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本マニュアル『Workstation ユーザーマニュアル』では、VMware Workstation 7.1 の
インストールと使用に関する情報を提供します。Workstation を使用して、既存の物
理 PC を VMware 仮想マシンに変換したり、新しい仮想マシンを作成したりできま
す。各仮想マシンは、プロセッサ、メモリ、ネットワーク接続および周辺ポートを
含む完全な PC に相当します。Workstation を使用して、次のことが行えます。

レガシー アプリケーションをホストし、プラットフォーム移行の問題を解消
する。
隔離された環境で、新しいソフトウェアまたはパッチを構成およびテストする。
ソフトウェア開発およびテストの作業を自動化する。
単一の PC での複数層構成を実証する。

改訂履歴
本マニュアルは、製品のリリースごとに、あるいは必要に応じて改訂されます。改訂
版には大小の変更が加えられます。表 1 は、本マニュアルの各バージョンにおける
主な変更点を示したものです。

本書について

表1  改訂履歴

リビジョン 説明

2010/05/25 WS 7.1 ドキュメント初版。
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対象読者
本マニュアルは、VMware Workstation をインストール、アップグレード、または使
用する必要のあるすべてのユーザーを対象としています。Workstation のユーザーに
は通常、ソフトウェアの開発やテストを行うユーザー、または複数のオペレーティン
グ システムやコンピュータ環境で作業を行うユーザーが含まれます。具体的には、
ソフトウェア開発者、QA エンジニア、トレーニング担当者、デモを実行する営業担
当者、および、仮想マシンを作成する必要のあるすべてのユーザーなどです。

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

docfeedback@vmware.com

スタイル
本書では、表 2 のスタイル規則を使用しています。 

テクニカル サポートおよびエデュケーションのリソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。
本書およびその他のドキュメントの最新バージョンにアクセスするには、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs を参照してください。

表2  本マニュアルのスタイル規則

スタイル 対象エレメント

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、リンク、メールアドレスに使用

LucidaMonoEFO
(等倍フォント )

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
(等倍フォント太字 )

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

< 山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

manual_ws71.book  Page 20  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM

mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/jp/support/pubs


VMware, Inc. 21

第 3章 本書について

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

製品情報　http://www.vmware.com/jp/products/

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

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

VMTN ナレッジベース　http://kb.vmware.com

ディスカッション フォーラム　http://www.vmware.com/jp/community

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

VMware Technology Network の詳細については、 http://www.vmtn.net をご覧ください。

オンラインおよび電話によるサポート
テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録
は、オンラインで行うことができます。詳しくは、
http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。詳しくは、
http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html をご覧ください。

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

VMware プロフェッショナル サービス
VMware 教育サービス コースでは、広範なハンズオンラボや事例の紹介をいたしま
す。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供しています。
コースは、オンサイト、教室およびオンラインで受講できます。オンサイト パイ
ロット プログラムおよび実装のベスト プラクティスとして、VMware コンサルティ
ング サービスでは、ご使用の仮想環境の評価、計画、構築、および管理を支援する
講義科目を提供しています。教育サービス、認証プログラム、およびコンサルティン
グ サービスについての情報は、http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。 
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1

VMware Workstation は、完全にネットワーク化されたポータブルな仮想マシンで、
再起動やハード ドライブのパーティショニングを実行せずに複数の x86 および x64 互
換デスクトップとサーバ オペレーティング システムを同時に 1 台の PC で実行できる
ようにするデスクトップ ソフトウェアです。この章では、次のトピックについて説
明します。

製品のメリット（P.23）
マニュアルの概要（P.24）
ホストのシステム要件（P.25）
仮想マシンの仕様（P.28）
サポートされるゲスト OS（P.31）

製品のメリット
Workstation は、ソフトウェア開発、品質保証、トレーニング、営業、および IT の分
野で使用されています。

Workstation では、次のソフトウェア開発とテストを合理化します。

単一コンピュータ上で複数のオペレーティング システムとアプリケーションを
開発およびテストできます。

複数の仮想マシンを接続して、多層構成によるシミュレーションとテストを実行
できます。

複数スナップショットおよびデバッグのサポートにより、テスト業務を効率化し
ます。

リストアや共有化を容易に実行できるファイル サーバにテスト環境を保存でき
ます。

製品の紹介とシステム要件 1
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Workstation では、次の点において IP プロフェッショナルの生産性を向上させます。

デスクトップおよびサーバを本番環境にデプロイする前に、仮想マシンとして構
成してテストできます。

多層構成のアプリケーション、アプリケーションの更新、およびオペレーティン
グ システムのパッチを単一コンピュータ上でテストできます。

仮想マシン上でレガシー アプリケーションをホストできるので、オペレーティ
ング システムの移行が容易になり、またレガシー アプリケーションを移植する
必要がなくなります。

エンド ユーザーの構成を仮想ライブラリとしてまとめ、共有ドライブに保存で
きます。

Workstation では、次の点においてコンピュータ ベースのトレーニングとソフトウェ
ア デモを容易に実行できるようにします。

仮想マシン上でトレーニング教材のパッケージを作成してデプロイできます。

トレーニングの実習で、隔離された安全な仮想マシン上で、複数のオペレーティ
ング システム、アプリケーション、およびツールを使用できます。

シャットダウン時にすべての変更を元に戻すことができるように、仮想マシンを
構成できます。

ノート型コンピュータ 1 台で複雑な多層構成によるデモを実行できます。

マニュアルの概要
Workstation にすでに習熟している場合は、Workstation のリリース ノートで、新機能
のリストを参照してください。アップグレードの手順については、「アップグレード
を開始する前に（P.43）」を参照してください。

Workstation を初めて使用する場合は、このマニュアルの前半（第 7 章「仮想マシン
の基本操作（P.151）」まで）をお読みになると、ソフトウェアをインストールする主
な手順と Workstation の使用方法の概要について理解できます。

マニュアルの後半では、Workstation の高度な機能についての詳細情報を提供してい
ます。これらの章は、本製品に精通しているユーザーを対象としています。

第 18 章「VMware ACE の基本操作（P.395）」から第 22 章「ACE パッケージのインス
トール（P.481）」では、Windows ホストで実行する Workstation のバージョンに含ま
れる ACE 機能の使用方法について説明しています。VMware ACE オーサリング機能を
使用すると、暗号化、制限されたネットワーク アクセス、デバイス制御を備えた 
Pocket ACE とデスクトップ仮想マシンのパッケージを作成してデプロイできます。
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第 1章 製品の紹介とシステム要件

ホストのシステム要件
物理コンピュータ同様、Workstation で稼動する仮想マシンは高速なプロセッサと大
容量のメモリを備えているほど、パフォーマンスが向上します。

「ホスト」と「ゲスト」とは、物理マシンおよび仮想マシンを指す用語です。

ホスト　Workstation ソフトウェアをインストールした物理コンピュータをホス
ト コンピュータ、そのオペレーティング システムをホスト OS と呼びます。

ゲスト　仮想マシン上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。

これらの用語およびその他の用語については、「用語集（P.505）」を参照してくだ
さい。

PC ハードウェア
x86 互換または x86-64 互換のある標準 PC

1.3GHz 以上の CPU

以下を含む互換プロセッサ：

Intel　Pentium 4、Pentium M（PAE 対応）、Core、Core 2、Core i3、Core i5、
および Core i7 の各プロセッサ

AMD　Athlon、Athlon MP、Athlon XP、Athlon 64、Athlon X2、Duron、
Opteron、Turion X2、Turion 64、Sempron、Phenom、および Phenom II

マルチプロセッサ システムに対応しています。

64 ビットのゲスト OS、Intel™ VT（Virtualization Technology）機能が有効な Intel 
VT 互換の PC、または大部分の AMD64 プロセッサ（C Opteron プロセッサの最初
期リビジョンを除く）でサポートされています。

Windows 7 Aero グラフィックスをサポートするために必要なハードウェア要件につ
いては、「Windows 7 Aero グラフィックスのサポートに必要な推奨構成（P.26）」を参
照してください。

メモリ
ホスト OS を実行するのに十分なメモリ、各ゲスト OS を実行するためのメモリ、さ
らにホストおよびゲスト上のアプリケーションを実行するためのメモリが必要です。
最小メモリ要件は 1GB ですが、2GB 以上をお勧めします。メモリ要件の詳細につい
ては、ゲスト OS とアプリケーションに付属するドキュメントを参照してください。
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単一のホスト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 サイズだけです。各仮想マシンの最大メモリ容量は、32 ビッ
ト ホストの場合 8GB、64 ビット ホストの場合 32GB です。32 ビット ホストでは、
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 Workstation でパワー
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。

Windows 7 Aero グラフィックスをサポートするために必要なメモリ要件については、
「Windows 7 Aero グラフィックスのサポートに必要な推奨構成（P.26）」を参照してく
ださい。

ディスプレイ
16 ビットまたは 32 ビットのディスプレイ アダプタを推奨します。Windows 7 Aero 
グラフィックスをサポートするために必要なディスプレイ要件については、

「Windows 7 Aero グラフィックスのサポートに必要な推奨構成（P.26）」を参照してく
ださい。

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。

Windows 7 Aero グラフィックスのサポートに必要な推奨構成

Windows 7 Aero グラフィックスをサポートするために、以下の構成をお勧めします。

CPU

2.2GHz 以上の Intel Dual Core

AMD Athlon 4200 以上

ホスト GCPU

nVidia GeForce 8800GT 以上

ATI Radeon HD 2600 以上

メモリ　3GB 以上のホスト システム メモリ、ゲスト OS に割り当てられる 1GB の
メモリ、および 256MB のグラフィックス メモリ。

注意   対象のホスト用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。
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ディスク ドライブ
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。

ハード ディスク

IDE および SCSI ハード ドライブをサポート。

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。

基本インストールには、Linux で 200 MB、Windows で 1.5GB の空きディスク容
量が必要です。後でインストーラを削除して、ディスク容量を再利用してくだ
さい。

光学 CD-ROM/DVD-ROM ドライブ
IDE および SCSI 光学ドライブをサポート。

CD-ROM および DVD-ROM ドライブをサポート。

ISO ディスク イメージ ファイルをサポート。

フロッピー ドライブ

仮想マシンをホストのディスク 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。

LAN
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。

ホスト OS
VMware Workstation は、Windows と Linux のホスト OS で利用できます。VMware 
ACE 機能は、Windows ホスト上で実行される Workstation のバージョンにのみ含まれ
ています。
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ホスト OS のサポートおよび既知の問題については、当社 Web サイトの [ サポート ] 
をクリックしてください。[ ドキュメント ] の下の [ 互換性ガイド ( 英語 )] リンクをク
リックします。

Workstation のヘルプ システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。

仮想マシンの仕様
次のセクションでは、Workstation の仮想マシンでサポートされるデバイスについて
説明しています。

プロセッサ
ホスト コンピュータと同じプロセッサ。

1 つ以上の論理プロセッサを備えるホスト上では 1 つの仮想プロセッサ。

2 つ以上の論理プロセッサを備えるホスト上では最大で 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、または仮想 SMP）

次のホストは 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。

「8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（P.378）」を参照してください。

チップ セット
Intel 440BX 搭載マザーボード 

NS338 SIO

82093AA IOAPIC

BIOS
VESA BIOS をサポートする Phoenix BIOS 4.0 Release 6 
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メモリ
単一のホスト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 サイズだけです。

各仮想マシンの最大メモリ容量は、32 ビット ホストの場合 8GB、64 ビット ホストの
場合 32GB です。32 ビット ホストでは、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 Workstation で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。

グラフィックス
VGA と SVGA がサポートされます。

IDE ドライブ
最大 4 つのデバイス（ディスク、CD-ROM、または DVD-ROM）。DVD ドライブを
使った DVD-ROM ディスクのデータの読み取りは可能ですが、DVD ビデオはサ
ポートされていません。

ハード ディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可。

最大 2TB の IDE 仮想ディスク。

CD-ROM は、物理デバイスでも ISO イメージ ファイルでも可。

SCSI デバイス
最大 60 個のデバイス。

最大 2TB の SCSI 仮想ディスク。

ハード ディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可。

汎用 SCSI がサポートされるようになったため、デバイスを利用する場合にホス
ト OS のドライバが不要となりました。スキャナ、CD-ROM、DVD-ROM、テープ
ドライブ、およびその他の SCSI デバイスと動作。

LSI Logic LSI53C10xx Ultra320 SCSI I/O コントローラ。

Mylex（BusLogic）BT-958 互換のホスト バス アダプタ（Windows XP および 
Windows Server 2003 では、VMware が提供するアドオン ドライバが必要となり
ます）。
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フロッピー ドライブ
最大 2 つの 2.88MB フロッピー デバイス。

物理ドライブまたはフロッピー イメージ ファイル。

シリアル（COM）ポート
最大 4 つのシリアル（COM）ポート。

シリアル ポート、Windows/Linux ファイル、または名前付きパイプに出力。

パラレル（LPT）ポート
最大 3 つの双方向パラレル（LPT）ポート。

パラレル ポートまたはホスト OS のシステム ファイルに出力。

USB ポート
USB 1.1 UHCI（Universal Host Controller Interface）コントローラ。

USB 2.0 EHCI（Enhanced Host Controller Interface）コントローラ（仮想マシン設
定エディタを使用して USB 2.0 のサポートを有効にします。詳細については、

「仮想マシンの USB 2.0 コントローラの有効化（P.363）」を参照してください）。

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デバイス、および Web カメラ、スピー
カ、マイクロホンなどのストリーミング デバイスをサポート。

キーボード
104 キー Windows 95/98 拡張キーボード。

マウスおよび描画タブレット
PS/2 および USB マウス。

シリアル タブレットをサポート。

USB タブレットをサポート。
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イーサネット カード
最大 10 枚の仮想イーサネット カード。

AMD PCnet-PCI II 対応。

64 ビット ゲストについては、Intel PRO/1000 MT サーバ アダプタ互換。

サウンド
サウンド入出力。

Creative Labs Sound Blaster AudioPCI のエミュレーション（MIDI 入力またはゲー
ム ポート コントローラ / ジョイスティックはサポートされていません）。

仮想ネットワーキング
Microsoft Windows ホスト OS の場合、10 個の仮想イーサネット スイッチをサ
ポート。Linux ホストの場合は 255 個の仮想イーサネット スイッチをサポート。
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。

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。

NAT での PPTP の VPN サポートを含む、組み込みの NAT による 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のサポート。

サポートされるゲスト OS 
VMware Workstation は Windows、Linux、およびその他の広く利用されているゲスト 
OS をサポートします。ゲスト OS のサポートおよび既知の問題については、当社 
Web サイトの [ サポート ] をクリックしてください。[ ドキュメント ] の下の [ 互換性
ガイド ( 英語 )] リンクをクリックします。

『VMware ゲスト OS インストール ガイド』では、一般的なゲスト OS のインストール
についても解説しています。

64 ビット ゲスト OS のサポート
Workstation は、サポートされた 64 ビット プロセッサを備えたホスト マシン上での
み 64 ビット ゲスト OS の仮想マシンをサポートしています。64 ビット ゲスト OS の
仮想マシンをパワーオンすると、Workstation が内部確認を行います。ホスト CPU が
サポートされていない 64 ビット プロセッサの場合、仮想マシンをパワーオンするこ
とはできません。
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Workstation は、次のプロセッサを備えるホスト マシン上で実行される 64 ビット ゲ
スト OS の仮想マシンをサポートしています。

大部分の AMD64 プロセッサ（C Opteron プロセッサの最初期リビジョンを除く）

EM64T および Intel Virtualization Technology（インテル バーチャライゼーション 
テクノロジー）を実装する Intel Pentium 4、Core 2、および Core i7 プロセッサ

さらに、VMware が提供する独立したユーティリティを利用することで、Workstation 
を使用せずに、ホスト CPU が 64 ビット ゲスト OS の Workstation 仮想マシンに対応す
るかを確認することができます。64 ビット プロセッサの確認ユーティリティは、当
社 Web サイトのダウンロード エリアからダウンロードしてください。

Workstation 5.5 以降で作成された 64 ビット オペレーティング システムの仮想マシン
は、Workstation 5.0 以前のバージョンでパワーオンまたはレジュームすることはでき
ません。
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この章では、Linux や Windows のホストに Workstation をインストールする手順につ
いて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

インストールの前提条件（P.33）
他の VMware 製品との Workstation ホストの共有（P.35）
Windows ホストへの Workstation のインストール（P.35）
Linux ホストへの Workstation のインストール（P.39）
アップグレードを開始する前に（P.43）
Windows ホスト上での Workstation のアップグレード（P.44）
Linux ホスト上での Workstation のアップグレード（P.47）

