディスク ノードとモードの設定を構成できます。また、[ユーティリティ] メニューのコマンドを使用して、
ディスクの最適化、圧縮、展開などの一般的なディスクのメンテナンス タスクも実行できます。

選択した仮想マシンの仮想ハード ディスクに関する操作を実行するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア]
タブをクリックし、仮想ハード ディスクを選択します。

n 仮想ハード ディスクの最適化 (P. 259)

物理ディスク ドライブと同様に、仮想ハード ディスクにも断片化が起こります。ディスクの最適化を行うと、仮想
ディスクのファイル、プログラム、および未使用の領域が再編成され、プログラムの動きは速くなり、ファイルも

速く開くようになります。最適化を行っても、仮想ディスクの未使用領域は回収されません。
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n 仮想ハード ディスクの拡張 (P. 259)

仮想ハード ディスクを拡張すると、仮想マシンにストレージ領域が追加されます。

n 仮想ハード ディスクの圧縮 (P. 259)

仮想ディスクを圧縮すると、ディスクの未使用領域が回収されます。ディスクに空き領域があれば、このプロセス

によって仮想ハード ディスクがホスト ドライブで使用する領域を削減することが可能です。仮想ハード ディスク
を圧縮する前に仮想マシンをパワーオフする必要があります。

n 仮想ディスク ノードおよびモードの設定の変更 (P. 260)

仮想ハード ディスク ノードとモードの設定を変更できます。デフォルトでは、変更はただちにディスクに書き込ま
れます。ディスク上のデータは仮想マシンのスナップショットを作成するときに保存されます。

仮想ハード ディスクの最適化
物理ディスク ドライブと同様に、仮想ハード ディスクにも断片化が起こります。ディスクの最適化を行うと、仮想ディ
スクのファイル、プログラム、および未使用の領域が再編成され、プログラムの動きは速くなり、ファイルも速く開くよ

うになります。最適化を行っても、仮想ディスクの未使用領域は回収されません。

仮想ハード ディスクを最適化するには、ホスト システム上に十分な空き作業領域が必要です。たとえば、ディスクが 1
つのファイルに保存されている場合、そのディスク ファイルのサイズに相当する空き領域が必要となります。その他の仮
想ハード ディスク構成では、必要とされる空き領域は若干少なくなります。仮想ハード ディスクがマップまたはマウン
トされている場合は、最適化できません。

選択した仮想マシンの仮想ハード ディスクを最適化するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをク
リックし、仮想ハード ディスクを選択して [ユーティリティ] メニューから [最適化] を選択します。

注意   仮想ハード ディスクの最適化には数分かかる場合があります

仮想ハード ディスクの拡張
仮想ハード ディスクを拡張すると、仮想マシンにストレージ領域が追加されます。

仮想ハード ディスクを拡張しても、仮想マシンで追加領域をすぐに使用できるわけではありません。追加された領域を使
用可能にするには、ディスク管理ツールを使用して、拡張されたサイズに一致するように仮想ハード ディスク上の既存の
パーティションのサイズを増やす必要があります。

使用するディスク管理ツールは、仮想マシンのゲスト OS によって異なります。Windows Vista、Windows 7、一部の
Linux のバージョンなど、多くのオペレーティング システムには、パーティションのサイズを変更できる組み込みのディ
スク管理ツールが用意されています。Symantec/Norton PartitionMagic、EASEUS Partition Master、Acronis Disk
Director、オープン ソース ツールの GParted などの、サード パーティ製ディスク管理ツールも利用できます。

仮想ハード ディスクのサイズを拡張しても、パーティションとファイル システムのサイズは影響を受けません。

選択した仮想マシンの仮想ハード ディスクを拡張するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをク
リックし、仮想ハード ディスクを選択して [ユーティリティ] メニューから [拡張] を選択します。

注意   仮想ハード ディスクの拡張に代わる方法として、仮想マシンに新しい仮想ハード ディスクを追加できます。

仮想ハード ディスクの圧縮
仮想ディスクを圧縮すると、ディスクの未使用領域が回収されます。ディスクに空き領域があれば、このプロセスによっ

て仮想ハード ディスクがホスト ドライブで使用する領域を削減することが可能です。仮想ハード ディスクを圧縮する前
に仮想マシンをパワーオフする必要があります。

ディスク領域が事前に割り当てられている場合や仮想ハード ディスクがマップまたはマウントされている場合には仮想
ハード ディスクを圧縮できません。

選択した仮想マシンの仮想ハード ディスクを圧縮するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをクリッ
クし、仮想ハード ディスクを選択して [ユーティリティ] メニューから [圧縮] をクリックします。
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仮想ディスク ノードおよびモードの設定の変更
仮想ハード ディスク ノードとモードの設定を変更できます。デフォルトでは、変更はただちにディスクに書き込まれま
す。ディスク上のデータは仮想マシンのスナップショットを作成するときに保存されます。

選択した仮想マシンの仮想ハード ディスクのノードおよびモードの設定を変更するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、
[ハードウェア] タブをクリックし、仮想ハード ディスクを選択して [詳細] をクリックします。

表 11‑2.  仮想ハード ディスク ノードおよびモードの設定

設定 説明

[仮想デバイス ノード] ドライブに使用する SCSI、IDE、または SATA のデバイス ID を選択します。たとえば、SCSI 0:2
と指定した場合は、ゲスト OS はそのドライブをコントローラ 0 上の ID 2 と認識します。仮想
ディスクを SCSI デバイス、IDE デバイス、または SATA デバイスのどちらとして認識させるか
は、仮想ディスク作成時に決定します。

[独立] 独立ディスクの場合は、仮想マシンのスナップショットを作成したときにディスク上のデータが記

録されます。[独立] チェック ボックスが使用不可になっている場合は、その仮想マシンに現在ス
ナップショットが設定されている可能性があります。スナップショットを削除すると、このチェッ

ク ボックスを使用できるようになります。
さらに、仮想マシンをパワーオフするか、スナップショットに戻ったときに、ディスクへの変更が

保持されるか破棄されるかを指定できます。

[書き込みキャッシュを有効にする] （Linux ホストのみ）書き込みキャッシュを有効にします。書き込みキャッシュを有効にすると、
データが保存されてから実際にディスクに書き込まれるまでの間に遅延が発生します。この遅延に

よってパフォーマンスが向上しますが、データをディスクに書き込むときの遅延によって、データ

が損失する危険性も生じます。パフォーマンスよりもデータの整合性が重要な場合は、書き込み

キャッシュを無効にすることをお勧めします。

CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ設定の構成
CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ設定を構成できます。これには、仮想デバイス ノードおよびレガシー エミュレー
ション モードも含まれます。

選択した仮想マシンの CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、
[ハードウェア] タブをクリックし、ドライブを選択します。

n CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ設定の構成 (P. 260)

デバイスのステータスおよび接続設定により、CD-ROM または DVD ドライブを仮想マシンに接続する場合に特定
のドライブを使用するか、または Workstation Pro がドライブを検出することを許可するか、および物理ドライブ
の代わりに ISO イメージ ファイルを使用するかどうかを指定できます。

n 仮想デバイス ノードおよびレガシー エミュレーション設定の変更 (P. 261)

詳細設定を使用して CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブの仮想デバイス ノードおよびレガシー エミュレー
ションの設定を変更できます。これらの設定を変更する前に、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