インストールの前提条件
VMware Workstation のインストールは、通常は標準的なインストール ウィザードを
使用して簡単な操作で実行できます。

インストール プログラムを実行する前に、次の事項を確認してください。

互換性のあるホスト　コンピュータおよびホスト OS が Workstation を実行する
ためのシステム要件を満たしていることを確認します。「ホストのシステム要件

（P.25）」を参照してください。

VMware Workstation の
インストールとアップグレード 2
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Workstation のインストール ソフトウェア　Workstation のパッケージ ボックス
を使用する場合は、パッケージ内のインストール メディアにインストール ソフ
トウェアが含まれています。ダウンロード版を使用する場合は、ダウンロードし
たファイルにインストール ソフトウェアが含まれます。

Workstation は、ホスト コンピュータが Windows でも Linux でもご利用になれま
す。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。

Workstation または VMware ACE のライセンス キー　ライセンス キーは、パッ
ケージの登録カードに記載されています。ダウンロード版の Workstation または 
VMware ACE を購入された場合、ライセンス キーは電子メールで送信されます。

Windows または Linux バージョンで Workstation 7.0 以降のライセンス キーを使
用できます。ホスト システムごとにライセンスが 1 つ必要です。

当社 Web サイトからライセンスを購入するには、[ ヘルプ ] メニューの [ ライセ
ンス キーの入力 ] オプションを選択し、VMware Workstation の [ アクティベー
ション ] ダイアログ ボックスの手順に従ってください。このサイトでは、30 日
の無料評価版をダウンロードすることも可能です。評価版のライセンスを入手し
た場合は、VMware Workstation の [ アクティベーション ] ダイアログ ボックスで
ライセンスのステータスを確認できます。詳細については、当社 Web サイトを
参照してください。

インストール時に Workstation のライセンス キーを入力しなかった場合は、[ ヘ
ルプ ] メニューの [ ライセンス キーの入力 ] オプションを選択します。ライセン
スが無効な場合は、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。

ゲスト OS　Workstation をインストールした後、オペレーティング システムの
インストール CD、DVD、または ISO イメージ ファイルを使用して、仮想マシン
にゲストをセットアップする必要があります。

（オプション）Eclipse または Microsoft Visual Studio　Workstation に組み込まれ
ている Integrated Virtual Debugger for Eclipse プラグ インまたは Integrated Virtual 
Debugger for Visual Studio プラグ インをインストールするには、Workstation の
インストーラを実行する前に、Eclipse または Visual Studio をホストにインス
トールする必要があります。Workstation のインストール後にこれらのプログラ
ムをインストールする場合は、Workstation のインストーラを再び実行し、[ 変
更 ] オプションを選択してプラグ インをインストールします。

Visual Studio および Eclipse のサポート対象バージョンの詳細については、当社 
Web サイトで次のガイドを参照してください。

『Integrated Virtual Debugger for Eclipse Developer's Guide』

『Integrated Virtual Debugger for Visual Studio Developer's Guide』
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他の VMware 製品との Workstation ホストの共有
VMware Player、VMware Server、VMware Virtual Machine Console などの他の VMware 
製品がインストールされているホスト マシンに、VMware Workstation をインストー
ルすることはできません。Workstation とホスト マシンを共有できる VMware 製品は、
VMware VirtualCenter クライアント ソフトウェアと VMware Converter のみです。他
の VMware 製品がインストールされているホスト マシンに VMware Workstation をイ
ンストールする場合は、その製品をまずアンインストールする必要があります。

上記の前提条件を確認した上で Workstation のホストとして使用するコンピュータを
決定したら、次の該当するプラットフォーム固有のトピックを参照してインストール
を行ってください。

Windows ホストへの Workstation のインストール
始める前に、「インストールの前提条件（P.33）」に一覧されているアイテムが手元に
あることを確認してください。インストール後にライセンス キーを入力することも
可能ですが、VMware ではインストール時に入力することをお勧めします。

このトピックでは、インストール ウィザードを使用して Workstation をインストール
する方法について説明します。コマンドライン インターフェイスから多数のコン
ピュータにサイレント インストールを実行する場合は、「Workstation のサイレント 
インストール（P.37）」を参照してください。

Workstation を Windows ホストにインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Administrator ユーザーまたは Windows Administrators グループのメンバーとし
て、Microsoft Windows ホストにログインします。

ローカルの Administrator としてログインします（ドメイン アカウントもローカ
ルの Administrator でない場合は、ドメインにログインしないでください）。

Workstation のインストールは Administrator として行う必要がありますが、イン
ストール終了後は管理者権限を持たないユーザーでプログラムを実行できます。

2 [ スタート ] メニューから [ ファイル名を指定して実行 ] を選択して、CD/DVD ド
ライブまたはダウンロードしたインストーラ ファイルのパスを指定します。

インストール メディアからインストールしている場合は、「D:¥setup.exe」
と入力します。D: の個所には CD/DVD ドライブに相当するドライブ名を入
力します。
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ダウンロードしたファイルを使用してインストールしている場合は、ダウン
ロードしたインストーラ ファイルの保存先ディレクトリからインストーラ
を実行します。

インストーラには、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。

Windows Vista および Windows 7 では、[ ユーザー アカウント制御 ] ダイアログ 
ボックスでインストーラを実行するための許可を求められるので、[ 続行 ] をク
リックします。

以前のバージョンの Workstation がシステムにインストールされている場合、
インストーラはそのバージョンを削除してから、新しいバージョンをインストー
ルします。アンインストールが完了した後、インストーラによって新バージョン
のインストールが開始される前に、コンピュータの再起動を求めるプロンプトが
表示されることがあります。

3 ウィザードが起動して必要な領域の計算が終了したら、[ 次へ ] をクリックし
ます。

4 該当する Workstation IDE プラグ インをインストールしない場合や、通常とは異
なる場所に Eclipse や Visual Studio をインストールしてある場合以外は、[ セット
アップ タイプ ] ページで [ 標準 ] を選択します。

Visual Studio または Eclipse をインストール済みの場合は、統合仮想デバッガが
インストールされます。プラグ インのインストールをしない場合は、[ カスタム ] 
セットアップを選択して、このコンポーネントをインストールしないことを選択
します。

[ カスタム ] を選択した場合は、[ スペース ] ボタンを使用すると、各コンポーネ
ントのインストールに必要なディスク領域を確認できます。リスト内の各種アイ
コンについての説明は、[ ヘルプ ] をクリックして確認できます。

5 （オプション）[ インストール先フォルダ ] ページ（標準セットアップの場合）、
または [ カスタム セットアップ ] ページ（カスタム セットアップの場合）で、表
示されたディレクトリに Workstation をインストールしない場合は、[ 変更 ] をク
リックして別のディレクトリを指定します。

指定したディレクトリが存在しない場合は、新規に作成されます。Workstation 
をネットワーク ドライブにインストールすることはできません。

6 （オプション）起動時に製品の更新を確認する を選択または選択解除して、
Workstation の起動時に製品のアップデートを確認するかどうかを指定できます。

製品のアップデートには、Workstation の新しいリリースも含まれます。

最新のソフトウェア更新を提供するために収集される情報の詳細を確認するに
は、詳しい情報をクリックします。
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7 （オプション）製品のアップデートの設定を変更するには、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - 
[ アップデート ] タブを選択します。

8 （オプション）製品の改善のために VMware が匿名のシステム データおよび使用
状況の統計を収集してもよいかどうかを確認します。

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。

VMware が収集する情報の詳細を確認するには 詳しい情報をクリックします。

9 （オプション）ユーザー エクスペリエンス改善プログラムの設定を変更するに
は、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ フィードバック ] タブを選択します。

10 ウィザードのプロンプトに従って、インストールを完了します。

コンピュータの再起動を促すプロンプトが表示される場合があります。再起動すると
きは、管理者権限を持つユーザーとしてログインする必要はありません。

Workstation のサイレント インストール
Workstation を複数の Windows ホスト コンピュータにインストールし、ウィザード
のプロンプトに応答したくない場合は、Microsoft Windows Installer（MSI）のサイレ
ント インストール機能を利用できます。これは、大規模な組織でインストールを実
施する場合などに有用です。

始める前に、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。インストーラのこのバージョンは Windows XP 以降の 
Windows のバージョンに組み込まれています。またこのインストーラを Microsoft 社
から入手することもできます。Microsoft Windows Installer の使用方法の詳細は、
Microsoft 社の Web サイトをご覧ください。

Workstation のサイレント インストールを実行するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 コマンド プロンプトを開き、次のコマンドを入力して VMware Workstation イン
ストーラから管理用インストール イメージを取得します。

setup.exe /s /e <install_temp_path>

setup.exe は、インストール メディア上のインストーラの名前です。ダウン
ロードしたインストーラを使用している場合は、ファイルには 
VMwareWorkstation-<xxxx>.exe のような名前が付いています。<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。

<install_temp_path> には、管理用インストール イメージの保存先フォルダの
フル パスを入力してください。
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2 次のコマンドを 1 行で入力し、msiexec および前のステップで取得した管理用イ
ンストール イメージを使用して、サイレント インストールを実行します。

msiexec -i "<install_temp_path>¥VMware Workstation.msi" 
[INSTALLDIR="<path_to_program_directory>"] ADDLOCAL=ALL 
[REMOVE=<feature_name,feature_name>] /qn

Workstation をデフォルト以外の場所にインストールする場合は、INSTALLDIR= 
の後のパスを任意の場所に変更してください。

必要に応じて、REMOVE=<プロパティ > を使用すると、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 > 設定には、表 2-1 に一覧されている
値の中からいずれか 1 つ、または複数を指定できます。

1 つ以上の値を指定する場合は、次の例に示すように、コンマを使用して値を区
切ります。REMOVE=Authd,NAT

REMOVE=Network を指定すると、NAT や DHCP などの特定のネットワーク コン
ポーネントのインストールが省略されます。DHCP や NAT を個別に指定する必要
はありません。

表 2-2 で示されているインストール プロパティを <プロパティ >="<値 >" とい
う形式でコマンドに追加すると、インストールをさらにカスタマイズできます。
値 1 は True を意味します。値 0 は False を意味します。ライセンス キーのプロパ
ティを使用する場合は、ライセンス キーにハイフンを含めて入力してください

（xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx）。
 

表2-1  REMOVE プロパティに使用できる値

値 説明

Authd VMware 認証サービス。ユーザーが Administrator として Workstation を実行
していない場合に、タスクを実行するために使用されます。

Network 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。

DHCP 仮想 DHCP サーバ。

NAT 仮想 NAT デバイス。

表2-2  プロパティの値

プロパティ プロパティ作用 デフォルト値

DESKTOP_SHORTCUT デスクトップにショートカットをインストー
ルします。

1

DISABLE_AUTORUN ホストで CD の自動再生機能を無効にします。 1
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Windows ホストからの Workstation のアンインストール
Workstation をアンインストールするには、Windows コントロール パネルを使用しま
す。仮想マシンは削除されませんが、仮想ネットワークの設定は削除されます。ま
た、Workstation のライセンスおよび環境設定はアンインストールされる場合があり
ます。

Workstation を Windows ホストからアンインストールするには、次の手順に従って
ください。

次のいずれかを実行します。

Windows 7 ホストの場合は、[ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ プログラム ] - 
[ プログラムのアンインストール ] の順に移動して、[VMware Workstation] をアン
インストールします。

Windows Vista ホストの場合は、[ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ プログラム
と機能 ] - [ プログラムのアンインストール ] の順に移動して、[VMware 
Workstation] をアンインストールします。

その他の Windows ホストの場合は、[ コントロール パネル ] の [ プログラムの追加
と削除 ] の項目から [VMware Workstation] を削除します。

Linux ホストへの Workstation のインストール
インストールを開始する前に、次の事項を確認してホスト システムを調整してくだ
さい。

「インストールの前提条件（P.33）」に一覧されているアイテムが手元にあること
を確認します。

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

REMOVE_LICENSE （アンインストールの場合のみ）保存されてい
るライセンスを、アンインストール時にすべ
て削除します。

0

SERIALNUMBER ライセンス キーを入力します。

表2-2  プロパティの値（続き）

プロパティ プロパティ作用 デフォルト値

manual_ws71.book  Page 39  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

40 VMware, Inc.

Linux システム向けの Workstation では、パラレル ポートが PC-style hardware オ
プション（CONFIG_PARPORT_PC）でビルドされ、カーネル モジュールとして
ロードされる（カーネルのコンパイル時に m に設定される）必要があります。

Workstation のヘルプ システムは、ホスト コンピュータに Web ブラウザがイン
ストールされていなければ使用できません。

ここでは、Workstation メディア キットに含まれているインストール メディアからの
インストールについて説明します。ソフトウェアをダウンロードした場合も同じ手順
を実行しますが、インストール メディアの Linux ディレクトリからではなく、ダウ
ンロードしたインストーラ ファイルが保存されているディレクトリから始めてくだ
さい。

バンドル インストーラを使用すると、GUI ベースのインストーラを使用して 1 手順で 
Workstation をインストールできます。また、端末で --console オプションを使用し
てインストーラを実行することも可能です。

VMware-Workstation-<xxxx-xxxx>.<architecture>.bundle は、インストーラ 
ファイルの名前です。名前の <xxxx-xxxx> は、バージョン番号とビルド番号を表し
ます。<architecture> には i386 または x86_64 を指定します。

Linux ホストで Workstation をインストールするには、次の手順に従ってください。

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

2 インストールの初期操作を実行するために、ターミナル ウィンドウで root にな
ります。

su または sudo

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 ダウンロードしたファイルでなく、インストール メディアからインストールし
ている場合は、Workstation のインストール メディアをマウントします。

4 インストーラ ファイルがあるディレクトリに移動して、次のコマンドを実行し
ます。

sh VMware-Workstation-<xxxx-xxxx>.<architecture>.bundle

Workstation のインストール メディアを使用している場合、このファイルは 
Linux ディレクトリにあります。

注意   Red Hat Enterprise Linux 5.1 ホストでは、また他の一部の Linux ディストリ
ビューションでも場合によっては、バンドル ベースのインストーラによって GUI 
ウィザードではなくコマンドライン ウィザードが起動されます。
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5 VIX EULA に同意して続行します。

6 （オプション）--console オプションを使用している場合、または GUI インス
トールをサポートしないホストを実行している場合は、次のいずれかを行い
ます。

VIX EULA までスクロールするには、スペースバーを押します。EULA の最後
で、[Do you agree?[yes/no]] というプロンプトが表示されます。

VIX EULA を終了するには、[q] を押します。[Do you agree?[yes/no]] という
プロンプトが表示されます。

7 （オプション）[Yes] または [No] のいずれかを選択して、Workstation の起動時に 
Workstation が製品のアップデートを確認するかどうかを指定します。

製品のアップデートには、Workstation の新しいリリースも含まれます。

製品のアップデートを提供するために収集される情報の詳細を確認するには、
詳しい情報をクリックします。

8 （オプション）製品のアップデートの設定を変更するには、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - 
[ アップデート ] タブを選択します。

9 （オプション）製品の改善のために VMware が匿名のシステム データおよび使用
状況の統計を収集してもよいかどうかを確認します。

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。

VMware が収集する情報の詳細を確認するには 詳しい情報をクリックします。

10 （オプション）ユーザー エクスペリエンス改善プログラムの設定を変更するに
は、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ フィードバック ] タブを選択します。

11 （オプション）Eclipse がインストールされている場合は、Integrated Virtual 
Debugger for Eclipse のディレクトリ パスを入力します。

12 [Yes] または [No] を選択して、Eclipse C/C++ のデバッグ プラグインをインストー
ルするかどうかを確認します。

13 一部の Linux ディストリビューションでは、インストーラでファイル記述子が不
十分であると検出された場合に、インストーラ ページで開いているファイルに
対するハード制限を更新できます。

開いているファイルに対するハード制限が 1024 以下の場合は、多数のスナップ
ショットを使用すると、仮想マシンに障害が発生する可能性があります。

14 [ インストール ] をクリックします。

「Linux ホストでの Workstation の起動（P.50）」を参照してください。
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コマンドライン インストール オプションの使用 
コマンドライン インストール オプションを使用して、Workstation を Linux ホストに
インストールすることもできます。この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 プロセスが終了したら、root アカウントか
らログアウトします。