CD-ROM ドライブおよび DVD ドライブ設定の構成
デバイスのステータスおよび接続設定により、CD-ROM または DVD ドライブを仮想マシンに接続する場合に特定のドラ
イブを使用するか、または Workstation Pro がドライブを検出することを許可するか、および物理ドライブの代わりに
ISO イメージ ファイルを使用するかどうかを指定できます。

選択した仮想マシンのデバイス ステータスおよび接続設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェ
ア] タブをクリックし、ドライブを選択します。
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表 11‑3.  デバイスのステータスおよび接続設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にドライブまたは ISO イメージ ファイルを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンをパワーオンするときにドライブまたは ISO イメージ パスを接続します。

[接続] 物理ドライブまたは ISO イメージ ファイルの場所を選択します。

リモート サーバ (リモート仮想マシンのみ) 物理ドライブまたは ISO イメージ ファ
イルは、リモート ホスト上にあります。

ローカル クライアント (リモート仮想マシンのみ) 物理ドライブまたは ISO イメージ ファ
イルは、ローカル ホスト上にあります。

ローカル (セッション
間)

(共有仮想マシンのみ) 物理ドライブまたは ISO イメージ ファイ
ルは、複数のセッション間で使用できます。

ローカル (単一セッ
ション)

(共有仮想マシンのみ) 物理ドライブまたは ISO イメージ ファイ
ルは、このセッションでのみ使用できます。

[物理ドライブを使用する] 特定のドライブを選択するか、または [自動検出] を選択して Workstation Pro が使用する
ドライブを検出することを許可します。

[ISO イメージ ファイルを使用する] 仮想マシンが使用する ISO イメージ ファイルを指定または選択します。

仮想マシンの実行中に CD-ROM または DVD ドライブへのアクセスを有効または無効にするには、仮想マシンを選択し、
[仮想マシン] - [取外し可能デバイス] - [CD/DVD] を選択して、[切断] または [接続] を選択します。

仮想デバイス ノードおよびレガシー エミュレーション設定の変更
詳細設定を使用して CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブの仮想デバイス ノードおよびレガシー エミュレーションの
設定を変更できます。これらの設定を変更する前に、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

選択した仮想マシンの仮想デバイスおよびレガシー エミュレーションの設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選
択し、[ハードウェア] タブをクリックし、ドライブを選択して [詳細] をクリックします。

この設定を使用し、該当するドライブで使用する SCSI、IDE、または SATA のデバイス ID を選択します。たとえば、SCSI
0:2 と指定した場合は、ゲスト OS はそのドライブをコントローラ 0 上の ID 2 と認識します。物理デバイスの種類にかか
わらず IDE、SCSI、または SATA ノード オプションを選択できます。たとえば、物理ドライブが IDE デバイスであって
も、SCSI ノードを選択できます。この場合、仮想マシンはドライブを SCSI デバイスとして認識します。

[レガシー エミュレーション] 設定を選択すると、仮想ハードウェアは Workstation Pro の以前のリリースと同じように
動作します。デフォルトでは、Workstation Pro はドライブの最新機能を利用できるようにしようと試みますが、場合に
よっては、この設定のためにドライブが仮想マシンで動作しなくなることがあります。[レガシー エミュレーション] 設定
を選択することにより、Workstation Pro をドライブの以前のエミュレーション モードに戻すことができます。レガシー
エミュレーションはトラブルシューティングに役立ちます。

フロッピー ドライブ設定の構成
フロッピー ドライブを仮想マシンに接続する場合に特定のドライブを使用するか、または Workstation Pro がドライブ
を検出することを許可するか、および物理ドライブの代わりにディスク ドライブ イメージ ファイルを使用するかどうか
を構成できます。

選択した仮想マシンのフロッピー ドライブ設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブを
クリックし、フロッピー ドライブを選択します。

表 11‑4.  フロッピー ドライブ設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にドライブまたはフロッピー イメージ ファイルを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンをパワーオンするときにフロッピー ドライブを接続します。
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表 11‑4.  フロッピー ドライブ設定 (続き)

設定 説明

[場所] 物理ドライブまたはフロッピー イメージ ファイルの場所を選択します。

リモート サーバ (リモート仮想マシンのみ) 物理ドライブまたはフロッピー イメー
ジ ファイルは、リモート ホスト上にあります。

ローカル クライアント (リモート仮想マシンのみ) 物理ドライブまたはフロッピー イメー
ジ ファイルは、ローカル ホスト上にあります。

ローカル (セッション
間)

(共有仮想マシンのみ) 物理ドライブまたはフロッピー イメージ
ファイルは、複数のセッション間で使用できます。

ローカル (単一セッ
ション)

(共有仮想マシンのみ) 物理ドライブまたはフロッピー イメージ
ファイルは、このセッションでのみ使用できます。

[物理ドライブを使用] 特定のフロッピー ドライブを選択するか、または [自動検出] を選択して Workstation Pro
が使用するドライブを検出することを許可します。

[フロッピー イメージ ファイルを使用する] フロッピー イメージ（.img または .flp）ファイルを作成または参照します。ファイルが
変更されるのを防ぐには、[読取り専用]を選択します。

仮想マシンの実行中にフロッピー ドライブへのアクセスを有効または無効にするには、仮想マシンを選択し、[仮想マシ
ン] - [取外し可能デバイス] - [フロッピー] を選択して、[切断] または [接続] を選択します。

仮想ネットワーク アダプタの設定の構成
仮想ネットワーク アダプタが仮想マシンに接続されるタイミングと、アダプタが提供するネットワーク接続のタイプを構
成できます。

選択可能なネットワーク構成のタイプは、仮想マシンのタイプ（ローカル、共有、リモート）によって異なります。

選択した仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタの設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェ
ア] タブをクリックし、仮想ネットワーク アダプタを選択します。

n 仮想ネットワーク アダプタ デバイスのステータス設定の構成 (P. 262)

デバイスのステータス設定では、仮想ネットワーク アダプタが仮想マシンに接続されるタイミングを制御します。

n ネットワーク接続の構成 (P. 263)

仮想ネットワーク アダプタが提供するネットワーク接続の種類を構成できます。

n 仮想ネットワーク アダプタの設定の構成 (P. 265)

仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を使用して、バンド幅の制限、受信および発信データ転送のパケット ロスの
許容率を指定できます。

仮想ネットワーク アダプタ デバイスのステータス設定の構成
デバイスのステータス設定では、仮想ネットワーク アダプタが仮想マシンに接続されるタイミングを制御します。

選択した仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタ デバイスのステータス設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選
択して [ハードウェア] タブをクリックし、仮想ネットワーク アダプタを選択します。

表 11‑5.  デバイスのステータス設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中に仮想ネットワーク アダプタを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンのパワーオン時に仮想ネットワーク アダプタを接続します。
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ネットワーク接続の構成

仮想ネットワーク アダプタが提供するネットワーク接続の種類を構成できます。

ローカル仮想マシンには、ブリッジ、NAT、またはホストオンリー ネットワークを構成するか、カスタム ネットワーク
または LAN セグメントを選択できます。共有仮想マシンには、ブリッジ、NAT、またはホストオンリー ネットワークを
ドロップダウン メニューから選択できます。リモート仮想マシンの場合、カスタム ネットワークを選択する必要があり
ます。

選択した仮想マシンのネットワーク接続を構成するには、[VM] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをクリックし、仮
想ネットワーク アダプタを選択します。

n ブリッジ ネットワークの構成 (P. 263)

ブリッジ ネットワークを構成すると、仮想マシンはホスト システムの物理ネットワーク アダプタを使用してネッ
トワークに接続します。

n ネットワーク アドレス変換の構成 (P. 264)

ネットワーク アドレス変換（NAT）を構成すると、仮想マシンはホスト システムの IP アドレスおよび MAC アド
レスを共有します。

n ホストオンリー ネットワークの構成 (P. 264)

ホストオンリー ネットワークを構成すると、Workstation Pro は仮想マシンとホストの間に仮想プライベート ネッ
トワーク（VPN）接続を作成します。

n カスタム ネットワーク構成の構成 (P. 265)

カスタム ネットワークとは [仮想ネットワークの設定] を使用して作成したネットワークのことです。ローカル仮想
マシンのネットワーク接続設定を変更した場合にカスタム ネットワークを選択できます。リモート仮想マシンの場
合、カスタム ネットワークを選択する必要があります。共有仮想マシンにはカスタム ネットワークは選択できませ
ん。

n LAN セグメントの構成 (P. 265)

LAN セグメントを選択すると、仮想マシンは他の仮想マシンと共有できるプライベート ネットワークを使用しま
す。LAN セグメントは、多階層のテスト、ネットワーク パフォーマンスの分析、そして仮想マシンの隔離が重要
な状況で有用です。

ブリッジ ネットワークの構成

ブリッジ ネットワークを構成すると、仮想マシンはホスト システムの物理ネットワーク アダプタを使用してネットワー
クに接続します。

ホスト システムがネットワークに接続されている場合、一般的にブリッジ ネットワークは仮想マシンをネットワークに
アクセスさせる最も簡単な方法です。

ブリッジ ネットワークでは、仮想マシンはホスト システムと同じ物理イーサネット ネットワーク上に存在する別のコン
ピュータとして認識されます。これにより仮想マシンは、ネットワーク上で利用可能なサービス（ファイル サーバ、プリ
ンタ、ゲートウェイなど）を透過的に使用できます。同様に、ブリッジ ネットワークが構成された物理ホストや他の仮想
マシンも、仮想マシンのリソースを使用することができます。

ブリッジ ネットワークを使用する場合、仮想マシンは接続されるネットワークで独自の ID を持たなければなりません。
たとえば TCP/IP ネットワークでは、仮想マシンに独自の IPアドレスが必要です。通常、仮想マシンは、IP アドレスやそ
の他のネットワーク詳細を DHCP サーバから取得します。構成によっては、IP アドレスやその他の詳細を手動で設定す
る必要がある場合もあります。
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複数のオペレーティング システムを起動する場合、ユーザーが一度に 1 つのオペレーティング システムしか実行しない
と想定して、すべてのシステムに同じアドレスを割り当ててしまうことがよくあります。複数のオペレーティング システ
ムを起動するように設定されたホスト システムで、そのオペレーティング システムの内 1 つ以上を仮想マシンから実行
する場合、各オペレーティング システムに独自のネットワーク アドレスを構成してください。

[物理ネットワーク接続の状態を複製] オプションを選択すると、ある有線または無線ネットワークから別のネットワーク
へ移動すると、IP アドレスが自動的に更新されます。この設定は、仮想マシンをノート型コンピュータやその他のモバイ
ル デバイスで実行している場合に便利です。

ネットワーク アドレス変換の構成

ネットワーク アドレス変換（NAT）を構成すると、仮想マシンはホスト システムの IP アドレスおよび MAC アドレスを
共有します。

仮想マシンとホスト システムはネットワーク外部では認識されない 1 つの ID を共有します。仮想マシンには独自の IP ア
ドレスがありません。代わりに、ホスト システム上に独立したプライベート ネットワークがセットアップされ、仮想マ
シンはそのネットワーク上のアドレスを VMware 仮想 DHCP サーバから取得します。VMware NAT デバイスは、各仮
想マシンと外部ネットワーク間におけるネットワーク データを渡します。VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送
られてくるデータ パケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに送信します。

NAT を選択すると、仮想マシンは多様な標準プロトコルを使用して、外部ネットワーク上の他のマシンに接続できるよう
になります。たとえば、HTTP を使って Web サイトを表示したり、FTP でファイルを転送したり、Telnet で別のシステ
ムにログインしたりすることが可能です。ホスト システムのトークン リング アダプタを使って TCP/IP ネットワークに
接続することも可能です。

デフォルトの構成では、外部ネットワークのシステムから仮想マシンに接続を開始することはできません。デフォルトの

構成では、たとえば仮想マシンを Web サーバとして使用し、Web ページを外部ネットワークのシステムに送信すること
はできません。この制限により、セキュリティ ソフトウェアをインストールするまでの間、ゲスト OS をセキュリティ侵
害から保護できます。

[新規仮想マシン] ウィザードで仮想マシンを作成するときには、デフォルトで NAT が使用されます。

仮想マシンは NAT によってホスト システム上のネットワーク接続を使用し、インターネットやその他の TCP/IP ネット
ワークに接続します。NAT は、イーサネット、DSL、および電話モデムと共に使用できます。独立したプライベート ネッ
トワークがホスト システムに設定されます。仮想マシンはこのネットワーク上のアドレスを VMware 仮想 DHCP サーバ
から取得します。

ホストオンリー ネットワークの構成

ホストオンリー ネットワークを構成すると、Workstation Pro は仮想マシンとホストの間に仮想プライベート ネットワー
ク（VPN）接続を作成します。

通常、VPN はホストシステムの外部からは認識されません。同じホスト システム上でホストオンリー ネットワークに設
定された複数の仮想マシンは、同じネットワーク上に存在することになります。VMware DHCP サーバが、このネット
ワーク上のアドレスを提供します。

ホスト システムに適切なルーティングまたはプロキシ ソフトウェアをインストールすると、ホスト仮想ネットワーク ア
ダプタとホスト システムの物理ネットワーク アダプタを接続することができます。この構成によって、仮想マシンをトー
クン リングなどの非イーサネット ネットワークに接続することができます。

Windows ホスト システムでは、ホストオンリー ネットワークを Windows のインターネット接続の共有機能と組み合
わせて使用できます。この組み合わせにより、仮想マシンはホスト システムのダイアルアップ ネットワーク アダプタや
インターネットへのその他の接続を使用できます。Internet 接続の共有の詳細については、Windows のドキュメントを
参照してください。
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カスタム ネットワーク構成の構成

カスタム ネットワークとは [仮想ネットワークの設定] を使用して作成したネットワークのことです。ローカル仮想マシン
のネットワーク接続設定を変更した場合にカスタム ネットワークを選択できます。リモート仮想マシンの場合、カスタム
ネットワークを選択する必要があります。共有仮想マシンにはカスタム ネットワークは選択できません。

カスタム ネットワークは、1 つ以上の外部ネットワークに接続することも、ホスト システム上のみで実行することも可能
です。[仮想ネットワークの設定] を使用してホスト システム上の複数のネットワーク カードにアクセスし、複数の仮想
ネットワークを作成できます。

LAN セグメントの構成

LAN セグメントを選択すると、仮想マシンは他の仮想マシンと共有できるプライベート ネットワークを使用します。LAN
セグメントは、多階層のテスト、ネットワーク パフォーマンスの分析、そして仮想マシンの隔離が重要な状況で有用です。