一般的なコマンドライン インストール オプションは次のとおりです。

--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。

--console　インストールに端末を使用できます。

--custom　インストールの質問をすべて表示します。インストール ディレクト
リをカスタマイズしたり、Eclipse ディレクトリを設定またはリセットしたり、
開いているファイル記述子の数にハード制限を設定したりすることができます。

--regular　以前に回答していないインストールの質問や、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　EULA のみを表示し、Workstation のインストールに進みます。

--ignore-errors または -I　インストーラ スクリプトのいずれかでエラーが発
生した場合でも、インストールを続行できます。ただし、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。 

Linux ホストからの Workstation のアンインストール
Workstation 7.x をアンインストールしても、製品のライセンス、環境設定、および仮
想マシンは削除されません。構成を削除するか、または保存するかどうかを確認する
確認ダイアログ ボックスが表示されます。

Workstation を Linux ホストからアンインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

バンドル インストーラを使用した場合は、次のコマンドを入力します。

vmware-installer -u vmware-workstation

[Yes] または [No] を選択して、構成ファイルを削除するか、または保存するかを
確認します。
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RPM インストーラを使用して Workstation 4、5.x、および 6.x をインストールした
場合は、次のコマンドを入力します。

rpm -qa | grep VM 

VMware Workstation 製品インストーラの名前が表示されます。

rpm -e <VMware_Workstation_ product_ installer_name>

アップグレードを開始する前に
新しいバージョンの Workstation をインストールすると、以前のバージョンはアンイ
ンストールされますが、設定した環境設定、ライセンス ファイル、および仮想マシ
ンは削除されません。古いバージョンの Workstation で作成された仮想マシンは削除
されませんが、アップグレードの準備段階でバックアップ コピーを作成することを
お勧めします。

アップグレードの前に、次のタスクを済ませておくことをお勧めします。

すべての仮想マシンが Workstation 4、5.x、または 6.x の仮想マシンであることを
確認します。Workstation 6.x および 7.x では、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。

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、アップグレード前に、ス
ナップショットを削除してください。「スナップショットまたは記録の削除

（P.220）」を参照してください。

Workstation 4、5.x、または 6.x からのアップグレードでは、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ブリッジ（マップ）してある場合は、
使用した設定を控えておきます。

通常、Workstation 7.x へのアップグレードではネットワークの設定が維持されま
すが、Workstation 4、5.x、または 6.x で作成したブリッジの設定は維持できま
せん。

仮想マシンがサスペンド状態になっている場合は、レジュームしてからゲスト 
OS をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

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 で起動
してパワーオフします。「バックグラウンドで実行している仮想マシンの起動

（P.153）」を参照してください。
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仮想マシン ディレクトリの全ファイルのバックアップ コピーを作成して、仮想
マシンをバックアップします。

これには、.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 7.x と旧バージョンの Workstation の両方で仮想マシンを実行できな
いことがあります。

実行中のすべての仮想マシンをパワーオフします。

この状態では、次のいずれかのプラットフォーム固有タスクを実行して、
Workstation をインストールできます。

「Windows ホスト上での Workstation のアップグレード（P.44）」

「Linux ホスト上での Workstation のアップグレード（P.47）」

Windows ホスト上での Workstation のアップグレード 
VMware Workstation 7.x のインストール プログラムを実行することで、
Workstation 4、5.x、または 6.x から Workstation 7.x にアップグレードできます。

作業を開始する前に、Workstation 7.x のライセンス キーが手元にあることを確認して
ください。また、「アップグレードを開始する前に（P.43）」で説明されているタスク
を実行します。

Workstation をアップグレードし、ホスト OS を Windows Vista および Windows 7 に
アップグレードするには、「Windows Vista および Windows 7 ホストへのアップグ
レード（P.45）」を参照してください。

Windows ホストで Workstation をアップグレードするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Administrator ユーザーまたは Windows Administrators グループのメンバーとし
て、Microsoft Windows ホストにログインします。

2 ダウンロード ディレクトリまたは CD/DVD ドライブから Workstation 7.x のイン
ストーラを起動します。

Workstation は、以前のバージョンを自動的にアンインストールしますが、個別
の仮想ネットワークを特定の物理または仮想アダプタにマップするために使用さ
れているブリッジ設定を除く、すべてのネットワーク設定を保存します。

3 再起動を促すプロンプトが表示されたら再起動し、Administrator または 
Administrators グループのメンバーとして再びログインします。

4 インストール ウィザードのプロンプトに従って、インストールを完了します。
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5 コンピュータ再起動のプロンプトが表示された場合は、再起動します。

Workstation のインストール後は、Administrator としてではなく通常の方法でロ
グインできます。

6 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なおします。

通常、Workstation 7.x へのアップグレードではネットワークの設定が維持されま
すが、Workstation 4、5.x、または 6.x で作成したマッピングは維持できません。

Workstation 7.x を使用して仮想マシンをアップグレードする方法については、「仮想
マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。

Windows Vista および Windows 7 ホストへのアップグレード 
ここでは、Windows Vista および Windows 7 に関連するさまざまなアップグレードの
シナリオにおける手順を説明します。

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、レジストリを使用し、次のパスを使って仮想マシンを新しい場所にマッ
プします。

Windows XP では、アップグレード前の仮想マシンのデフォルトの場所は
C:¥Documents and Settings¥<username>¥My Documents¥My Virtual 
Machines です。

Windows Vista および Windows 7 では、アップグレード後の仮想マシンのデフォ
ルトの場所は C:¥Users¥<username>¥Documents¥Virtual 
Machines¥<guestOSname> です。

アップグレードが完了した後で、Workstation の [ お気に入り ] リストが正常に動作し
ない場合は、仮想マシンをいったん削除してから再び追加してください。
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Windows XP 上の Workstation 5.x から Windows Vista または Windows 7 上
の Workstation 7.x へのアップグレード

アップグレードの一部として Workstation 5.x アプリケーションをアンインストールす
る必要がありますが、Workstation 5.x 仮想マシンを削除する必要はありません。

Windows XP 上の Workstation 5.x から Windows Vista または Windows 7 上の 
Workstation 7.x にアップグレードするには、次の手順に従ってください。

1 Windows XP ホスト上でコントロール パネルの [ プログラムの追加と削除 ] を使
用して、Workstation 5.x を削除します。

2 Microsoft のドキュメントの指示に従って、オペレーティング システムを 
Windows Vista または Windows 7 にアップグレードします。

3 Workstation 7.x をインストールします。

4 （オプション）仮想マシンをアップグレードするには、Workstation 7.x でバー
ジョン変更ウィザードを使用します。

「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。

Windows Vista 上の Workstation 5.x から Windows Vista 上の 
Workstation 7.x へのアップグレード

Workstation 5.x は Windows Vista では試験的にのみサポートされていたので、
Workstation 7.x をインストールする前に Workstation 5.x を手動でアンインストールす
ることをお勧めします。

アップグレードの一部として Workstation 5.x アプリケーションをアンインストールす
る必要がありますが、Workstation 5.x 仮想マシンを削除する必要はありません。

Windows Vista 上の Workstation 5.x から Windows Vista 上の Workstation 7.x にアップ
グレードするには、次の手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ 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 ] を選択します。

2 [VMware Workstation] を選択して、[ アンインストール ] をクリックします。

3 Workstation 7.x をインストールします。

「Windows ホストへの Workstation のインストール（P.35）」を参照してくだ
さい。

4 （オプション）仮想マシンをアップグレードするには、Workstation 7.x でバー
ジョン変更ウィザードを使用します。

「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。
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Windows XP 上の Workstation 6.x から Windows Vista または Windows 7 上
の Workstation 7.x へのアップグレード

アップグレードを開始する前に、Windows XP に Service Pack 2 が適用されていること
を確認してください。

Windows XP 上の Workstation 6.x から Windows Vista または Windows 7 上の 
Workstation 7.x にアップグレードするには、次の手順に従ってください。

1 Administrator ユーザーまたは Windows Administrators グループのメンバーとし
てログインします。

2 Workstation が実行されていないこと、およびバックグラウンドで仮想マシンが
稼動していないことを確認します。

3 Microsoft のドキュメントの指示に従って、ホスト OS を Windows Vista および 
Windows 7 にアップグレードします。

4 Workstation 7.x インストーラを実行します。

5 （オプション）仮想マシンをアップグレードするには、Workstation 7.x でバー
ジョン変更ウィザードを使用します。

「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。

Linux ホスト上での Workstation のアップグレード
VMware Workstation 7.x のインストール プログラムを実行することで、
Workstation 4、5.x、または 6.x からバージョン 7.x にアップグレードできます。

始める前に、次の操作を実行してください。

Workstation 7.x のライセンス キーが手元にあることを確認してください。インス
トールの完了後、仮想マシンを初めてパワーオンする際に、ライセンス キーを
入力するためのプロンプトが表示されます。また、「アップグレードを開始する
前に（P.43）」で説明されているタスクを実行します。

前回のインストールを RPM インストーラによって実行していて、Workstation 7.x 
をインストールする場合、古いバージョンの Workstation は手動でアンインス
トールします。Workstation を手動でアンインストールする方法については、

「Linux ホストからの Workstation のアンインストール（P.42）」を参照してくだ
さい。

現在 Workstation 4、5.x、または 6.x がシステムにインストールされている場合、最新
バージョンの Workstation がインストールされる前に、古いバージョンは自動的にア
ンインストールされます。Workstation 7.x は、個別の仮想ネットワークを特定の物理
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または仮想アダプタにマップするために使用されているブリッジ設定を除くネット
ワーク設定を保存します。

Linux ホストで Workstation をアップグレードするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 新規インストールの場合と同じように、Workstation バンドル インストーラを実
行します。

2 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なおします。

通常、Workstation 7.x へのアップグレードではネットワークの設定が維持されま
すが、Workstation 4、5.x、または 6.x で作成したマッピングは維持できません。

3 （オプション）仮想マシンをアップグレードするには、Workstation 7.x でバー
ジョン変更ウィザードを使用します。

「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。

注意   Workstation 5.x 以降、インストールの間に Samba は自動的に構成されなくなり
ました。
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この章では、Workstation プログラムの起動手順について説明し、さらに VMware 
Workstation ウィンドウの概要について説明します。この章では、次のトピックにつ
いて説明します。

Windows ホストでの Workstation の起動（P.49）
Linux ホストでの Workstation の起動（P.50）
Workstation ウィンドウの概要（P.50）
製品アップデートの確認（P.62）
簡単な仮想マシンの作成およびオペレーティング システムのインス
トール（P.62）
Workstation の環境設定の概要（P.64）
仮想マシン設定の概要（P.66）
仮想マシンを閉じる /Workstation を終了する（P.68）
キーボード ショートカット（P.70）
VMware テクニカル サポート用の情報の収集（P.72）

Windows ホストでの Workstation の起動
インストール時に選択したオプションに応じて、デスクトップ ショートカット、[ ス
タート ] メニュー項目、クイック起動ショートカット、またはこれを組み合わせて 
Workstation を起動できます。

Workstation の基本操作 3
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Windows ホストで Workstation を開始するには、次の手順に従ってください。

1 [ スタート ] メニューから、[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware 
Workstation] を選択します。

2 Workstation を初めて起動する場合は、使用許諾契約（EULA）を読んで内容を確
認し、同意します。

Linux ホストでの Workstation の起動
Linux ユーザー インターフェイスから Workstation を起動できるかどうかは、Linux 
ディストリビューションに依存します。たとえば、Red Hat Enterprise Linux 5.1 では、
[VMware Workstation] メニュー項目は [ アプリケーション ] - [ システム ツール ] メ
ニューにあります。

また、コマンド ラインからは、いつでも Workstation を起動できます。Workstation 
をインストールするときは root である必要がありますが、Workstation を起動して実
行するときは root でなくてもかまいません。

Linux ホストで Workstation を開始するには、次の手順に従ってください。

1 ターミナル ウィンドウを開きます。

2 次のいずれかを実行します。

/usr/bin がデフォルト パスにある場合は、次のコマンドを入力します。

vmware &

/usr/bin がデフォルト パスにない場合は、次のコマンドを入力します。

/usr/bin/vmware &

3 使用許諾契約書（EULA）を読んで内容を確認し、同意します。

Workstation ウィンドウの概要
Workstation の仮想マシンは、物理コンピュータの画面上で実行される別のコン
ピュータに似ています。しかし、Workstation 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 ウィンドウからは、仮想マシン、お
よび仮想マシン チームにアクセスし、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。
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図3-1  VMware Workstation ウィンドウ

VMware Workstation ウィンドウは次の要素から構成されています。

ホーム ページ、概要、コンソール、またはアプライアンス ビュー　ウィンドウ
の大部分を占め、ここに仮想マシンが表示されます。

タブ　開いている仮想マシンごとにタブが割り当てられます。タブをクリックす
ると、仮想マシンがアクティブになります。タブを閉じるには [ 閉じる ] ボタン
をクリックします。タブを閉じると、その仮想マシンは Workstation の設定に応
じて、パワーオフされるか、バックグランドで引き続き実行されます。

サイド バー　お気に入りの仮想マシンや仮想マシン チームのブックマークを作
成すると、簡単にアクセスできます。また、どの仮想マシンがパワーオン状態で
あるかが分かります。任意の仮想マシンを右クリックして表示されるコンテキス
ト メニューを使用すると、その仮想マシンについてさまざまな操作を実行でき
ます。ACE Management Server 用の追加セクションも、サイド バーに表示され
ます。

ステータス バー　Workstation のメッセージ、および取外し可能デバイスのアイ
コンが表示されます。アイコンをクリックまたは右クリックすると、デバイスの
切断や構成の編集を行うことができます。

メッセージ ログ　選択している仮想マシンのメッセージ ログに未読メッセージ
がないかどうかを表す注意アイコンです。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。メッセージ ログを開くには、アイ
コンを右クリックして [ メッセージ ログを開く ] を選択します。または、メ
ニュー バーから [VM] - [ メッセージ ログ ] を選択します。

,

メニュー
ツール 
バー

サイド 
バー

ステー
タスバー

タブ

ホーム 
ページ、
概要、または
コンソール 
ビュー

メッセージ
ログ
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メッセージには、「フロッピー ドライブに接続できませんでした」や「起動可能
なデバイスが検出されませんでした」といった、仮想マシンについての警告情報
が含まれます。メッセージ ログ内の項目を選択すると、そのメッセージについ
ての詳細な説明が表示されます。

ホームページおよび各種ビュー
Workstation ウィンドウのもっとも大きなセクションには、ホーム ページ、概要
ビュー、コンソール ビュー、またはアプライアンス ビューのいずれかが表示され
ます。

ホーム ページ

[ ホーム ] タブをクリックすると、Workstation のホームページが表示されます。ホー
ムページの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
を開くことができます。

ホームページを閉じるには、Windows ホストの場合はタブの右に表示される [X] を、
または Linux ホストの場合はタブ上に表示される [Ｘ] をクリックします。再びホーム
ページを表示するには、[ 表示 ] - [ ホームタブを表示 ] を選択します。

概要ビュー
パワーオフ状態の仮想マシンまたは仮想マシン チームを選択すると、そのアイテム
について構成情報の概要のみが表示されます。また、サスペンド状態の仮想マシンや
チームの概要も表示されます。ツール バーの [ 概要 ] ボタンをクリックすると、いつ
でも概要ビューで設定を確認できます。

概要ビューは、現在開いている仮想マシンについてのみ表示されます。「仮想マシン
の起動（P.152）」を参照してください。概要ビューやコンソール ビューは、仮想マシ
ンが開いている間は常に表示されます。
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図 3-2 は、概要ビューの一例です。

図3-2  Windows ホスト上での仮想マシンの概要ビュー

[ コマンド ] セクションでは、[VM] メニューで頻繁に使用されるコマンドにアクセス
できます。Windows ホスト上で ACE 対応の仮想マシンを使用する場合は、エンド 
ユーザーにデプロイするためのセキュリティ ポリシーと仮想マシン パッケージを作
成するコマンドや、VMware Player 内で ACE 対応の仮想マシンをプレビューするコマ
ンドも表示されます。

[ デバイス ]、[ オプション ]、および（場合によっては）[ACE] や [ パッケージ ] など
のタブで構成されるセクションでは、構成の設定を簡単に確認できます。タブの項目
をダブルクリックすると、項目の構成パネルが表示され、設定を変更できます。