LAN セグメントは共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

LAN セグメントに既存の仮想マシンを追加した場合、仮想マシンが DHCP サーバからの IP アドレスを受け入れるように
構成されている場合があります。ホストオンリーや NAT ネットワーキングとは違い、Workstation Pro は LAN セグメ
ントには DHCP サーバを提供しません。LAN セグメントでは仮想マシンの IP アドレスを手動で構成する必要がありま
す。LAN セグメント上に IP アドレスを割り当てるための DHCP サーバを構成するか、または LAN セグメント上の各仮
想マシンに固定 IP アドレスを構成できます。

旧バージョンの Workstation Pro で作成したチームを変換する場合、チームに対して構成された LAN セグメントが各仮
想マシンの [LAN セグメント] ドロップダウン メニューに表示されます。

[LAN セグメント] をクリックして新しい LAN セグメントを作成するか、既存の LAN セグメントを削除し、名前を変更
できます。LAN セグメントを削除すると、その LAN セグメントに構成されているすべての仮想ネットワーク アダプタが
切断されます。LAN セグメントを削除した場合、仮想マシンをネットワークに再接続するには、切断された仮想ネット
ワーク アダプタを手動で構成する必要があります。

仮想ネットワーク アダプタの設定の構成
仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を使用して、バンド幅の制限、受信および発信データ転送のパケット ロスの許容
率を指定できます。

選択した仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して[ハード
ウェア] タブをクリックし、仮想ネットワーク アダプタを選択して [詳細] をクリックします。

注意   共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには仮想ネットワーク アダプタの詳細設定を構成できません。

表 11‑6.  仮想ネットワーク アダプタの詳細設定

設定 説明

[バンド幅] および [Kbps] 受信または発信データ転送を特定のネットワーク接続タイプのデータ転送率に制限するに

は、[バンド幅] ドロップダウン メニューからネットワーク接続タイプを選択します。[Kbps]
テキスト ボックスの値は、選択したネットワーク接続タイプのデータ転送率（KB/秒）に変
更されます。たとえば、[専用回線 T1 (1.544 Mbps)] を選択した場合、[Kbps] テキスト
ボックスの値は 1544 に変更されます。
受信または発信データ転送を特定のデータ転送率に制限するには、[カスタム] を選択して、
[Kbps] テキスト ボックスにデータ転送率（KB/秒）を入力します。
受信および発信データ転送のデフォルトのバンド幅設定は [無制限] です。

[パケット ロス（%）] 受信または発信データ転送のパケット ロスの許容率です。デフォルト設定は 0.0 % です。

[MAC アドレス] ネットワーク アダプタに新しい MAC アドレスを割り当てるには、テキスト ボックスに新
しいアドレスを入力するか、または [生成] をクリックすると Workstation Pro が新しいア
ドレスを生成します。
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USB コントローラ設定の構成
USB コントローラがアイソクロナス USB デバイスと Bluetooth をデバイスをサポートするかどうか、新しい USB デバ
イスをホスト システムに接続するタイミング、[取外し可能デバイス] メニューにヒューマン インターフェイス デバイス
（HID）を表示するかどうかを構成できます。

注意   通常、共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには USB コントローラ設定を構成できません。

選択した仮想マシンの USB コントローラ設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをク
リックし、[USB コントローラ] をクリックします。

表 11‑7.  USB コントローラ設定

設定 説明

[USB の互換性] USB 2.0 または 3.0 を選択すると、Web カメラ、スピーカ、マイクロフォ
ンなどのアイソクロナス USB デバイスのサポートが有効になります。

[新しい USB デバイスを自動的に接続] 仮想マシンに新しい USB デバイスを接続します。この設定が選択されてい
ない場合、新しい USB デバイスはホスト システムにのみ接続されます。

[すべての USB 入力デバイスを表示する] USB 1.1 および 2.0 のマウスやキーボード デバイスなどのヒューマン イン
ターフェイス デバイス（HID）が [取外し可能デバイス] メニューに表示され
ます。HID のアイコンがステータス バーに表示されます。ゲスト OS に接続
された HID は、ホスト システムで使用できません。この設定を変更する場
合は、仮想マシンをパワーオフしておく必要があります。

[Bluetooth デバイスを仮想マシンと共有] Bluetooth デバイスのサポートを有効にします。

仮想マシンの実行中に USB デバイスを接続または切断するには、仮想マシンを選択し、[仮想マシン] - [取外し可能デバイ
ス] を選択します。ポートが 2 つある USB コントローラには、USB 1.1 デバイスと USB 2.0 デバイスの両方を接続でき
ます。

重要   USB デバイスを取り外したり、取外し可能デバイスを選択して仮想マシンから USB デバイスを切断する前に、物
理コンピュータからデバイスを安全に取り外す場合のデバイス メーカーの手順に従います。

サウンド カード設定の構成
仮想マシンに接続されているサウンド カードを構成できます。また、仮想マシンで特定のサウンド カードを使用するか、
ホスト システムのデフォルトのサウンド カードを使用するかも構成できます。

選択した仮想マシンのサウンド カード設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをク
リックし、[サウンド カード] を選択します。

注意   リモート仮想マシンのサウンド カード設定は変更できません。

表 11‑8.  サウンド カード設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にサウンド デバイスを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンのパワーオン時にサウンド デバイスを接続します。

[デフォルトのホスト サウンド カードを使用] 仮想マシンでホスト システムのデフォルトのサウンド カードを使用します。

[物理サウンド カードを使用] （Linux ホストのみ）仮想マシンで使用する特定のホスト サウンド カードを選択します。

[ホストのサウンド カードを指定] （Windows ホストのみ）仮想マシンで使用する特定のホスト サウンド カードを選択します。

[エコー除去を有効にする] サウンド カードのエコー除去機能を有効にします。
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パラレルポート設定の構成

パラレルポートを仮想マシンに接続するタイミングと、出力をホスト システム上の物理ポートとファイルのどちらに送信
するかを構成できます。

選択した仮想マシンのパラレル ポート設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをクリッ
クし、パラレル ポートを選択します。

表 11‑9.  パラレル ポート設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にポートを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンをパワーオンするときにポートを接続します。

仮想マシンのパワーオン時にゲスト OS が該当するパラレル ポート デバイスにア
クセスできない可能性がある場合は、この設定の選択を解除します。仮想マシンを

パワーオンした後に、[取外し可能デバイス] メニューを使用してパラレル ポートへ
のアクセスを有効にできます。

[物理パラレル ポートを使用する] 仮想マシンが使用するホスト パラレル ポートを選択します。

[出力ファイルを使用] 仮想パラレル ポートからの出力をホスト システム上のファイルに送信します。既
存の出力ファイルの位置を指定するか、またはディレクトリを参照し、ファイル名

を入力して新しい出力ファイルを作成します。

シリアル ポート設定の構成
仮想マシンに接続されているシリアル ポートを構成できます。また、出力を物理ポートまたはホスト システム上のファ
イルに送信するかどうかの構成、2 台の仮想マシン間の直接的な接続のセットアップ、およびゲスト OS がポーリング モー
ドでポートを使用するかどうかの指定もできます。

選択した仮想マシンのシリアル ポート設定を構成するには、仮想マシンを選択し、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハー
ドウェア] タブをクリックし、シリアル ポートを選択します。

表 11‑10.  シリアル ポート設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にポートを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンをパワーオンするときにポートを接続します。

[物理シリアル ポートを使用する] ホストのシリアル ポートを選択します。

[出力ファイルを使用] 仮想シリアル ポートからの出力をホスト システム上のファイルに送信します。
既存の出力ファイルを参照するか、希望するディレクトリに移動して作成する

ファイルの名前を入力します。
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表 11‑10.  シリアル ポート設定 (続き)

設定 説明

[名前付きパイプを使用する]、[ソケットを使用する（名
前付きパイプ）]

2 台の仮想マシン間、または仮想マシンとホスト システム上のアプリケーショ
ン間を直接接続します。

（Windows ホスト）デフォルトのパイプ名を使用するか、別のパイプ名を入力
します。パイプ名は \\.\pipe\ で開始し、サーバとクライアントの両方で
同じにする必要があります。例：

\\.\pipe\\ <namedpipe>

（Linux ホスト）最初のフィールドに /tmp/<socket> または別の UNIX ソ
ケット名を入力します。パイプ名はサーバとクライアントの両方で同じにする

必要があります。

[] [ポーリングで CPU を放棄する] [] ゲスト OS で割り込みモードではなくポーリング モードでポートを使用しま
す。仮想シリアル ポートのポーリングしか行っていない場合に CPU 時間を放
棄します。

ゲスト OS がシリアルポートを割り込みモードで使用する場合、この設定は選
択しないでください。

注意   この設定は、シリアル接続で通信を行うデバッグ ツールを使用している
開発者に役立ちます。この設定を選択すると、ゲスト OS がシリアル ポートを
ポーリング モードで使用する場合にパフォーマンスが改善することがあります。

汎用 SCSI デバイス設定の構成
汎用 SCSI デバイスを仮想マシンに接続するタイミングおよび接続するホスト システム上の物理 SCSI デバイスを指定し、
ドライブに使用する SCSI IDを選択できます。

選択した仮想マシンの汎用 SCSI デバイス設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択し、[ハードウェア] タブをク
リックし、汎用 SCSI デバイスを選択します。

注意   汎用 SCSI デバイスは共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

表 11‑11.  汎用 SCSI デバイス設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にデバイスを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンをパワーオンするときにデバイスを接続します。

[接続する物理 SCSI デバイスの指定] ホスト SCSI デバイスを選択します。
（Windows ホスト）デバイスを選択します。ホスト システム上で使用で
きる SCSI デバイスがメニューに表示されます。
（Linux ホスト）仮想マシンにインストールするデバイスの /dev/sg エ
ントリの名前を入力します。たとえば、デバイスが sga という名前であ
る場合は、/dev/sga と入力します。

[仮想デバイス ノード] ドライブに使用する SCSI デバイス ID を選択します。たとえば、SCSI 0:2
を選択した場合、ゲスト OS はそのドライブをコントローラ 0 上の ID 2
と認識します。

この設定を変更する場合は、仮想マシンをパワーオフしておく必要があ

ります。

注意   特定の Windows ゲスト OS では、汎用 SCSI デバイスを使用するために、追加の設定手順が必要な場合があります。

プリンタ設定の構成

仮想マシンに接続されているプリンタを構成できます。

選択した仮想マシンのプリンタ設定を構成するには、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア] タブをクリックし、
[プリンタ] を選択します。
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表 11‑12.  プリンタ設定

設定 説明

[接続中] 仮想マシンの実行中にプリンタを接続します。

[パワーオン時に接続] 仮想マシンのパワーオン時にプリンタを接続します。

ディスプレイ設定の構成

仮想マシンのモニタの解像度設定を指定したり、複数のモニタを構成したり、グラフィックス アクセラレーション機能を
選択できます。

仮想マシンのディスプレイ設定を構成するには、仮想マシンを選択し、[仮想マシン] - [設定] を選択して [ハードウェア]
タブをクリックし、[ディスプレイ]（ローカル仮想マシン）または [ビデオ カード]（共有またはリモート仮想マシン）を
選択します。

注意   Workstation 6.x 以降の仮想マシンでのみ、ゲスト OS が使用できる解像度およびモニタ数の設定がサポートされ
ます。

表 11‑13.  ディスプレイ設定

設定 説明

[3D グラフィックス アクセラレーション] DirectX 9 または DirectX 10 グラフィックス アクセラレーションを使用するアプリ
ケーションを実行する場合は、この設定を選択します。グラフィックス アクセラレー
ション機能は、Windows または Linux を実行しているホスト上の Windows XP
以降のゲストに対して適用されます。

仮想マシンは Workstation 6.x 以降でなければなりません。また、Workstation 7.x
以降の VMware Tools がインストールされている必要があります。

[モニタでホストの設定を使用] この設定を選択した場合、SVGA ドライバは境界ボックスが最大幅 3840、最大高さ
1920 の 2 台のモニタを使用します。仮想マシンは、1920 x 1200 の 2 台以上のモ
ニタが並列トポロジ、通常および回転の両方向に構成されます。ホスト システムの
モニタが 2 台を超える場合、仮想マシンは、代わりにホスト システムのモニタ数を
使用します。ホスト システムの境界ボックスがデフォルトの幅または高さより大き
い場合、仮想マシンは大きい方のサイズを使用します。ほとんどの場合、この設定を

選択することをお勧めします。

[モニタ設定を指定] ホスト システムのモニタ数に関係なく、仮想マシンが識別するモニタ数を設定しま
す。この設定は、複数モニタのホスト システムを使用し、モニタが 1 台のみの仮想
マシンのテストが必要な場合に便利です。また、仮想マシンで複数モニタのアプリ

ケーションを開発していて、ホスト システムのモニタが 1 台のみの場合にも便利で
す。仮想マシンをパワーオンすると、ゲスト OS では指定したモニタ数が識別される
ようになります。リストから解像度を選択します。または、<幅> x <高さ> の形式
で設定を入力します。<幅> と <高さ> の単位はピクセル数です。
注意   解像度設定は共有仮想マシンまたはリモート仮想マシンには構成できません。

物理ディスクまたは未使用のパーティションへのゲスト OS のインストール
ホスト システムの物理ディスクまたは未使用のパーティションにゲスト OS を直接インストールできます。

物理ディスクは、既存のローカル ディスクやパーティションに直接アクセスします。物理ディスクを使用して、既存の
ディスク パーティションからゲスト OS を実行できます。

Workstation Pro は最大 2TB までの物理ディスク容量をサポートします。ただし、既存の SCSI ディスクまたはパーティ
ションにすでにインストールされているオペレーティング システムからの起動はサポートされていません。
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ホスト システム上でネイティブに稼働するオペレーティング システムを仮想マシンで稼働するように切り替えることは、
コンピュータからハード ドライブを取り外して、そのハード ドライブを異なるマザーボードやハードウェアが構成され
ている別のコンピュータに取り付けるようなものです。実行する手順は、仮想マシンのゲスト OS によって異なります。
ほとんどの場合、物理ディスクまたは未使用のパーティションにインストールされたゲスト OS は、ホスト システムでそ
のデータを利用することができても、仮想マシンの外部で起動することはできません。仮想マシンの外部でも起動できる

オペレーティング システムの使用については、当社 Web サイトで VMware テクニカル ノートの「Dual-Boot Computers
and Virtual Machines」を参照してください。