[ 概要ビュー ] ボタン
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コンソール ビュー

アクティブな仮想マシンのコンソール ビューは、物理コンピュータのモニタ ディス
プレイに似ています。

図3-3  Windows ホストのコンソール ビュー

仮想マシンがアクティブの場合、その仮想マシン名または仮想マシン チーム名がコ
ンソール上部のタブに表示されます。アクティブ仮想マシンまたはチームの切り替え
を行うには、表示させたい仮想マシンまたはチームのタブをクリックしてください。
コンソールのタブは、ウィンドウ モードのほか、クイック切り替えモードでも使用
できます。

アプライアンス ビュー

ブラウザ ベースのコンソールを使用する Web サーバなどのアプライアンスとして仮
想マシンを使用できるようにセットアップする場合は、デフォルトのビューをアプラ
イアンス ビューに指定できます。アプライアンス ビューには、サーバまたはアプラ
イアンスの種類の簡単な説明が表示されます。また、ホスト システム上でブラウザ
を開き、アプライアンスの管理コンソールに接続するためのリンクも表示されます。

アプライアンス ビューは、アプライアンスに指定した仮想マシンについてのみ利用
可能です。「仮想マシンのアプライアンス ビューの構成（P.188）」を参照してくだ
さい。 

[ コンソール ビュー ] ボタン
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複数の仮想マシンを同時に表示

同じチーム内に存在しない複数の仮想マシンを同時に表示するには、複数の 
Workstation ウィンドウを開き、各ウィンドウで仮想マシンを起動します。

単一のコンソール ウィンドウ内で複数の仮想マシンを調整して使用するときは、仮
想マシンのチームを使用します。「チームとチーム内の仮想マシンの概要ビューとコ
ンソール ビュー（P.284）」を参照してください。

ツール バーのボタン
VMware Workstation ウィンドウの上部にあるツール バー領域のボタンを使用すると、
仮想マシンのパワーオン / オフ、Workstation の表示変更、スナップショットの管理、
および仮想マシン アクティビティの記録を行うことができます。

図3-4  Workstation ツール バー

図3-5  [ACE] ツール バー（Windows ホストのみ）

ツール バーのボタンをポイントすると、ツールチップが開き、ボタンの名前が表示
されます。表示されるボタンを変更するときは、「Windows ホストでのツール バーの
カスタマイズ（P.58）」および 「Linux ホストでのツール バーのカスタマイズ（P.57）」
を参照してください。

[ パワー ] ツール バーには、次のボタンがあります。

パワーオフ　物理 PC の電源ボタンと同様に、アクティブな仮想マシンやチーム
をオフにします。Workstation のパワーオフ動作は、ソフト パワーオフ（シャッ
トダウン）またはハード パワーオフ（パワーオフ）に構成可能です。詳細につ
いては、「仮想マシンのシャットダウン（P.155）」または 「チームをパワーオフ
または閉じる（P.282）」を参照してください。

サスペンド　後でレジュームして作業を再開できるように、仮想マシンまたは
チームを停止します。「サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.209）」を参
照してください。

[ パワー ] [ スナップショット ] [ 再生 ] [ 表示 ]
ツール バー ツール バー  ツール バー  ツール バー

[ACE] ツール 
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パワーオンまたはレジューム　選択されたパワーオフ状態の仮想マシンやチーム
をパワーオン、またはサスペンド状態の仮想マシンやチームをレジュームしま
す。「仮想マシンの起動（P.152）」、「チームをパワーオン（P.287）」、および 「サ
スペンドおよびレジューム機能の使用（P.209）」を参照してください。

リセット　物理コンピュータのリセット ボタンと同様に、仮想マシンやチーム
をリセットします。「仮想マシンのパワーオフとリセット オプションの構成

（P.156）」を参照してください。

[ スナップショット ] ツール バーには、次のボタンがあります。

スナップショットの作成　ワープロ文書を保存する場合と同様に、仮想マシンの
状態を保存できます。修正が必要な場合は、[ スナップショットまで戻る ] ボタ
ンを使用して保存時の状態に戻ることができます。「スナップショットの使用方
法（P.211）」を参照してください。

戻す　スナップショットの設定により過去に保存された親の状態の仮想マシンに
戻すことができます。「スナップショットの使用方法（P.211）」を参照してくだ
さい。

スナップショット マネージャ　スナップショット マネージャが開き、仮想マシ
ンの既存のスナップショットの表示、スナップショットの復元、新しいスナップ
ショットの設定、またはスナップショットからのクローン作成を実行できます。

「スナップショット マネージャの概要（P.216）」を参照してください。

[ 表示 ] ツール バーには、次のボタンがあります。

サイド バーの表示/非表示　サイド バーの表示/非表示を切り替えます。「サイド 
バーの表示（P.59）」を参照してください。

クイック切り替え　ホスト モニタで Workstation コンソールを全画面表示しま
す。コンソール タブでは、仮想マシン間およびチーム間を 1 回のクリックで切
り替えることができます。「クイック切り替えモードの使用（P.171）」を参照し
てください。

フル スクリーン　ホスト モニタで仮想マシンを全画面表示します。仮想マシン
の画面はウィンドウ内に表示されなくなります。「フル スクリーン モードの使用

（P.168）」を参照してください。

ユニティ　お気に入りのゲスト アプリケーションをホストのデスクトップに統
合し、ゲスト アプリケーション ウィンドウをホスト アプリケーション ウィンド
ウのように表示します。ただし、色分けされた枠が表示されます。「ユニティ 
モードの使用（P.163）」を参照してください。

概要ビュー　概要ビューを表示します。「概要ビュー（P.52）」を参照してくだ
さい。
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アプライアンス ビュー　アプライアンス ビューを表示します。「アプライアンス 
ビュー（P.54）」を参照してください。

コンソール ビュー　コンソール ビューを表示します。「コンソール ビュー
（P.54）」を参照してください。

[ 再生 ] ツール バーには、次のボタンがあります。

最後の記録を再生　この仮想マシンに対して実行した最後の記録を再生します。

記録　この仮想マシンのアクティビティの記録を開始します。

記録 / 再生機能の詳細については、第 12 章「仮想マシン アクティビティの記録
と再生（P.265）」を参照してください。

Windows ホストのみで使用できる [ACE] ツール バーには、次のボタンがあります。

ポリシーの編集　ポリシー エディタを開きます。

デプロイメント設定の編集　デプロイメント設定エディタを開きます。

新規パッケージの作成　新規パッケージ ウィザードを開きます。

Pocket ACE パッケージの作成　Pocket ACE パッケージ ウィザードを開きます。

Player でプレビュー　ユーザーのマシン上で実行する場合と同じように、ACE イ
ンスタンスを実行できます。プレビュー モードを使って、変更したポリシーに
よってユーザーのマシンにどのような影響があるかを見ることもできます。

第 18 章「VMware ACE の基本操作（P.395）」を参照してください。

Linux ホストでのツール バーのカスタマイズ
ツール バー ボタンの追加、削除、並べ替えによって、Workstation のツール バーをカ
スタマイズできます。Linux ホストでは、すべてのボタンが 1 つのツール バーに含ま
れています。

Linux ホストでツール バーをカスタマイズするには、次の手順に従ってください。

1 ツール バーの右端を右クリックして [ ツール バー ] メニューを表示します。

2 [ パワー ]、[ スナップショット ]、[ 表示 ]、または [ 再生 ] をクリックして、対応
するツール バーを追加または削除します。

ツール バーの名前にチェックマークが付くと、対応するボタンがインターフェ
イスに表示されます。

3 メニューの [ デスクトップ スタイル ] 部分で、ツール バー ボタンの表示スタイル
を選択します。
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Windows ホストでのツール バーのカスタマイズ

ツール バー ボタンの追加、削除、並べ替えによって、Workstation のツール バーをカ
スタマイズできます。

Windows ホストでツール バーをカスタマイズするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ツール バーの領域内を右クリックして、[ ツール バー ] メニューを表示します。

2 [ パワー ]、[ スナップショット ]、[ACE]、[ 表示 ]、または [ 再生 ] をクリックし
て、対応するツール バーを追加または削除します。

選択したアイテムにチェックマークが付くと、該当するツール バーがインター
フェイスに表示されます。

ツール バーに表示されるボタンや表示順序を変更するには、ツール バーを表示
して次の手順に従って操作します。

3 [ パワー ]、[ スナップショット ]、[ACE]、[ 表示 ]、または [ 再生 ] ツール バーを
右クリックして、[ ツール バーのカスタマイズ ] ダイアログ ボックスを開き
ます。

[ 現在のツール バー ボタン ] にあるボタンが、[ ツール バーのカスタマイズ ] ダ
イアログ ボックスに表示されている順序でツール バーに表示されます。

4 次のいずれかを実行します。

ツール バーからボタンを追加または削除するには、ボタンを選択して [追加 ] 
または [ 削除 ] をクリックします。区切りを追加するとボタンの間に線が表
示されます。

ボタンの順番を変更するには、[ 現在のツール バー ボタン ] から任意のボタ
ンを選択し、[ 上へ ] または [ 下へ ] をクリックします。

[ ツール バーのカスタマイズ ] ウィンドウを開かずに、現在表示されているボ
タンの順序を変更するには、Shift キーを押しながらボタンをドラッグして、
ツール バーの別の位置に移動します。

デフォルト設定（すべてのボタンを表示）に戻すには、[ リセット ] をクリッ
クします。

5 [ 閉じる ] をクリックします。
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サイド バーの表示
サイド バーにはお気に入りのリストが表示され、パワーオン状態の仮想マシンや仮
想マシン チームが示されます。Windows ホストでは、ACE Management Server 用の
追加セクションもサイド バーに表示されます。詳細については、『VMware ACE 
Management Server 管理者マニュアル』を参照してください。

サイド バーを表示するには、次の手順に従ってください。

[ 表示 ] - [ サイド バー ] を選択します。

サイド バーが非表示になっていた場合は、表示されます。表示されていた場合は、
非表示になります。

サイド バーの [ お気に入り ] リスト
[ お気に入り ] リストを使用すると、使用頻度の高いアイテムを整理してアクセスでき
ます。

[ お気に入り ] リストは、次のような便利な機能を提供します。

迅速なアクセス　使用頻度の高いアイテムに即座にアクセスできます。仮想マシ
ンやチームを [ お気に入り ] リストに追加することにより、ホスト ファイル シス
テムを検索せずに開くことができます。さらに、ブラウザのブックマーク機能と
同様に、[ お気に入り ] リストのアイコンをフォルダ内に整理したり、追加、並
べ替え、または削除を実行したりできます。

状態　仮想マシンとチームの状態がアイコンで表されます。[ お気に入り ] リスト
のアイコンは、チームまたは仮想マシンの状態（パワーオフ、パワーオン、また
はサスペンド）を示します。青色ではなく茶色のアイコンが表示される仮想マシ
ンは、Workstation 4 で作成された仮想マシンです。

表3-1  お気に入りリストのアイコンの状態

パワーオフされた Workstation 5.x、6.x、または 7.x 仮想マシンまたは完全ク
ローン。正確なバージョンを確認するには、概要ビューの [ バージョン ] 
フィールドを使用します。

別の仮想マシンのリンク クローンとして作成された、パワーオフ状態の仮
想マシン。

パワーオフされた仮想マシン チーム。

パワーオフされた Workstation 4 仮想マシン。
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右クリック コマンド　[ お気に入り ] アイコンを右クリックすると、その仮想マシ
ンまたはチームに使用できるコマンド メニューが表示されます。[ お気に入り ] 
リストの領域内で任意の場所（仮想マシンやチームの表示箇所以外）をクリック
すると、仮想マシン、チーム、またはフォルダを新規に作成するためのコンテキ
スト メニューが表示されます。また、既存の仮想マシン、チーム、Microsoft 
Virtual PC または Virtual Server 仮想マシン、StorageCraft、あるいは Symantec 
Backup Exec System Recovery のシステム イメージも開くことができます。

お気に入りを整理するためのフォルダの使用
お気に入りをフォルダに整理し、それらのフォルダを別のフォルダ内にネストするこ
とができます。

フォルダを使用してお気に入りを整理するには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ]（または [ お気に入り ] リスト内の任意のアイテム）を右クリック
して、[ 新しいフォルダ ] を選択します。

2 [ 新しいフォルダ ] ダイアログ　ボックスが表示されるので、必要な設定を行い
ます。

3 （オプション）フォルダを別のフォルダの中に配置するときは、ドラッグ アンド 
ドロップします。

4 お気に入りアイテムを、ドラッグ アンド ドロップで任意のフォルダに配置し
ます。

5 （オプション）[ お気に入り ] リストを非表示にしたり表示したりするには、
[ 表示 ] - [ サイド バー ] を選択します。

パワーオン インジケータ。仮想マシンやチームに表示されます。

サスペンド インジケータ。仮想マシンやチームに表示されます。

使用不可インジケータ。仮想マシンまたはチームが破損した場合、または
お気に入りアイテムの作成に使用された場所から移動された場合に、表示
されます。仮想マシンがすでに VMware Player で開かれている場合、また
は別のユーザーによって開かれている場合にも表示されます。

表3-1  お気に入りリストのアイコンの状態（続き）
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[ お気に入り ] リストへの仮想マシンとチームの追加

新規仮想マシン ウィザードを完了すると、仮想マシンとチームは [ お気に入り ] リス
トに自動的に追加されます。手動で追加することもできます。

仮想マシンとチームを [ お気に入り ] リストに追加するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択してから、仮想マシン（.vmx ファイル）またはチー
ム（.vmtm ファイル）の場所を参照します。

2 [ 開く ] をクリックします。

3 [ ファイル ] - [ お気に入りに追加 ] を選択します。

[ お気に入り ] リストからのアイテムの削除

仮想マシンまたはチームの名前は、それらが開いているかまたはパワーオンしている
かどうかに関係なく、[ お気に入り ] リストから削除できます。名前を削除しても、
仮想マシンのファイルや操作には影響ありません。

[ お気に入り ] リストからアイテムを削除するには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ] リストで名前をクリックして選択します。

2 [ ファイル ] - [ お気に入りから削除 ] を選択します。

[ お気に入り ] リスト内のアイテムの名前変更

[ お気に入り ] リスト内のアイテムの名前を変更すると、仮想マシンまたはチームの
名前も変更されます。

[ お気に入り ] リスト内の仮想マシンまたはチームのエントリ名を変更するには、
次の手順に従ってください。

1 名前を変更する [ お気に入り ] のアイテムを右クリックします。

2 コンテキスト メニューから [ 名前の変更 ] を選択します。

3 新しい名前を入力し、<Enter> を押します。

[ パワーオン ] リスト
サイド バーのこのリストでは、現在パワーオン状態の仮想マシンまたはチームが分
かります。[ パワーオン ] リスト内のアイテムを右クリックすると、その仮想マシン
またはチームに使用できるコマンド メニューが表示されます。
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製品アップデートの確認
Workstation は、3 日ごとに製品アップデートを自動的に確認します。2 回連続して
アップデートの確認が失敗すると、そのことが通知されます。

製品のアップデートを確認するには、次の手順に従ってください。

1 （オプション）ソフトウェアのアップデートをすぐに確認するには、[ ヘルプ ] - 
[ ソフトウェアの更新を今すぐ確認 ] を選択します。

2 アップデートを定期的に確認するように Workstation を構成するには、[ 編集 ] - 
[ 環境設定 ] - [ アップデート ] を選択します。

3 [ ソフトウェアの更新 ] セクションで、[ 起動時に製品の更新を確認する ] を選択
し、[OK] をクリックします。

簡単な仮想マシンの作成およびオペレーティング システム
のインストール

このセクションの手順を実行することで、仮想マシンの作成およびゲスト OS のイン
ストールを簡単に開始できます。仮想マシンを作成しておくと、本章で後述する説明
がより分かりやすくなります。

この手順では、新規仮想マシン ウィザードを短時間で完了できるように、デフォル
トの設定をそのまま受け入れます。Workstation について学習することが目的である
ためです。使用できるすべてのオプションについては、後で作業環境や実稼働環境で
実際に使用する仮想マシンを作成するときに学習できます。詳しくは、第 4 章「仮
想マシンの作成とアップグレード（P.79）」を参照してください。

わかりやすくするため、仮想マシンにインストールするオペレーティング システム
の Windows インストール CD または ISO イメージを使用します。ほとんどの 
Windows オペレーティング システムは 1 枚の CD に収まっていますが、Linux では複
数の CD が必要となります。Linux ゲスト OS を使用する場合は、新しいバージョンの 
Red Hat、SUSE Linux、または Ubuntu のインストール メディアを使用してください。
これらのオペレーティング システムについては、簡易インストール機能がサポート
されています。