物理ディスク上の 1 つ以上のパーティションを使用するよう仮想マシンを構成した後は、ゲスト OS で fdisk あるいは
同様のユーティリティを実行してパーティション テーブルを変更しないでください。fdisk あるいは同様のユーティリ
ティをホスト OS 上で実行して物理ディスクのパーティション テーブルを変更した場合は、仮想マシンの物理ディスクを
新しく作成し直す必要があります。パーティション テーブルを変更すると、物理ディスクに存在していたファイルはすべ
て失われます。

重要   物理ディスクをホスト システムとゲスト OS 間のファイルの共有に使用することはできません。ホスト システムと
ゲスト OS の両方が同じパーティションを認識できるようにすると、データが破損する可能性があります。代わりに、共
有フォルダを使用してホスト システムとゲスト OS 間でファイルを共有してください。
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仮想ネットワーク エディタの使用 12
仮想ネットワーク エディタを使用して、主要なネットワーク設定の表示と変更、仮想ネットワークの追加と削除、および
カスタム仮想ネットワーク構成の作成を実行できます。仮想ネットワーク エディタで行った変更は、ホスト システムで
実行中のすべての仮想マシンに影響します。

Windows ホストでは、ネットワーク設定はすべてのユーザーが表示できますが、設定を変更できるのは Administrator
ユーザーのみです。Linux ホストでは、仮想ネットワーク エディタにアクセスするには、root のパスワードを入力する
必要があります。

Workstation Pro で仮想ネットワーク エディタを起動するには、[編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。
Windows ホストでは、[スタート] - [プログラム] - [VMware] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択して、ホスト OS か
ら仮想ネットワーク エディタを起動することもできます。

重要   [デフォルトに戻す] をクリックしてデフォルトのネットワーク設定に復元すると、Workstation Pro のインストー
ル後に行ったすべてのネットワーク設定の変更が永久に失われます。仮想マシンがパワーオン状態のときは、デフォルト

のネットワーク設定に復元しないでください。復元すると、ブリッジ ネットワークに重大な破損が発生するおそれがあり
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

n ブリッジ仮想ネットワークの追加 (P. 271)

n ホストオンリー仮想ネットワークの追加 (P. 272)

n 自動ブリッジ設定の変更 (P. 273)

n Windows ホストでの NAT 設定の変更 (P. 273)

n Windows ホストでの DHCP 設定の変更 (P. 275)

ブリッジ仮想ネットワークの追加

複数のネットワーク アダプタが存在するホスト システムに Workstation Pro をインストールした場合、複数のブリッジ
ネットワークを構成できます。

デフォルトでは、仮想スイッチ VMnet0 がブリッジ ネットワークにマップされています。VMnet2～VMnet7 の仮想ス
イッチ上にカスタム ブリッジ ネットワークを作成することができます。Windows の場合は、VMnet19 も使用できま
す。Linux の場合は、さらに VMnet10 から VMnet255 まで使用できます。

重要   物理ネットワーク アダプタを別の仮想ネットワークに割り当てると、元のネットワークを使用していた仮想マシン
が、その仮想ネットワークを使って外部ネットワークにブリッジされなくなります。この場合、影響を受ける各仮想マシ

ンのネットワーク アダプタの設定を個別に変更する必要があります。この制限は特に、ホスト システムに物理ネットワー
ク アダプタが 1 つしかなく、そのアダプタを VMnet0 以外の仮想ネットワークに割り当てた場合に問題となります。こ
の場合、仮想ネットワークは自動選択されたアダプタにブリッジされているように見えますが、使用可能な唯一のアダプ

タが別の仮想ネットワークに割り当てられていることになります。
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開始する前に

n ブリッジ ネットワークについて理解しておく必要があります。詳細については、「ブリッジ ネットワークの構
成 (P. 263)」を参照してください。

n ホスト システムの物理ネットワーク アダプタが使用可能であることを確認してください。デフォルトでは、VMnet0
仮想スイッチは自動ブリッジ モードを使用するように設定されており、ホスト システム上でアクティブなすべての
物理ネットワーク アダプタにブリッジ接続されます。VMnet0 にブリッジ接続されている物理ネットワーク アダプ
タを制限することにより、物理ネットワーク アダプタを使用可能にできます。詳細については、「自動ブリッジ設定
の変更 (P. 273)」を参照してください。

手順

1 [編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。

2 [ネットワークの追加] をクリックします。

3 仮想スイッチを選択します。

Workstation Pro により仮想ネットワーク アダプタにサブネット IP アドレスが割り当てられます。

4 新しい仮想ネットワークをリストから選択し、[ブリッジ（VM を外部ネットワークに直接接続）] を選択します。

5 [ブリッジ先] メニューから、ホスト システム上のブリッジ先物理アダプタを選択します。

オプション 説明

自動 Workstation Pro は、ホスト システム上のすべてのアクティブな物理ネットワーク
アダプタに対して、自動的に仮想ネットワークをブリッジ接続します。どのアダプタ

を使用するかは任意選択です。

<physical_adapter> ホスト システム上の特定の物理ネットワーク アダプタにブリッジ接続します。
 

6 (オプション) 自動ブリッジ モードを選択していて、仮想ネットワーク アダプタがブリッジ接続する物理アダプタを
制限する場合は、[自動設定] をクリックして、1 つ以上の物理アダプタの選択を解除します。

7 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

ホストオンリー仮想ネットワークの追加

複数のホストオンリー仮想ネットワークを設定するには、仮想ネットワーク エディタを使用します。

Windows ホストおよび Linux ホスト システムの場合、最初のホストオンリー ネットワークは Workstation Pro をイン
ストールする際に自動的にセットアップされます。次のような状況では、複数のホストオンリー ネットワークを同一のコ
ンピュータにセットアップします。

n 2 台の仮想マシンを１つのホストオンリー ネットワークに接続し、もう 1 つの仮想マシンを別のホスト オンリー ネッ
トワークに接続することで、各ネットワークのネットワーク トラフィックを分離させる。

n 2 つの仮想ネットワーク間でルーティングのテストを行う。

n 複数のネットワーク インターフェイス カードが設定された仮想マシンを（実際のイーサネット アダプタは一切使用
せずに）テストする。

開始する前に

ホストオンリー ネットワークについて理解しておく必要があります。詳細については、「ホストオンリー ネットワークの
構成 (P. 264)」を参照してください。

手順

1 [編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択します。

2 [ネットワークの追加] をクリックします。
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3 仮想スイッチを選択します。

Windows ホストおよび Linux ホストでは、VMnet1 仮想スイッチはデフォルトでホストオンリー ネットワークに
マップされます。

Workstation Pro により仮想ネットワークにサブネット IP アドレスが割り当てられます。

4 新しい仮想ネットワークをリストから選択し、[ホストオンリー（VM を内部でプライベート ネットワークに接続）]
を選択します。

5 (オプション) ホスト システム上の物理ネットワークをネットワークに接続するには、[ホスト仮想アダプタをこのネッ
トワークに接続する] を選択します。

6 (オプション) ローカル DHCP サービスを使用して IP アドレスをネットワーク上の仮想マシンに配布するには、[ロー
カル DHCP サービスを使用して IP アドレスを VM に配布する] を選択します。

7 (オプション) （Windows ホストのみ）ネットワークがローカル DHCP サービスを使用している場合、DHCP 設定
をカスタマイズするには [DHCP の設定] をクリックします。

8 (オプション) サブネット IP アドレスまたはサブネット マスクを変更するには、[サブネット IP] および [サブネット
マスク] テキスト ボックスのアドレスを変更します。