注意   製品アップデートの確認は、ホストがインターネットに接続しているときのみ
可能です。
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仮想マシンをすばやく作成するには、次の手順に従ってください。

1 ISO イメージ ファイルではなく、オペレーティング システムのインストール CD 
または DVD を使用するときは、ホストの CD-ROM ドライブにその CD または 
DVD を挿入します。

2 VMware Workstation を開始します。

手順については、「Windows ホストでの Workstation の起動（P.49）」または 
「Linux ホストでの Workstation の起動（P.50）」を参照してください。

3 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択します。

4 [ ようこそ ] ページで、[ 標準 ] を選択して、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ ゲスト OS のインストール ] ページで、[ インストール ディスク ] または [ インス
トーラ ディスク イメージ ファイル ] のどちらか該当する方を選択して、[ 次へ ] 
をクリックします。

6 [ 簡易インストール情報 ] ページで、フィールドに値を入力します。

パスワードの指定は、Windows ゲストではオプションですが、Linux ゲストでは
必須です。Windows では、入力したパスワードは Administrator アクセス権を持
つアカウントに使用されます。Windows 2000 では、パスワードは Administrator 
アカウントに使用されます。

7 ウィザードの残りのページでは、デフォルト値をそのまま使用します。

仮想マシンが作成され、その仮想マシンの名前が [ お気に入り ] リストに追加さ
れます。

仮想マシンのコンソール ビューが表示されます。すぐに起動デバイス（CD-ROM な
ど）が検出され、オペレーティング システムのインストールが開始します。

Windows 2000 ゲストでは、新規仮想マシン ウィザードでパスワードを入力した場
合、オペレーティング システムの起動時に Administrator パスワードの入力を求めら
れる場合があります。新規仮想マシン ウィザードで作成したパスワードを使用し
ます。

インストールが終了した後、VMware Tools が自動的にインストールされます。

ゲスト OS のインストールされた仮想マシンが完成したので、それを参照しながら、
この章の残りのトピックを読み進めてください。
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Workstation の環境設定の概要
[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択すると、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスが表示されます。
このダイアログ ボックスでは、実行中の仮想マシンの種類に関わらず、Workstation 
に適用される各種の設定を変更できます。

ほとんどの場合、Workstation 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設定を変更しないでください。

次のリストは、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスのタブと、各タブに関連する本書の
セクションへの相互参照を示したものです。

[ ワークスペース ] タブ　次の設定を構成できます。

[ 仮想マシン、チームのデフォルト格納場所 ] セクション　新しく作成される
仮想マシンおよびチームの保存先ディレクトリを変更できます。「仮想マシ
ンの格納場所（P.84）」および 「仮想マシンを構成するファイル（P.98）」を
参照してください。

[ 仮想マシン ] セクション　オプションの一部は、仮想マシンをパワーオンし
たままの状態で Workstation を終了する操作に関連しています。「仮想マシ
ンを閉じる /Workstation を終了する（P.68）」を参照してください。共有
フォルダの有効化については、「共有フォルダのセットアップ（P.197）」を
参照してください。

[ 入力 ] タブ　仮想マシンのキーボードとマウスによる制御操作を調整できます。
たとえば、デフォルトでは、仮想マシン ウィンドウの内側をクリックすると、
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。

[ ホットキー ] タブ　すべての仮想マシンでホット キーに使用するキーの組み合
わせを指定できます。ホット キーの組み合わせを使用して、フル スクリーン 
モードの切り替え、マウスおよびキーボード入力の有効化などを実行します。

「キーボード ショートカット（P.70）」を参照してください。

[ ディスプレイ ] タブ　さまざまなゲスト OS の画面解像度に対するコンソールと
ホスト ディスプレイの処理方法を調整できます。

「Workstation コンソールを仮想マシンのディスプレイに合わせて表示（P.176）」
および 「フル スクリーン モードの使用（P.168）」も参照してください。

[ メモリ ] タブ　Workstation でのメモリ設定の調整の詳細については、このタブ
の [ ヘルプ ] をクリックしてください。Linux ホストでは、この設定を変更するに
は、root の権限で Workstation を実行していなければなりません。

注意   Linux ホストでは、root の権限でログインしなければ、グローバル環境の変更
を保存できません。
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[ 優先順位 ] タブ　このタブでのスナップショットの設定については、「バックグ
ラウンド スナップショットの有効化または無効化（P.214）」を参照してくださ
い。Linux ホストでは、この設定を変更するには、root の権限で Workstation を
実行していなければなりません。

Workstation ホストで使用可能なプロセス順位の設定については、このタブの 
[ ヘルプ ] をクリックしてください。

[ アップデート ] タブ　VMware Tools などのソフトウェア コンポーネントの新し
いバージョンが Windows や Linux ゲスト システムで利用可能になったときに、
自動的に更新およびダウンロードするかどうかを指定できます。Linux ホストで
は、VMware Tools のアップデートの設定を変更するには、root の権限で 
Workstation を実行している必要があります。また、VMware アップデート サー
バに接続するためのプロキシ設定を構成できます。ソフトウェア コンポーネン
トや製品アップデートについて、またはプロキシ設定の構成については、このタ
ブの [ ヘルプ ] をクリックしてください。

VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを向上させ、仮想マ
シンの管理機能を強化する一連のユーティリティです。第 5 章「VMware Tools 
のインストールと使用（P.101）」を参照してください。

[ デバイス ] タブ　（Windows ホストのみ）デフォルトでは、ホスト上の自動再生
機能は無効化されています。したがって、CD または DVD を CD/DVD-ROM ドラ
イブに挿入しても、自動再生機能は使用できません。Windows エクスプローラ
を使用して、ホストの CD または DVD を開くことができます。

[ ユニティ] タブ　（オプション）ユニティ アプリケーション メニューのホット 
キー環境設定を設定します。ホット キーのデフォルトの組み合わせを変更す
る方法については、「ホット キーの組み合わせの変更（P.71）」を参照してくだ
さい。

[フィードバック] タブ　製品の改善のために VMware が匿名のシステム データお
よび使用状況の統計を収集することを許可します。収集された情報の詳細の確
認、および VMware によるお客様のプライバシーの保護方法と情報の取り扱いに
ついては、詳しい情報をクリックします。

Workstation ホストで使用可能なプロセス順位の設定については、このタブの 
[ ヘルプ ] をクリックしてください。

このリストに記載した相互参照に加えて、Workstation のオンライン ヘルプでは各タ
ブの設定についての詳細情報が記載されています。オンライン ヘルプを表示するに
は、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスの [ ヘルプ ] をクリックします。
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[ ワークスペース ] タブ、[ 入力 ] タブ、[ ホットキー ] タブ、[ 優先順位 ] タブ、および 
[ アップデート ] タブの設定は、ホスト コンピュータに現在ログインしているユー
ザーにのみ適用されます。

[ ディスプレイ ] タブ、[ メモリ ] タブ、[ デバイス ] タブ、[ ユニティ ] タブ、および 
[ フィードバック ] タブの設定は、実行中の仮想マシンやホスト コンピュータにログ
インしているユーザーに関係なく適用されます。

仮想マシン設定の概要 
Workstation は、新規仮想マシン ウィザードで選択したゲスト OS に基づいて、新し
い仮想マシンを構成します。仮想マシンが作成された後は、仮想マシン設定エディタ
を使用して、ウィザードで設定された構成オプションを変更できます。仮想マシン設
定エディタを開くには、仮想マシンを選択して [VM] - [ 設定 ] を選択します。

Windows XP 以降のバージョンがインストールされているゲストでは、ゲストをアク
ティベーションした後に仮想マシンの構成を変更した場合に、再アクティベーション
する必要がある場合があります。変更作業を最小限にするには、仮想マシンの最終メ
モリ サイズを設定し、VMware Tools をインストールしてからゲストをアクティベー
ションします。

[ ハードウェア ] タブ
[ ハードウェア ] タブを使用すると、選択された仮想マシンについて仮想デバイスの
追加、削除、および構成を実行できます。
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図3-6  [ 仮想マシン設定 ] - [ ハードウェア ] タブ

[ ハードウェア ] リストからアイテムを選択すると、このアイテムに対応するオプ
ションがダイアログ ボックス右側に表示されます。たとえば、図 3-6 では、[ メモ
リ ] アイテムが選択されているので、メモリのオプションが表示されています。

このマニュアルでは、さらに後の項目および章で [ ハードウェア ] リストの各仮想デ
バイスについて説明しています。[ ハードウェア ] リストで選択したアイテムについ
てのオンライン ヘルプを表示するには、[ ヘルプ ] をクリックします。

[ オプション ] タブ
[ オプション ] タブでは、選択した仮想マシンの設定を調整できます。

オプションの多くは、フォルダの共有方法、ファイルの転送方法、Workstation 
終了時のゲスト OS の動作など、ホスト OS とゲスト OS の間の処理を制御するた
めのものです。

メモリ 
デバイス

[ ヘルプ ] ボタン
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一部のオプションを使用すると、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスの同様のオプ
ション（すべての仮想マシンに使用されるグローバル設定）が上書きされます。
たとえば、[ 詳細 ] オプションを使用すれば、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスの 
[ 優先順位 ] タブに設定されているプロセス順位を上書きできます。

新規仮想マシン ウィザードで最初に指定した設定を変更できるオプションもあ
ります。たとえば、[ 全般 ] オプションを使用すると仮想マシンの名前を変更で
きます。

図3-7  [ 仮想マシン設定 ] - [ オプション ] タブ

仮想マシンの [ オプション ] タブの設定については、このマニュアルのさらに後で、
該当する設定を使用するタスクの項目および手順で説明しています。[ オプション ] 
リストで選択したアイテムについてのオンライン ヘルプを表示するには、[ ヘルプ ] 
をクリックします。

仮想マシンを閉じる /Workstation を終了する
仮想マシンまたはチームを閉じたり、Workstation を終了したりするときに、いずれ
かの仮想マシンがパワーオン状態になっていると、次のいずれかのアクションの実行
を指定するよう求めるプロンプトが表示されます。

[ 全般 ] 
オプション
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仮想マシンをバックグラウンドで引き続き実行する。Workstation を終了した後
も仮想マシンの実行を続ける場合は、Virtual Network Computing（VNC）などの
サービスを使用して仮想マシンと通信できます。

仮想マシンをサスペンドする。サスペンドでは、仮想マシンの状態が保存されま
す。「サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.209）」を参照してください。

仮想マシンをパワーオフする。「ソフト」パワーオフを実行するように電源操作
を構成している場合は、パワーオフ前にゲスト OS を完全にシャットダウンする
ための VMware Tools スクリプトが実行されます。「仮想マシンのパワーオフとリ
セット オプションの構成（P.156）」を参照してください。

Workstation を終了するときまたは仮想マシンやチームを閉じるときに毎回プロンプ
トが表示されないようにするには、仮想マシンを終了しても常にバックグラウンドで
動作しているように環境設定を設定します。

仮想マシンをバックグラウンドで実行するように設定する
仮想マシンまたはチームのタブを閉じるときまたは Workstation を終了するときに、
パワーオン状態の仮想マシンがバックグラウンドで実行を続けるように設定できま
す。このように設定すれば、VNC または別のサービスから引き続き接続することが
できます。

デフォルトでは、仮想マシンがバックグラウンドで実行している間はタスクバーの通
知領域にステータス アイコンが表示されます。このアイコンをポイントすると、
バックグラウンドで実行中の仮想マシンとチームの数がツールチップで表示されま
す。表示されるのは、ログインしているユーザーに属する仮想マシンとチームです。

仮想マシンをバックグラウンドで実行するように設定するには、次の手順に従ってく
ださい。

次のいずれかを実行します。

仮想マシンを閉じるときまたは Workstation を終了するときに、表示されるプロ
ンプトで [ バックグラウンドで実行 ] をクリックします。

Workstation の環境を設定します。

a VMware Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

b [ ワークスペース ] タブで、[Workstation を閉じた後も引き続き仮想マシンを
実行 ] を選択して、[OK] をクリックします。

タブを閉じるときまたは Workstation を終了するときに、プロンプトが表示され
なくなります。
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キーボード ショートカット 
キーボード ショートカットを使用して、Workstation および仮想マシンを操作できま
す。Workstation 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 
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。

仮想マシンを操作するためのホット キー（キーボード ショートカット）を表 3-2 に
示します。ホット キーの組み合わせは次の目的で使用できます。

仮想マシン間の切り替え 

フル スクリーン モードの開始と終了

入力の解放 

<Ctrl>+<Alt>+<Del> を（ホストにではなく）仮想マシンにのみ送信

コマンドを（ホストにではなく）仮想マシンにのみ送信

デフォルトでは、ほとんどのホット キーの組み合わせに <Ctrl>+<Alt> が含まれます
が、この組み合わせは変更できます。「ホット キーの組み合わせの変更（P.71）」を参
照してください。

環境設定でホット キーの組み合わせを変更する場合は、表 3-2 のショートカット リ
ストの <Ctrl>+<Alt> を必要に応じて新しい設定で置き換えてください。たとえば、
ホット キー用の組み合せを <Ctrl>+<Shift>+<Alt> に変更すると、Workstation でコマ
ンドを処理させない場合のショートカットは <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+ スペースバー
になります。
 

表3-2  ホット キーの組み合わせ

ショートカット 操作

<Ctrl>+<G> キーボードとマウスを有効にします。

<Ctrl>+<Alt> マウス カーソルを解放します。仮想マシンの状態が排他モードと呼ば
れるフル スクリーン モードの場合は、<Ctrl>+<Alt> を押すと、仮想マ
シンのモードが排他モードからウィンドウ モードに切り替わります。

<Ctrl>+<Alt>+
<Insert>

ゲストのシャットダウン、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。このコマンドは、仮想マシンだけで認識され
ます。
注：<Ctrl>+<Alt> を含むすべてのショートカットについて、ホット 
キー用の組み合せを変更すると、実際に使用するシーケンスも変更さ
れます。たとえば、ホット キー用の組み合せを <Ctrl>+<Shift>+<Alt> 
に変更すると、ゲスト OS のセッションを終了する場合に 
<Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<Insert> を使用する必要があります。
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ホット キーの組み合わせの変更
ホット キーの組み合わせ（ショートカット キー）は、仮想マシンを操作するために
押すキーの組み合わせです。ホット キーを使用して実行できるアクションについて
は、表 3-2 を参照してください。

デフォルトでは、ほとんどのホット キーの組み合わせに <Ctrl>+<Alt> が含まれます
が、この組み合わせは変更できます。たとえば、すべてのホット キーに 
<Ctrl>+<Shift>+<Alt> を使用するように設定を変更できます。このようにすると、
特定のキーの組み合わせ（<Ctrl>+<Alt>+<Del> など）がゲスト OS に送信されずに 
Workstation で受信されてしまうことを防ぐことができます。

環境設定エディタで設定したホット キーの環境設定は、その Workstation 内からアク
セスする仮想マシンに適用されます。他のユーザーに配布される仮想マシンまたは 
ACE インスタンスには、これらの設定は適用されません。

<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ていない場合は、
Workstation 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。

<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 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離し、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>+<Alt>+
<Tab>

マウスとキーボード入力が有効なときに、表示されている仮想マシン
間を切り替えます。

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

Windows ホストでは、マウスとキーボード入力が無効なときに、表示
されている仮想マシン間を切り替えます。Workstation がアクティブな
アプリケーションである必要があります。

<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、ホット キーのデフォルトの組み合わせを使用して、
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。キーの組み合わせは、[ 環境設定 ] メニューの [ ユニティ ] タ
ブから構成できます。

表3-2  ホット キーの組み合わせ（続き）

ショートカット 操作
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ホット キーの組み合わせを変更するには、次の手順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

2 [ ホットキー ] タブをクリックします。

3 次を参考にしてキーの組み合わせを選択します。

[ カスタム ] のキーの組み合わせでは、<Ctrl> キー、<Shift> キー、<Alt> キー、
および <Windows> キーを使用します。Windows キーとは、キーボードの 
<Ctrl> キーと <Alt> キーの間に配置されているキーです。カスタムの組み合わせ
では、次の設定を選択できます。

押す　ホット キーで使用する際にそのキーを押します。

押さない　ホット キーで使用する際にそのキーは押しません。

任意　キーを押しても押さなくてもかまいません。この設定を使用すると、
さまざまなキー操作でフル スクリーン モードを終了できるので便利です。
たとえば、<Shift> キーを [ 任意 ] に指定すると、<Ctrl>+<Alt>+<Enter> で
も <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<Enter> でもフル スクリーン モードを終了でき
ます。

カスタムの組み合わせですべてのキー（<Ctrl>、<Alt>、<Shift>、<Windows> 
キー）を [ 任意 ] に指定すると、カーソルの解放に <Esc> キーを使用できます。

4 （オプション）ユニティ アプリケーション メニューのホット キー環境設定を設
定します。

a [ ユニティ ] タブをクリックします。

b [ ユニティ アプリケーション メニューのホット キー] フィールドにカスタム 
キーの組み合わせを入力するか、デフォルトの組み合わせ

（<Ctrl>+<Shift>+<U>）を使用します。

c （オプション）複数の仮想マシンを実行するときに、一部はユニティ モード
を使用し、一部は Workstation ウィンドウでのみアクセスできるようにする
場合は、[ ユニティに切り替わる際に Workstation を最小化 ] チェック ボッ
クスを選択しないでください。

5 [OK] をクリックします。

VMware テクニカル サポート用の情報の収集
VMware テクニカル サポートの支援が必要なときは、サポート リクエストを作成す
ることをお勧めします。問題によっては、担当者がお客様に、デバッグを有効にし、
スクリプトを実行してログ ファイルを収集し、ログを VMware に送ることを依頼す
る場合があります。
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サポート リクエストの登録と作成
VMware サポート チームに問題を報告するには、事前に VMware アカウントを登録し
ていただく必要があります。

作業を開始する前に、ライセンス キーを確認してください。パッケージの登録カー
ドに記載されています。ダウンロード版の Workstation を購入された場合、ライセン
ス キーは電子メールで送信されます。

サポート リクエストを登録して作成するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation のメニュー バーから [ ヘルプ ] - [ ライセンス キーの入力 ] - [ 登録 ] を
選択します。

2 Web サイトの指示に従います。

3 問題を報告するには、Workstation のメニュー バーから [ ヘルプ ] - [VMware オン
ライン ] - [ サポート リクエスト ] を選択します。

仮想マシンのデバッグ情報の収集
Workstation には、さまざまな種類の問題の診断とトラブルシューティングに役立つ
ように、いくつかのレベルのログが用意されています。

完全モードを使用すると最大限のデータが収集され、仮想マシンが突然フリーズまた
はパワーオフするときに役に立ちます。仮想マシンの動作が遅いときは、統計モード
を使用してパフォーマンス統計を収集できます。完全モードを使用しなくても、ログ
のレベルを上げることができます。VMware テクニカル サポートの担当者が、どのレ
ベルを使用したらいいかをお伝えします。

デバッグ情報を収集したら、それらのログ ファイルを VMware テクニカル サポート
に送信できます。

仮想マシンのデバッグ情報を収集するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンはパワーオフまたはサスペンドの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

4 [ オプション ] タブで [ 詳細 ] を選択します。

5 VMware テクニカル サポートの指示に従って、[ デバッグ情報を収集 ] ドロップ
ダウン メニューまたは [ 定期的に仮想マシン進行のログを取る ] チェック ボック
スから選択します。

完全モードを使用したり、進行状況のログを定期的に記録したりすると、パ
フォーマンスが低下します。
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6 [ ファイルの格納場所 ] セクションで、ログ ファイルへのディレクトリ パスを書
き留めます。

完全なパスを表示するには、読み取り専用のテキスト ボックスをクリックし、
右矢印を使用してパスをスクロールします。

7 [OK] をクリックします。

サポート スクリプトの実行
問題の診断に役立てるために、当社のサポート チームがサポート スクリプトの実行
をお願いし、情報を収集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てください。

Workstation 7.x では、[ ヘルプ ] - [ サポート データの収集 ] を選択してサポート スク
リプトを実行できます。コマンド ラインからスクリプトを実行することもできます。

Workstation ユーザー インターフェイスからのサポート スクリプトの実行
サポート スクリプトは、当社のテクニカル サポートがお願いした場合にのみ実行し
てください。

サポート用収集スクリプトは、ユーザーが指定したすべての仮想マシンおよびユー
ザーのホスト マシンからデータを収集し、すべてのデータを 1 つのファイルに格納
します。Windows ホストでは、スクリプトの実行が終了すると、スクリプトは収集
したデータの .ZIP ファイルを作成し、Windows エクスプローラを開いてファイルを
表示します。.ZIP ファイルのデフォルトの場所は次の通りです。

Windows XP では、
C:¥Documents and Settings¥<user>¥Local Settings¥Temp¥vmware-supp
ort¥

Windows Vista および Windows 7 では、
C:¥Users¥<user>¥AppData¥Local¥Temp¥vmware-support¥

Linux ホストでは、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。root としてスクリプトを実行していないため、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スクリプトによって表示されますが、これは正常で
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、サポート担当者がコマ
ンド ラインから root としてスクリプトを実行するように指示いたします。手順につ
いては、「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.76）」を
参照してください。
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始める前に、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.73）」を参照してください。「仮想マシンのデバッグ情報の収集（P.73）」の手順に
従って、ログのレベルを上げます。ゲストからサポート データを収集するには、最
新版の VMware Tools が仮想マシンにインストールされ、仮想マシンがパワーオンさ
れていることを確認してください。

Workstation のユーザー インターフェイスからサポート スクリプトを実行するには、
次の手順を実行します。

1 [ ヘルプ ] - [ サポート データの収集 ] を選択します。

すべての開かれた Workstation 仮想マシンがダイアログ ボックスに表示され
ます。

2 サポートデータを収集する仮想マシンのチェック ボックスを指定し、[ 収集 ] を
選択します。

仮想マシンを選択せずに [ 収集 ] を選択した場合、サポート用収集スクリプト
は、ホストマシンからのみデータを収集します。

仮想マシンのチェック ボックスを選択して [ 収集 ] を選択した場合、サポー
ト用収集スクリプトは、ゲストおよびホストマシンから現在のデータを収集
します。

仮想マシンは、パワーオンされ、最新版の VMware Tools を実行している必
要があります。現在のデータをゲストマシンから収集するには、このオプ
ションを使用することをお勧めします。

3 .ZIP または .TGZ データ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
このスクリプトは、当社のテクニカル サポートがお願いした場合にのみ実行してく
ださい。

始める前に、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.73）」を参照してください。「仮想マシンのデバッグ情報の収集（P.73）」の手順に
従って、ログのレベルを上げます。
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Windows コマンド プロンプトからサポート スクリプトを実行するには、次の手順に
従ってください。

1 コマンド プロンプトを開きます。

2 VMware Workstation のプログラムのディレクトリに移動します。

C:
cd ¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation

デフォルトのディレクトリにプログラムをインストールしなかった場合は、上記
の cd コマンドに、該当するドライブ名と適切なパスを使用します。

3 サポート スクリプトを実行します。

cscript vm-support.vbs

スクリプト実行後、その出力先のディレクトリ名が表示されます。

4 WinZip または PKZIP などのファイル圧縮ユーティリティを使用して、そのスク
リプト出力ディレクトリを圧縮して、サポート リクエストとともに zip ファイル
を提出します。

VMware Workstation のインストール中にトラブルが生じた場合は、サポート リ
クエスト時にインストール ログ ファイルも合わせて提出します。

Windows ホストでのファイル名は VMInst.log で、Temp フォルダに保存されて
います。Windows XP または Windows Server 2003 ホスト上でのデフォルト格納
場所は、C:¥Documents and Settings¥<username>¥Local Settings¥Temp で
す。

cd %temp% コマンドを使用して、デフォルトでは表示されていない 
Local Settings フォルダの場所を見つけることができます。内容を見るには 
[ マイ コンピュータ ] を開き、[ ツール ] - [ フォルダ オプション ] を選択し、[ 表
示 ] タブをクリックして、[ すべてのファイルとフォルダを表示する ] を選択して
ください。

Linux 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

このスクリプトは、当社のテクニカル サポートがお願いした場合にのみ実行してく
ださい。

始める前に、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.73）」を参照してください。「仮想マシンのデバッグ情報の収集（P.73）」の手順に
従って、ログのレベルを上げます。
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Linux ターミナル ウィンドウからサポート スクリプトを実行するには、次の手順に
従ってください。

1 ターミナル ウィンドウを開きます。

2 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

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をスクリプトが表示しますが、そのまま作業
を続行してください。これは正常です。当社のサポート チームがその情報を必
要とする場合は、root として再度スクリプトを実行するように指示いたします。

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。

3 その出力ファイルをサポート リクエストとともに提出します。

Workstation のインストール中にトラブルが生じた場合は、サポート リクエスト
時にインストール ログ ファイルも合わせて提出します。
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4

この章では、新規仮想マシン ウィザードを実行して仮想マシンを作成する方法につ
いて説明します。ここでは、ゲスト OS のインストールについても記載しています。 

この章では、次のトピックについて説明します。

仮想マシンの作成方法（P.79）
新規仮想マシン ウィザードの構成オプション（P.80）
新規仮想マシン ウィザードの使用（P.89）
ゲスト OS のインストール（P.90）
ゲスト OS のアップグレード（P.94）
仮想マシンのバージョンの変更（P.95）
アップグレードを行わず旧バージョンの仮想マシンを使用（P.97）
仮想マシンを構成するファイル（P.98）

仮想マシンの作成方法
Workstation では、仮想マシンを作成するために、次のオプションを選択できます。

仮想マシンを作成します。 

仮想マシンまたはシステム イメージがない場合は、この方法を使用する必要が
あります。新規仮想マシン ウィザードを使用して、仮想マシンを作成してくだ
さい。次に、オペレーティング システムをインストールしてください。インス
トール プロセスは、物理コンピュータにインストールする場合と同じです。 

この章の残りのページでは、この方法による仮想マシンの作成について説明し
ます。

仮想マシンの作成と
アップグレード 4

manual_ws71.book  Page 79  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザーマニュアル

80 VMware, Inc.

既存の VMware 仮想マシンまたは仮想マシン テンプレートから仮想マシンのク
ローンを作成する。 

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。 仮想マシンをコピーするより、クローンを作成することをお勧めします。
クローンの MAC アドレスと UUID が元の仮想マシンと異なっているため、ネッ
トワークの競合を避けることができるからです。仮想マシンのクローン作成ウィ
ザードを使用して、仮想マシンを作成してください。

「仮想マシンのクローン（P.227）」を参照してください。

Windows ホスト上で、物理マシン、仮想マシン、または他の VMware 製品や
サードパーティ製品で作成されたシステム イメージを変換する。

このプロセスでは、元の仮想マシンまたはシステム イメージのクローンが作成
されます。変換ウィザードを使用して、物理マシン、仮想マシン、またはシステ
ム イメージを変換してください。

第 6 章「システム イメージまたは別の仮想マシンからの仮想マシンの作成
（P.137）」を参照してください。

新規仮想マシン ウィザードの構成オプション
新規仮想マシン ウィザードでは、仮想マシンについてさまざまな設定を指定する必
要があります。このセクションのトピックでは、ウィザードの実行にあたってどのよ
うな設定を適用するかを判断できるように、仮想マシン作成に関する事項について説
明します。

一部のゲスト OS 用の簡易インストール機能
簡易インストール機能を利用すると、新規仮想マシン ウィザードの完了後にゲスト 
OS の自動インストールを実行できます。この機能は、ウィザードで標準構成とカス
タム構成のどちらを選んだ場合でも使用できます。

Windows ゲストでは、次のオペレーティング システムで簡易インストール機能を利
用できます。

Windows Vista、Windows 7、Windows XP、および Windows 2000

Windows Server 2008、Windows Server 2003、および Windows 2000 Server

Linux ゲストでは、次のオペレーティング システムで簡易インストール機能を利用で
きます。

Ubuntu Desktop 7.10 以降

Ubuntu Server 8.10 以降
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Red Hat Enterprise Linux 3 から 5

Asianux Server 3

Fedora Core 4 ～ 12、ただし Fedora Core 8 は除く

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP3

SUSE Linux Enterprise Server 11 GA

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 GA

openSUSE 11.3 GA

インストーラ ディスク（DVD または CD）または ISO イメージ ファイルを指定して、
簡易インストール機能をサポートするオペレーティング システムが検出された場合
は、次の情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。

Windows ゲストの場合：

（オプション）Windows プロダクト キー　製品キーを指定すると、オペ
レーティング システムのインストール中にキーを指定するよう求めるプロ
ンプトが表示されなくなります。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すでに含まれている場合を除いて入力して
ください。

インストールする Windows のバージョン　Windows Vista、Windows 7、ま
たは Windows Server 2008 ゲスト OS のインストール時には、このドロップ
ダウン メニューからオペレーティング システムのエディションを指定でき
ます。

フル ネーム　この名前はオペレーティング システムを登録するために使用
されます。Administrator または Guest という名前は使用しないでください。
この 2 つのどちらかの名前を使用すると、オペレーティング システムのイ
ンストール中にエラー メッセージが表示され、異なる名前を入力するよう
求めるプロンプトが表示されます。

（オプション）パスワード　Windows 2000 以外の Windows オペレーティン
グ システムでは、ここで入力したパスワードが、管理者アクセス許可を持
つアカウントに使用されます。Windows 2000 では、ここで入力したパス
ワードは Administrator アカウントに使用されます。Windows XP Home で
は、パスワードのない Administrator アカウントが作成され、ゲストに自動
的にログインします。
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（オプション）自動的にログオン　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
オプションを機能させるためには、フル ネーム および パスワード フィール
ドへの入力が必要です。「Windows ゲストでの自動ログオンの使用

（P.157）」を参照してください。

Windows XP Home では、[ 新しい仮想マシン ウィザード ] で [ 自動ログオ
ン ] オプションは無効になっています。[ 自動ログオン ] の設定はオペレー
ティング システムのインストール後に変更できます。 

Linux ゲストの場合：

フル ネーム　オペレーティング システムを登録する必要がある場合は、こ
の名前が使用されます。名（ファースト ネーム）は、仮想マシンのホスト
名として使用されます。

ユーザー名　小文字と数字を使用できます。空白を入れないでください。
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　ここで入力するパスワードは、指定したユーザー名と root 
ユーザーの両方に使用されます。

この機能では、ゲスト OS に VMware Tools もインストールされます。VMware Tools 
についての詳細は、「VMware Tools のコンポーネント（P.101）」を参照してください。 

CD または DVD を使用するか、あるいは製品キー コードを含み、自動インストール
を実行するよう設定済みの ISO イメージを使用する場合の、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。

標準構成とカスタム構成
新規仮想マシン ウィザードでは、標準構成とカスタム構成のどちらかを選択するよ
う求めるプロンプトが表示されます。[ 標準 ] を選択すると、ユーザーは次の項目に
関してデフォルト設定を使用するか、特定値を指定することができます。

ゲスト OS をインストールするためのメディア（CD、イメージ ファイルなど）

ゲスト OS

仮想マシン名と仮想マシン ファイルの格納場所

仮想ディスクのサイズとディスクを 2GB のファイルに分割するかどうか

ハードウェアをカスタマイズ（上級ユーザー向け）
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仮想マシンの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ることはあり
ません。仮想マシンのバージョン（Workstation 4、5.x、6、6.5、または 7.x）は、環
境設定エディタで指定されているバージョンであると見なされます。Workstation の
メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、[ デフォルトのハードウェアの互
換性 ] の設定を確認してください。

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 ] をクリックすれば、メ
モリ割り当て、仮想 CPU の数、ネットワーク接続の種類などのデフォルトを変更で
きます。

状況によっては、カスタムのインストールを選択する必要があります。[ カスタム ] 
は、次のいずれかの場合に選択します。

環境設定エディタに指定されているバージョン以外のバージョンの仮想マシンを
作成する場合。

SCSI アダプタ（BusLogic、LSI Logic、または LSI Logic SAS）の I/O アダプタ タイ
プを指定する場合。

ゲスト OS で通常使用されているデフォルトに関係なく、IDE または SCSI のどち
らの仮想ディスクを作成したいかを指定する場合。

仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する場合（本製品に精通している
ユーザー向けのオプションです）。 

仮想ディスクを作成するのではなく、既存の仮想ディスクを使用する場合。

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。

ゲスト OS の指定
オペレーティング システムをインストールするためのソース メディアを [ インス
トーラ ディスク ] または [ インストーラ ディスク イメージ ファイル ] と指定して、そ
のオペレーティング システムが検出されている場合、オペレーティング システムを
選択するウィザード ページが表示されないことがあります。

オペレーティング システムを指定するか、またはインストール メディアからオペ
レーティング システムが検出された後、Workstation はその情報を使用して次の処理
を行います。