9 [OK] をクリックして、変更内容を保存します。

自動ブリッジ設定の変更

自動ブリッジ モードが構成されている場合、仮想スイッチがブリッジ接続する物理ネットワーク アダプタを制限できます。

自動ブリッジ設定を変更するには、[編集] - [仮想ネットワークの設定] を選択し、ブリッジ ネットワークを選択して [自動
設定] をクリックします。

自動ブリッジを使用するように構成されている仮想スイッチは、デフォルトではホスト システム上のアクティブなすべて
のネットワーク アダプタにブリッジ接続されます。どのアダプタを使用するかは任意選択です。

仮想スイッチが特定の物理ネットワーク アダプタにブリッジ接続されないようにするには、そのホスト ネットワーク ア
ダプタのチェック ボックスの選択を解除します。

Windows ホストでの NAT 設定の変更
Windows ホストでは、ゲートウェイ IP アドレスの変更、ポート転送の構成、および NAT ネットワークの詳細設定の構
成を実行できます。

Windows ホストで NAT 設定を変更するには、[編集] - [仮想ネットワーク エディタ] を選択し、NAT ネットワークを選
択して [NAT 設定] をクリックします。

注意   デフォルトでは、NAT デバイスは VMnet8 仮想スイッチに接続しています。設定できる NAT 仮想ネットワークは
1 つだけです。
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表 12‑1.  NAT 設定

設定 説明

[ゲートウェイ IP] 選択したネットワークのゲートウェイ IP アドレス。

[ポートの転送] ポート転送用のポートを追加します。ポートの転送を使用すると、受信 TCP や受信 UDP の
リクエストを、NAT デバイスがサービスを提供する仮想ネットワーク上の特定の仮想マシン
に送信できます。

ホストのポート 受信 TCP ポートまたは受信 UDP ポートの番号。たとえば、受信
HTTP リクエストのポート番号は、通常は 80 です。

仮想マシンの IP アド
レス

受信リクエストの転送先仮想マシンの IP アドレス。

仮想マシンのポート 指定した仮想マシン上のリクエストに使用するポート番号。これ

には、一般的なポート番号（たとえば、HTTP 向けには 80）を使
用できます。また、仮想マシンで実行されるソフトウェアが特殊

なポート上のリクエストを受信できるように構成されている場合

は、そのようなポートを指定できます。

説明 （オプション）このテキスト ボックスを使用して、HTTP などの
転送されるサービスを指定できます。

既存のポートについて設定を変更するには、名前を選択して [プロパティ] をクリックします。

[アクティブ FTP を許可する] NAT デバイスでパッシブ モードの FTP のみを許可します。

[すべての OUI を許可する] 仮想マシンの MAC アドレスの OUI（Organizationally Unique Identifier）の部分を変更し
た後、仮想マシンで NAT を使用できなくなった場合は、この設定を選択します。

[UDP タイムアウト（秒単位）] NAT の UDP マッピングを保持する時間（分単位）を選択します。

[構成ポート] NAT に関するステータス情報にアクセスするために使用するポート。
重要   この値は、当社のテクニカル サポートの指示がある場合にのみ変更してください。

[IPv6 を有効にする] IPv6 アドレスを使用できるように NAT を有効化します。

[IPv6 プレフィックス] IPv6 が有効な場合は、NAT デバイスが使用する IPv6 プレフィックスを入力します。

[DNS 設定] 仮想 NAT デバイスが使用する DNS サーバを構成します。

使用可能な DNS サー
バを自動的に検出する

使用可能な DNS サーバを検出するにはこのオプションを選択し
ます。DNS サーバをリストに追加するには、このチェック ボッ
クスの選択を解除し、[優先 DNS サーバ] テキスト ボックスに優
先 DNS サーバおよび代替 DNS サーバの IP アドレスを入力します。

ポリシー 複数の DNS サーバを使用する場合は、リクエストを送信するサー
バを選択する方法を選択します。[順番] 名前の順に DNS リクエ
ストを 1 つずつ送信します。[回転] DNS サーバをローテーショ
ンで切り替えながら、DNS リクエストを 1 つずつ送信します。
[バースト] 3 つのサーバに送信し、最初に応答するサーバを待ち
ます。

タイムアウト時間（秒） NAT デバイスが DNS サーバに接続できない場合の試行時間を秒
単位で選択します。

再試行 再試行の回数を選択します。

[NetBios 設定] NBNS（NetBIOS Name Service）および NBDS（NetBIOS Datagram Service）のタイム
アウトと再試行の設定を選択します。
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Windows ホストでの DHCP 設定の変更
Windows ホストでは、DHCP サービスを使用して IP アドレスを配布する NAT ネットワークおよびホストオンリー ネッ
トワークの IP アドレス範囲と DHCP ライセンスの有効期間を変更できます。

Windows ホストで DHCP 設定を変更するには、[編集] - [仮想ネットワークの設定] を選択し、NAT ネットワークまたは
ホストオンリー ネットワークを選択して [DHCP 設定] をクリックします。

表 12‑2.  DHCP 設定

設定 説明

[開始 IP アドレス] および [終了 IP アドレス] 選択した仮想ネットワーク上で仮想 DHCP サービスが提供する IP アドレスの範囲。

[デフォルトのリース時間] および [最長リース時間] 仮想ネットワーク上のクライアントに DHCP サービスが提供する DHCP リースの期
間を選択します。
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サポート スクリプトの実行 13
当社のテクニカル サポートが、サポート スクリプトを実行してホスト システムまたはホスト システムで実行している仮
想マシンから情報を収集するようお客様にお願いする場合があります。たとえば、仮想マシンが正常に終了しない場合、

または動作しない場合は、サポート スクリプトを実行して、適切なログ ファイルとシステム情報を集めることができま
す。サポート スクリプトは Workstation Pro、Windows コマンド プロンプト、または Linux ターミナル ウィンドウか
ら実行できます。

注意   サポート スクリプトはローカル データのみを収集します。リモート ホストのデータまたはリモート ホストで実行
している仮想マシンのデータは収集しません。

VMware Tools の診断情報を収集するには、tools.conf ファイルを編集する必要があります。詳細については、当社
のナレッジ ベース記事（http://kb.vmware.com/kb/1010744）を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n サポート リクエストの登録と作成 (P. 277)

n Workstation Pro からのサポート スクリプトの実行 (P. 278)

n Windows コマンド プロンプトからのサポート スクリプトの実行 (P. 278)

n Linux ターミナル ウィンドウからのサポート スクリプトの実行 (P. 279)

サポート リクエストの登録と作成
VMware サポートに問題を報告するには、サポート リクエストを作成します。

開始する前に

Workstation Pro ライセンス キーを確認します。ライセンス キーは、登録時に受け取る電子メール メッセージに記載さ
れています。

手順

1 VMware アカウントをお持ちでない場合は、[ヘルプ] - [ライセンス キーの入力] - [登録] を選択し、Web サイトの
手順に従ってください。

2 [ヘルプ] - [サポート] - [サポート リクエストの提出] を選択してサポート リクエストを作成します。
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Workstation Pro からのサポート スクリプトの実行
Workstation Pro からサポート スクリプトを実行して、ローカル ホスト システムおよびローカル ホスト システムで実
行している選択した仮想マシンからサポート データを収集できます。