割り当てるメモリ量など、適切なデフォルト値を設定する。

仮想マシンに関連したファイルに名前を付ける。

パフォーマンスの最適化のために設定を調節する。

ゲスト OS 内の特別な動作やバグに対処する。
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使用するオペレーティング システムがリストにない場合は、オペレーティング シス
テムで [ その他 ]、バージョンで [ その他 ] を選択します。 

一部のオペレーティング システムでは、仮想マシン作成後にオペレーティング シス
テムと VMware Tools を自動的にインストールすることができます。「一部のゲスト 
OS 用の簡易インストール機能（P.80）」を参照してください。

仮想マシンの格納場所
仮想マシン向けに推奨されるデフォルトの格納場所の例を、次に示します。

Windows XP および Windows Server 2003 のホストでは、デフォルトの場所は次
のとおりです。

C:¥Documents and Settings¥<ユーザー名 >¥My Documents¥My Virtual 
Machines¥<guestOSname>

Windows Vista および Windows 7 のホストでは、デフォルトの場所は次になり
ます。

C:¥Users¥<ユーザー名 >¥Documents¥Virtual Machines¥<guestOSname>

Linux ホストではデフォルトの場所は次の通りです。

<homedir>/vmware/<guestOSname>

<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。 

仮想ハード ディスクがネットワーク ドライブにある場合は、仮想マシンのパフォー
マンスが低下する可能性があります。 最適なパフォーマンスを実現するには、仮想マ
シン フォルダをローカル ドライブに設定します。ただし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、他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。「仮想マシンを他のユーザーと共有（P.234）」
を参照してください。

仮想マシン フォルダに保存されているファイルについては、「仮想マシンを構成する
ファイル（P.98）」を参照してください。

注意   Workstation は、Workstation Version 5.5 以降のみで、またサポートされている
プロセッサを備えたホスト マシンのみで、64 ビット ゲスト OS をサポートしていま
す。Workstation が 64 ビット ゲスト OS をサポートするプロセッサのリストについて
は、「PC ハードウェア（P.25）」を参照してください。

注意   仮想マシンを USB ドライブにデプロイする予定の場合は、最初にローカル ハー
ド ディスクに仮想マシンを作成します。それから、Pocket ACE の機能を使用してそ
の仮想マシンをデプロイできます。
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仮想マシン ハードウェアの互換性レベル
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。 

[ ハードウェア互換性 ] リストから選択する場合は、選択するバージョンと互換性の
ある他の VMware 製品とバージョンのリストが表示されます。また、そのバージョン
では利用できない機能のリストも表示されます。

選択するバージョンで機能の互換性のチェック ボックスのいずれかを使用できる場
合、そのチェック ボックスを選択して、利用できない機能のリストをさらに表示す
ることができます。

プロセッサ数
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。複数の論理プロセッサを備え
るホスト マシンでのみ、複数の仮想 CPU（VMware Workstation 7.x では最大 8 個）を
使用する仮想マシンを設定できます（Workstation 4 の仮想マシンを作成する場合は、
このパネルは表示されません）。

次のホストは 2 つの論理プロセッサを備えていると見なされます。

ハイパースレッド対応のシングルプロセッサ ホスト

デュアルコア CPU 対応のシングルプロセッサ ホスト

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 つの 
CPU を備えるマルチプロセッサ ホスト

メモリの割り当て
このオプションは、カスタム構成の場合、または新規仮想マシン 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 ] をクリックした場合に、利用できます。 

単一のホスト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 サイズだけです。 

各仮想マシンの最大メモリ容量は、32 ビット ホストの場合 8GB、64 ビット ホストの
場合 32GB です。32 ビット ホストでは、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 Workstation で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。

色分けされたアイコンは、各値に対応しています。これらのメモリ量のいずれかを使
用するには、スライダを対応するアイコンに移動します。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、指定されたスワップの量を反映した値
になります。すべての仮想マシンが利用できるメモリの総計を変更するときは、
Workstation の環境設定エディタ（[ 編集 ] - [ 環境設定 ]）を使用します。
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ネットワーク接続の種類
このオプションは、カスタム構成の場合、または新規仮想マシン 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 ] をクリックした場合に、利用できます。
仮想マシンをネットワークに接続するには、次のオプションを選択できます。

ブリッジ ネットワーク　ホスト コンピュータ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 サーバから自
動的に IP アドレスが割り当てられる）場合は、[ ブリッジ ネットワークを使用 ] 
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（ネットワークアドレス変換）　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 を使用 ] を選択します。仮想
マシンとホストはネットワーク外部では認識されないネットワーク ID を共有し
ます。 

ホストオンリー　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 コンピュータの間
のネットワーク接続を提供します。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、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 ] を選択します。

「一般的なネットワーク構成（P.294）」を参照してください。

I/O アダプタ タイプ
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。IDE アダプタと SCSI アダプタ
が、仮想マシンにインストールされます。IDE アダプタは常に ATAPI です。SCSI アダ
プタには、BusLogic、LSI Logic、LSI Logic SAS のいずれかを選択できます。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 はシリア
ル インターフェイスです。 

ゲスト OS に対する推奨アダプタはデフォルトで設定されています。

どの SCSI アダプタを使うかは、仮想ディスクを IDE または SCSI ディスクにするかを
決める上で影響はありません。ただし、32 ビットの 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ないので、
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。 

注意   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。 
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『VMware ゲスト OS インストールガイド』には、必要に応じてドライバのサポートに
関する情報が掲載されています。 ゲスト OS のサポートおよび既知の問題については、
当社 Web サイトの [ サポート ] をクリックしてください。[ ドキュメント ] の下の [ 互
換性ガイド ( 英語 )] リンクをクリックします。 

仮想ディスクと物理ディスク
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。標準構成を使用する場合は、
仮想マシン用に新しい仮想ディスクが作成され、使用されます。一般的に、仮想マシ
ンには仮想ディスクの使用をお勧めします。仮想ディスクは簡単に設定でき、同じホ
スト コンピュータの別の格納場所にも異なるホストにも移動することが可能です。 

カスタム構成でも、通常は [ 仮想ディスクの新規作成 ] オプションを選択します。以
前作成した仮想ディスクを使用する場合は、[ 既存の仮想ディスクを使用 ] を選択す
ると、既存の仮想ディスク ファイル（.vmdk）へのパスを入力、またはその場所を参
照して指定するためのページが表示されます。

仮想マシンでは、物理ハード ディスク（Raw ディスク）またはディスク パーティ
ションを使用できます。ただし、本製品に精通しているユーザー以外は物理ディスク
構成を使用しないでください。「仮想マシンでの物理ディスクの使用（P.253）」を参
照してください。

ディスク タイプ
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。ゲスト OS に対する推奨ディ
スクはすでにデフォルトで設定されています。

Linux ホストでは、ハードウェア追加ウィザードの [ ディスク タイプの選択 ] ページ
でディスク モードを選択できます。「通常ディスク モードと独立ディスク モード

（P.87）」を参照してください。

通常ディスク モードと独立ディスク モード
通常モードと独立モードを選択するオプションは、Linux ホストでカスタム構成を選
択した場合にのみ使用できます。通常モードは、設定したすべてのスナップショット
のディスクを含みます。仮想マシンのスナップショットを設定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できます。 

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まで戻る際に、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。

注意   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 ドライバは「958」で検索します。
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Windows ホストの場合、この構成設定は新規仮想マシン ウィザードでは使用できま
せんが、仮想マシン設定エディタを使用して仮想ディスクをスナップショット対象か
ら外すことができます。「仮想ディスクをスナップショットから除外（P.215）」を参
照してください。

ディスク容量
ウィザードには、仮想ディスクのサイズを 0.1GB ～ 2TB の範囲で指定するように促す
プロンプトが表示されます。Windows ホストでは、[Pocket ACE サイズ計算機 ] コン
トロールを使用して、ポータブル デバイスに適した ACE インスタンス用のディスク 
サイズを決定できます。

仮想マシンを単一ファイルとして保存するか、またはファイルシステム上の複数の
ファイルに分割するかを選択できます。

ファイル容量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 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。

カスタム構成の場合は、[ 今すぐ全ディスク容量を割り当てる ] オプションも選択で
きます。ディスクを拡張できるように設定しておくことをお勧めします。事前に割り
当てると、パフォーマンスがある程度高くなりますが、この操作に時間がかかりま
す。さらに、仮想ディスクに指定したサイズと同じだけの物理ディスク領域を必要と
します。すべてのディスクをすぐに割り当てる場合は、後でディスクの圧縮機能を使
用できません。 

Pocket ACE ディスク サイズ計算機（Windows のみ）
Pocket ACE 機能を使用すると、USB キー（フラッシュ メモリ ドライブ）、Apple iPod 
モバイル デジタル デバイス、およびポータブル ハード ドライブなどのポータブル デ
バイスに ACE インスタンスを保管できます。ACE ユーザーはこれらのポータブル デ
バイスを x86 ホスト コンピュータに接続し、VMware Player を使用して ACE インスタ
ンスを実行します。 

新規仮想マシン ウィザードの [ ディスク容量の指定 ] ページでは、[Pocket ACE サイズ
計算機 ] ボタンを使用して [ ディスク最大サイズ ] テキスト ボックスで使用する値を
決定できます。ディスク サイズは、仮想ハード ディスクのサイズだけを示します。
Pocket ACE を作成する場合は、仮想マシン オーバーヘッドに関係するメモリ、イン
ストーラ、およびその他のファイルに必要なディスク領域の量も考慮する必要があり
ます。
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Pocket ACE キャッシュから変更をホストに書き込むための領域を確保するには、[ 高
速同期用のキャッシュ ] チェック ボックスを選択します。この領域を用意すること
で、ファイルをホストと同期化するためにかかる時間が短縮されます。

計算機のテキスト ボックスに [ 仮想ハード ディスクのサイズ ] の値を入力するとき
は、そのデバイスに利用可能な領域があるか確認する必要があります。USB デバイス
をホスト コンピュータに接続し、[ マイ コンピュータ ] を使ってそのプロパティを表
示します。この数字は、計算機の [USB デバイスで必要な領域 ] より小さくはできま
せん。必要な場合は [ 仮想ハード ディスクのサイズ ] テキスト ボックスの数字を、そ
のデバイスに適切な領域の合計まで引き下げてください。

新規仮想マシン ウィザードの使用
新規仮想マシン ウィザードを使用すると、新しい仮想マシンを作成するための主要
な作業を順を追って実行し、さまざまなオプションやパラメータを設定できます。 

新規仮想マシン ウィザードで指定する設定の多くは、必要に応じて後で変更できま
す。初期作成後に変更する必要がある場合は、仮想マシン設定エディタを使用できま
す（メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択）。

始める前に、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ために使
用するメディアのタイプを決定し、次のいずれかを行います。

インストール CD または DVD を使用してゲスト OS をインストールする場合は、
ホストの CD-ROM ドライブにその CD または DVD を挿入します。

ISO イメージ ファイルを使用する場合は、そのファイルがホストからアクセス可
能になっていることを確認します。

新規仮想マシン ウィザードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation のメニュー バーで、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択し
ます。

2 プロンプトに従います。

ウィザード ページのフィールドの詳細については、そのページの [ ヘルプ ] をク
リックしてください。

仮想マシンが作成されたら、今度はゲスト OS をインストールします。「ゲスト OS の
インストール（P.90）」を参照してください。
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ゲスト OS のインストール
ゲスト OS のインストールは、自動または手動で行うことができます。

インストーラ ディスクまたはイメージ（.iso）ファイルを指定して、簡易イン
ストール機能をサポートするオペレーティング システムが検出されると、イン
ストールが自動的に行われます。 

仮想マシンがパワーオン状態になると、オペレーティング システムと VMware 
Tools の自動インストールが開始します。 

インストール プロセスは通常、何も入力しなくても実行されます。「簡易インス
トール プロンプトへの応答（P.91）」を参照してください。

簡易インストール機能を使用しなかった場合は、「ゲスト OS の手動インストー
ル（P.91）」を参照してください。 

ESX ゲスト OS のインストール要件
簡易インストール機能を使用して、Workstation に ESX 4.0 および ESXi 4.0 ゲストを
インストールできます。始める前に、次の要件を満たしていることを確認してくだ
さい。

ESX 4.0 および ESXi 4.0 ゲストに対して、ハードウェア依存の仮想化を有効にする
必要があります。ホスト システムに、VT-x 対応の Intel EM64T プロセッサまたは 
AMD-V 対応の AMD64 Family 10H 以降のプロセッサが必要です。適宜、BIOS（ま
たはその他のファームウェア）で VT-x または AMD-V を有効にする必要がありま
す。BIOS 設定を変更した後、ハードウェア仮想化を有効にするため、Intel ホス
トをパワーオフして再起動します。

ESX 4.0 ゲストでは、2 つ以上のコアを構成する必要があります。ホスト システ
ムには、ゲストと同数以上のコアを構成することをお勧めします。

ESX ゲスト内にネストされた仮想マシンとしてインストールおよび実行できるの
は、32 ビット ゲストだけです。これらの仮想マシンは、バイナリ変換を使用す
るようにのみ構成できます。

VMware Tools は、ESX 4.0 または ESXi 4.0 ゲストでは利用できません。ESX ゲスト
に Linux バージョンの VMware Tools をインストールしないでください。

Linux ホストで仮想イーサネット アダプタを設定し、プロミスキャス モードで動
作させる手順については、当社 Web サイトで利用可能なナレッジ ベース第 287 
項を参照してください。

ESX 4.0 および ESXi 4.0 の構成方法については、当社 Web サイトで利用可能な VMware 
vSphere のドキュメントを参照してください。 
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簡易インストール プロンプトへの応答
簡易インストール機能を実行する場合は、通常はオペレーティング システムのイン
ストール中に入力を求めるプロンプトは表示されません。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、オペレーティング システムのインストール ディスクまたはイメージが複数の 
CD、DVD、またはイメージ ファイルで構成される場合は、次のディスクが必要に
なったときにプロンプトが表示される場合があります。 

簡易インストールのプロンプトに応答するには、次の手順に従ってください。

1 製品キー、ユーザー名、またはパスワードの入力を求めるプロンプトが表示され
た場合は、次のようにします。

a 仮想マシンのウィンドウ内をクリックし、マウスおよびキーボードからの入
力を仮想マシンが認識するようにします。

b 必要な情報を入力します。

2 CD または DVD を使用するときに、次の CD または DVD の挿入を求めるプロンプ
トが表示された場合は、ホストに接続されている CD または DVD ドライブを使
用します。

3 イメージ ファイルを使用するときに、次のディスクの挿入を求めるプロンプト
が表示された場合は、次のようにします。

Windows ホストでは、[ ディスクの変更 ] をクリックし、次の CD のイメージ 
ファイルを参照して、[OK] をクリックします。

Linux ホストでは、Workstation のメニュー バーから [VM] - [ 取外し可能デバ
イス ] - [CD/DVD] を選択し、次の CD のイメージ ファイルを参照し、[ 接続
済み ] オプションをチェックしてから、[ 保存 ] をクリックします。

ゲスト OS の手動インストール 
新規仮想マシン ウィザードを完了するときに、簡易インストール機能を使用しな
かった場合または使用できなかった場合は、手動でオペレーティング システムをイ
ンストールする必要があります。

始める前に、次のドキュメントを使用して、インストールするオペレーティング シ
ステムおよびバージョンの追加要件を確認してください。

ゲスト OS のサポートおよび既知の問題については、当社 Web サイトの [ サポー
ト ] をクリックしてください。[ ドキュメント ] の下の [ 互換性ガイド ( 英語 )] リ
ンクをクリックします。 
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ゲスト OS のカーネルが VMware VMI（仮想マシン インターフェイス）に対応し
ている Linux オペレーティング システムのインストールについては、「Linux ゲス
トでの準仮想化カーネルの使用（P.93）」を参照してください。

新しい仮想マシンは、未使用のハード ディスクを持つ物理コンピュータと考えるこ
とができます。使用するためには、仮想ディスクのパーティショニングとフォーマッ
トを実行し、オペレーティング システムをインストールしなければなりません。 パー
ティショニングおよびフォーマットは、オペレーティング システムのインストール 
プログラムによって実行される場合があります。

ゲスト OS は、基本的には実際のコンピュータにインストールする場合と同じ要領
で、仮想マシンにインストールできます。 

ゲスト OS を手動でインストールするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation を起動します。 

2 次のいずれかの手順を実行して、仮想マシンがゲスト OS のインストール メディ
アにアクセスできるようにします。

CD または DVD の場合は、必要に応じて、ホストの CD-ROM ドライブまた
は DVD ドライブを使用するよう仮想マシンを構成し、そのドライブにオペ
レーティング システムのメディアを挿入します。