Linux ホストでは、root としてログインしていないためにある特定の情報を集めることができないとのメッセージが表示
されます。当社のテクニカル サポートがその情報を必要とする場合は、サポート担当者がお客様にターミナル ウィンド
ウから root として再度スクリプトを実行するようにお願いします。「Linux ターミナル ウィンドウからのサポート スク
リプトの実行 (P. 279)」を参照してください。

開始する前に

n サポート リクエストを作成します。「サポート リクエストの登録と作成 (P. 277)」を参照してください。

n ログのレベルを上げます。「デバッグ情報の収集 (P. 252)」を参照してください。

n 特定の仮想マシンからサポート データを収集する場合は、最新バージョンの VMware Tools がインストールされて
いることを確認し、仮想マシンをパワーオンします。

手順

1 ホスト システムで、Workstation Pro の [ヘルプ] - [サポート] - [サポート データの収集] を選択します。

オプション 説明

ホスト システムおよび仮想マシンからデー
タを収集するには、

仮想マシンを選択し、[収集] をクリックします。複数の仮想マシンを選択できます。

ホスト システムからデータを収集するには、 すべての仮想マシンの選択を解除し、[収集] をクリックします。
 
Windows ホストでは、スクリプトは収集したデータの .ZIP ファイルを作成し、Windows エクスプローラーを開
いてファイルを表示します。.ZIP ファイルのディレクトリの場所を選択します。Linux ホストでは、サポート スク
リプトはユーザーのホーム ディレクトリに圧縮した .TGZ ファイルを作成します。

2 .ZIP または .TGZ ファイルをサポート リクエストに追加します。

Windows コマンド プロンプトからのサポート スクリプトの実行
Windows ホスト システムでは、Windows コマンド プロンプトからサポート スクリプトを実行してローカル ホスト シ
ステムからサポート データを収集できます。

開始する前に

n サポート リクエストを作成します。「サポート リクエストの登録と作成 (P. 277)」を参照してください。

n ログのレベルを上げます。「デバッグ情報の収集 (P. 252)」を参照してください。

手順

1 Windows ホスト システムでコマンド プロンプトを開き、VMware Workstation ディレクトリに変更します。

たとえば、次のように入力します： cd C:\Program Files\VMware\VMware Workstation

2 サポート スクリプトを実行します。

cscript vm-support.vbs

スクリプトの出力を保存するディレクトリ名が表示されます。

3 ファイル圧縮ユーティリティを使用してスクリプト出力ディレクトリを圧縮します。

4 スクリプト出力ディレクトリの zip ファイルをサポート リクエストとともに提出します。
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5 Workstation Pro のインストール中の問題を報告する場合は、インストール ログ ファイル (VMInst.log) をサポー
ト リクエストとともに提出します。

インストール ログ ファイルは Temp ディレクトリにあります。Windows ホストでのデフォルト格納場所は、
C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\temp です。

Linux ターミナル ウィンドウからのサポート スクリプトの実行
Linux ホスト システムでは、Linux ターミナル ウィンドウからサポート スクリプトを実行してローカル ホスト システム
からサポート データを収集できます。

root としてサポート スクリプトを実行していない場合は、ある特定の情報を集めることができないとのメッセージが表
示されます。当社のサポート チームがその情報を必要とする場合は、サポート担当者がお客様に root として再度スクリ
プトを実行するようにお願いします。

開始する前に

n サポート リクエストを作成します。「サポート リクエストの登録と作成 (P. 277)」を参照してください。

n ログのレベルを上げます。「デバッグ情報の収集 (P. 252)」を参照してください。

手順

1 Linux ホスト システムでターミナル ウィンドウを開き、root または仮想マシンを実行しているユーザーとしてサ
ポート スクリプトを実行します。

vm-support

スクリプトは、ユーザーのホーム ディレクトリに圧縮した .TGZ ファイルを作成します。

2 .TGZ ファイルをサポート リクエストとともに提出します。

3 Workstation Pro のインストール中に発生した問題を報告する場合は、インストール ログ ファイルをサポート リク
エストとともに提出します。
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vmware コマンドについて 14
vmware コマンドを使用して、Linux または Windows ホスト システムのコマンド ラインから Workstation Pro を実行
できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n vmware コマンドの実行 (P. 281)

n Workstation Pro 起動オプションの Windows ショートカットへの組み込み (P. 282)

vmware コマンドの実行
Linux または Windows ホスト システムで vmware コマンドを実行できます。コマンドは、Linux のターミナル ウィン
ドウまたは Windows のコマンド プロンプトで入力できます。また、複数のコマンドを実行するスクリプトを作成するこ
ともできます。

開始する前に

vmware のコマンド オプションについて理解しておく必要があります。「vmware コマンド オプション (P. 281)」を参
照してください。

手順

n Linux ホスト システムで vmware コマンドを実行するには、次のシンタックスを使用します。

/usr/bin/vmware [-n] [-x] [-X] [-t] [-q] [-s <variable_name> = <value> ] [-v] [
<path_to_vm> .vmx] [http[s]:// <path_to_vm> .vmx] [X toolkit options]

n Windows ホスト システムで vmware コマンドを実行するには、次のシンタックスを使用します。

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware.exe [-n] [-x] [-X] [-t] [-q] [-s

<variable_name> = <value> ] [-v] [ <path_to_vm> .vmx] [http[s]:// <path_to_vm> .vmx]

vmware コマンド オプション
vmware コマンドの実行時に特定のオプションを指定できます。

表 14‑1.  vmware コマンド オプション

オプション 説明

-n 新しい Workstation Pro ウィンドウを開きます。

-t 既存の Workstation Pro ウィンドウ内に、仮想マシンを新しいタブで開きます。

-x Workstation Pro の起動時に仮想マシンをパワーオンします。このオプションは、
Workstation Pro ツール バーの [パワーオン] をクリックする操作に相当します。
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表 14‑1.  vmware コマンド オプション (続き)

オプション 説明

-X 仮想マシンをパワーオンして、Workstation Pro ウィンドウをフル スクリーン モードに
切り替えます。

-q 仮想マシンのパワーオフ時に、その仮想マシンのタブを閉じます。他に開いている仮想マ

シンがなければ、Workstation Pro も終了します。このオプションは、ゲスト OS に仮想
マシンをパワーオフする機能がある場合に効果的です。

-s 指定の値に指定の変数を設定します。構成ファイルで有効な変数名と値をコマンド ライン
に指定できます。

-v 製品名、バージョン、ビルド番号を表示します。

<path_to_vm>.vmx 指定された仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を使用して仮想マシンを起動します。

Linux ホストでは、--display や --geometry などの X toolkit オプションを引数として渡すことができます。
Workstation Pro ウィンドウのサイズやタイトルなどの一部のオプションはオーバーライドできません。

Workstation Pro 起動オプションの Windows ショートカットへの組み込み
vmware コマンド オプションは、Windows のショートカットが生成するコマンドに組み込むのがもっとも便利な使用方
法です。

開始する前に

vmware のコマンド オプションについて理解しておく必要があります。「vmware コマンド オプション (P. 281)」を参照
してください。

手順

1 Workstation Pro ショートカットを右クリックして、[プロパティ] を選択します。

2 [ターゲット] テキスト ボックスで、使用するオプションを vmware.exe コマンドの後に追加し、コマンド文字列全
体を引用符で囲みます。

例：

"C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware.exe -X
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Virtual Machines\Windows 
Me\Windows Me.vmx"
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