ホストの構成によっては、インストール CD-ROM から仮想マシンを起動で
きない場合があります。この場合、インストール用 CD-ROM から ISO イメー
ジ ファイルを作成すれば、問題を迂回することができます。 仮想マシン設定
エディタ（[VM] - [ 設定 ] を選択）を使用して、仮想マシンの CD ドライブを 
ISO イメージ ファイルに接続し、仮想マシンをパワーオンします。 

ISO イメージの場合は、CD-ROM ドライブをインストール ディスクの ISO イ
メージ ファイルに接続します。 

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のに、オ
ペレーティング システムのインストール メディアは必要ありません。仮想マシ
ンをパワーオンすると、仮想マシンが PXE サーバを検知します。

3 [ パワーオン ] ボタンをクリックします。

4 後はオペレーティング システム ベンダーの指示に従ってください。

注意   Workstation は、Workstation 5.5 以降のみで、またサポートされているプロセッ
サを備えたホスト マシンのみで、64 ビット ゲスト OS をサポートしています。
Workstation が 64 ビット ゲスト OS をサポートするプロセッサのリストについては、

「PC ハードウェア（P.25）」を参照してください。
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5 オペレーティング システムが複数の CD から構成されているときに、次の CD 
を挿入するよう求めるプロンプトが表示された場合は、次の手順に従ってくだ
さい。

a [VM] - [ 取外し可能デバイス ] - [CD-ROM] - [ 切断 ] を選択して、現在のイメー
ジを切断します。

b [VM] - [ 取外し可能デバイス ] - [CD-ROM] - [ 設定 ] を選択して、CD 設定を編
集します。

c [ISO イメージ ファイルを使用 ] で、[ 参照 ] をクリックして次の CD の ISO イ
メージを選択します。 

d [ デバイスのステータス ] 領域で、[ 接続済み ] チェック ボックスを選択して 
[OK] をクリックします。

e ゲスト OS で [OK] をクリックするか、プロンプトに応答して、インストール
を続行します。 

f 残りの CD についても上記の操作を繰り返します。

ゲスト OS をインストールした後、オペレーティング システム内の標準のツールを使
用して設定を構成できます。ただし、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することをお勧めします。

「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

Linux ゲストでの準仮想化カーネルの使用
2005 年より、当社は Linux コミュニティと協力して、共通の準仮想化インターフェ
イスを開発しています。当社では 2006 年に、VMI 標準を公開標準としてリリースし
ました。これにより、VMware 仮想マシンでは、良く知られている Linux ディストリ
ビューションのさまざまな準仮想化オペレーティング システムをサポートできるよ
うになりました。 

始める前に、オペレーティング システムのインストール メディア（CD または ISO イ
メージ）を入手してください。準仮想化カーネルのサポートは、32 ビット版の 
Ubuntu 7.04、7.10、8.04、および SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 で利用できます。

64 ビット版の SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 には、すでに準仮想化が組み込ま
れています。準仮想化を有効にするために Workstation 設定を使用する必要はあり
ません。

準仮想化の一般的な詳細については、当社の次の Web サイトを参照してください。

http://www.vmware.com/interfaces/paravirtualization.html

ゲスト OS のカーネルが VMware VMI（仮想マシン インターフェイス）に対応して
いる場合、仮想マシンで準仮想化のサポートを有効にするとパフォーマンスが向上
します。
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Linux ゲストで準仮想化カーネルを使用するには、次の手順に従ってください。

1 新規仮想マシン ウィザードを使用して、サポートされているいずれかの 32 ビッ
ト ゲスト OS 用の仮想マシンを作成します。

2 仮想マシンの作成が完了した後、次のようにして、準仮想化カーネルのサポート
を有効化します。

a [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

b [ ハードウェア ] タブで [ プロセッサ ] を選択し、[ 実行モード ] セクションで 
[VMware カーネル準仮想化 ] チェック ボックスを選択します。

ゲスト OS のアップグレード
新規仮想マシン ウィザードを使用して仮想マシンを作成するとき、ゲスト OS の種類
とバージョンを設定する必要があります。選択したゲストの種類とバージョンに基づ
いて、構成のデフォルト設定が選択されます。

ホスト OS をより新しいバージョンにアップグレードする場合には、仮想マシンのゲ
スト OS のバージョンもアップグレードする必要があります。

ゲスト OS をアップグレードするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。 

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ オプション ] タブをクリックします。

5 [ 全般 ] 設定パネルの [ バージョン ] フィールドで、アップグレードするバージョ
ンを選択して、[OK] をクリックします。

ここで指定した設定は、仮想マシンの構成ファイルに書き込まれます。この設定
を行っても、実際にゲスト OS 自体の変更は行われません。 

6 仮想マシンをオンにします。

7 後は、オペレーティング システム ベンダーのアップグレードに関する指示に
従って、ゲスト OS をアップグレードしてください。
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仮想マシンのバージョンの変更
旧バージョンの Workstation で仮想マシンを作成している場合に、最新の機能を使用
するには最新のバージョンにアップグレードする必要があります。新機能について
は、リリース ノートを参照してください。

Workstation 6.5 または 7.x で作成した仮想マシンを他の VMware 製品にデプロイして
実行する場合は、その製品と互換性のあるバージョンにダウングレードする必要があ
る場合があります。

Workstation 7.x では、バージョン 4、5.x、6、または 6.5 にダウングレードできます。

使用する仮想ハードウェアのバージョンも決定できます。

仮想マシンの仮想ハードウェアのバージョンを変更する場合は、次の事項に留意して
ください。

Workstation 4、5.x、6、6.5、および 7.x 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。
Workstation 4 の仮想マシンでは、Workstation は元の仮想マシンを変更します。

ESX Server と互換性のある Workstation 4 または 5.x の仮想マシンを Workstation 
6、6.5、または 7.x にアップグレードした場合、後でバージョン変更ウィザード
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。 

ただし、Windows ホストでは、変換ウィザード（[ ファイル ] - [ インポート ] を
選択）を使用して、このような場合のダウングレードを実行できます。

Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、または Windows 7 で作成
した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。

仮想マシンのバージョンを変更するには、次の手順に従ってください。

1 仮想ディスクのバックアップ コピーを作成します（.vmdk ファイル）。

2 Workstation 4 または 5.x 仮想マシンからアップグレードする場合、または 
Workstation 4 または 5.x 仮想マシンにダウングレードする場合は、ゲストの NIC 
設定を書き留めておきます。

特に仮想マシンに固定 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。

NIC 設定を確認するには、お使いのオペレーティング システムに適した方法を使
用してください。 たとえば、Windows XP では、[ コントロール パネル ] の [ ネッ
トワーク接続 ] を使用して、仮想マシンの TCP/IP アドレス情報を確認できます。
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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] - [ バージョンのアップグレードまたは変更 ] を選
択します。

5 プロンプトに従います。

ハードウェアの互換性バージョンを選択すると、該当するバージョンと互換性の
ある VMware 製品のリストが表示されます。また、Workstation 4、5、または 6 
を選択すると、そのバージョンではサポートされない Workstation 6.5 および 7.x 
の機能のリストが表示されます。

6 仮想マシンをオンにします。

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 または 7.x 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、PCI-PCI ブリッジ ドライバのインストールを求めるプロン
プトが表示されます。Workstation 6.5 および 7.x の PCI-PCI ブリッジは 
Workstation 6 より 32 個多いので、プロンプトに 32 または 33 回応答する必要が
あります。

7 （該当する場合）ゲスト OS で NIC 設定を確認して、変更されている場合は調整
します（手順 2 を参照）。

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。

たとえば、Workstation 5.x 仮想マシンを Workstation 7.x ではなく Workstation 6.x 
にアップグレードする場合でも、VMware Tools は Workstation 7.x に含まれる
バージョンにアップグレードしなければなりません。「VMware Tools 更新プロセ
ス（P.117）」を参照してください。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。

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。 [OK] をク
リックします。
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アップグレードを行わず旧バージョンの仮想マシンを使用
現在使用しているほかの VMware 製品との互換性を保持するために、仮想マシンの
アップグレードを行わない場合があります。次に、VMware 製品のバージョンの互換
性について概要を説明します。

古いバージョンの仮想マシンは Workstation 7.x で実行できますが、Workstation 7.x の
新機能を活用することはできません。 

各 VMware 製品間での互換性についての情報は、『VMware 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。 

仮想マシンのアップグレードを行わない場合でも、VMware Tools を新バージョンに
アップグレードする必要があります。「VMware Tools 更新プロセス（P.117）」で、ご
使用のゲスト OS 用の手順に従ってください。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。

Workstation のバージョン 互換性のある VMware 製品

4.x ACE 1.x、2.0、2.5、および 2.6、ESX 4.0、VMware Fusion 1.1、
2.0、および 3.0、GSX Server 3.x、VMware Server 1.x および 2.0、
Workstation 4.x、5.x、6.x、および 7.0

5.x ACE 2.0、2.5、および 2.6、ESX 4.0、VMware Fusion 1.1、2.0、
および 3.0、GSX Server 3.x、VMware Server 1.x および 2.0、
Workstation 5.x、6.x、および 7.0

6.0 ACE  2.0、2.5、および 2.6、ESX 4.0、VMware Fusion 1.1、
2.0、および 3.0、VMware Server 2.0、Workstation 6.0、6.5、
および 7.x

6.5 ～ 7.x ACE 2.5 および 2.6、ESX 4.0、VMware Fusion  2.0 および 3.0、
VMware Server  2.0、Workstation 6.5 および 7.x
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仮想マシンを構成するファイル
仮想マシン用に使用されるファイルの名前と場所について、知っておく必要は特にあ
りません。仮想マシンのファイル管理は、Workstation が実行します。 

通常、仮想マシンはホスト コンピュータに一組のファイルとして格納されています。
これらのファイルはすべて、仮想マシンごとに Workstation が作成するディレクトリ
に保存されます。「仮想マシンの格納場所（P.84）」を参照してください。

表 4-1 は、拡張子ごとの主要ファイルのリストです。これらの例では <vmname> とい
う名前を仮想マシン名として使用しています。

表4-1  仮想マシン ファイル

拡張子 ファイル名 説明

.log <vmname>.log 

または 
vmware.log

主要な Workstation のアクティビティを記録するロ
グ ファイルです。このファイルはトラブルシュー
ティングに便利です。このファイルは、仮想マシン
の構成ファイル（.vmx）と同じフォルダに保存さ
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。
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.vmdk <vmname>.vmdk 仮想マシンのディスク ドライブの内容を格納する 
VMDK ファイルです。 
仮想ディスクは、1 個または複数の仮想ディスク

（.vmdk）ファイルから構成されます。仮想マシン
設定エディタには、仮想ディスクを格納するのに使
用する 1 組のファイルのうち、最初のファイル（残
りのファイルへのポインタを記録したファイル）の
名前が表示されます。 

（ディスクを作成したときに全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、後でサイズが増加すること
はありません。） .vmdk ファイルの内容はそのほと
んどが仮想マシンのデータですが、わずか一部は仮
想マシンの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、.vmdk 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格納
します。
VMware 製品の旧バージョンでは、仮想ディスク 
ファイルに拡張子 .dsk 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 XP 
Professional-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、.vmdk ファイルの数は仮
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、.vmdk ファイル
のサイズも最大 2 GB まで拡大します。

<vmname>-f<###>.vmdk ディスク作成時にディスク領域が割り当てられた場
合は、ファイル名の s の箇所に f が付きます

（Windows XP Professional-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
箇所には独自のサフィックスが付けられます。

表4-1  仮想マシン ファイル（続き）

拡張子 ファイル名 説明
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このディレクトリにその他のファイルが存在することがあります。その中には、仮想
マシンの実行中にのみ存在するファイルもあります。「ロック ファイル（P.245）」を
参照してください。 

.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。

<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。

.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。

<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。
以前の VMware 製品の中には、サスペンド状態の
ファイルに拡張子 .std を使用するものもあります。

.vmtm <vmname>.vmtm チームのデータを保存する構成ファイルです。

.vmx <vmname>.vmx 新規仮想マシン ウィザードや仮想マシン設定エ
ディタで指定した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 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。

.vmxf <vmname>.vmxf チームに属する仮想マシンの補足構成ファイルで
す。仮想マシンがチームから削除されても .vmxf 
ファイルは保持されます。

表4-1  仮想マシン ファイル（続き）

拡張子 ファイル名 説明
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5

この章では、VMware Tools をインストール、更新、および実行する手順について説
明します。この章では、次のトピックについて説明します。

VMware Tools のコンポーネント（P.101）
[ ソフトウェアの更新 ] を使用した VMware Tools のダウンロードおよびインス
トール（P.104）
VMware Tools のインストール（P.105）
VMware Tools 更新プロセス（P.117）
VMware Tools のアンインストール（P.120）
Windows ゲストのインストール済みモジュールの修復または変更（P.121）
VMware Tools コントロール パネルを開く（P.122）
NetWare ゲストでの VMware Tools の構成（P.126）
VMware Tools のカスタマイズ（P.128）
VMware Tools サービスのコマンドライン インターフェイスの使用（P.135）

VMware Tools のコンポーネント
VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを向上させ、仮想マシン
の管理機能を強化する一連のユーティリティです。ゲスト OS は VMware Tools を使用
しなくても動作しますが、重要な機能や利便性が失われてしまいます。

VMware Tools は次のコンポーネントで構成されます。

VMware Tools サービス
VMware デバイス ドライバ
VMware ユーザー プロセス
VMware Tools コントロール パネル

VMware Tools のインストー
ルと使用 5
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VMware Tools サービス
プログラム ファイルは、Windows ゲスト OS では vmtoolsd.exe、Linux、FreeBSD、
および Solaris ゲストでは vmtoolsd です。

このサービスは、ゲスト OS が起動して、さまざまな機能を実行する際に、ゲスト 
OS で開始します。

ホスト OS からゲスト OS にメッセージを渡します。

Workstation で電源操作を選択したときに、オペレーティング システムでコマン
ドを実行して、Linux、FreeBSDE、または Solaris システムのシャットダウンや再
起動を完全に実行します。

Windows ゲストでは、ゲスト OS とホスト OS の間をマウス カーソルが自由に移
動できるようにします。

Windows ゲストで、ゲストの画面解像度をホストの画面解像度に合わせる、ま
たはホストの画面解像度をゲストの画面解像度に合わせます。

ゲスト OS の時刻をホスト OS の時刻と同期化します。

ゲスト OS の処理を自動化するスクリプトを実行します。これらのスクリプト
は、仮想マシンの電源状態が変化すると実行されます。

VMware Tools サービスは、NetWare オペレーティング システムにはインストールさ
れません。代わりに、vmwtool プログラムがインストールされます。このプログラ
ムは時刻を同期化し、また、CPU アイドル プログラムのオン / オフを設定すること
ができます。

VMware デバイス ドライバ 
次のデバイス ドライバが含まれます。

高い画面解像度と極めて高速なグラフィックス パフォーマンスを提供する SVGA 
ディスプレイ ドライバ。

すべての 64 ビット Windows ゲストおよび 32 ビット Windows Server 2003、
Windows Server 2008、Windows Vista、Windows 7 ゲストに必要となるオーディ
オ ドライバ。

一部のゲスト OS 向け VMXNet ネットワーク ドライバ。

一部のゲスト OS 向け BusLogic SCSI ドライバ。

VMware のマウス ドライバ。

共有フォルダを処理するカーネル モジュール（Windows では hgfs.sys、Linux 
および Solaris では vmhgfs）。
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Virtual Machine Communication Interface（VMCI）ドライバ。仮想マシン間で効
率的な高速通信のために最適化されたクライアントサーバ アプリケーションを
作成できます。

PVSCSI アダプタ用準仮想 SCSI ドライバ。一部の仮想化されたアプリケーション
のパフォーマンスを向上させます。

VMware ユーザー プロセス
プログラム ファイルは、Windows ゲストでは VMwareUser.exe という名前で、
Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストでは vmware-user という名前です。NetWare 
ゲストでは、vmware-user の代わりに vmwtool プログラムがインストールされます。

VMware ユーザー プロセスは、ゲスト OS で次に示す機能を実行します。

ホスト OS と Windows、Linux、Solaris、および FreeBSD ゲスト OS の間で、テキ
ストおよびファイルのコピーと貼り付けを実行できるようにします。

ホスト OS と Windows、Linux、Solaris、および FreeBSD ゲスト OS の間で、ファ
イルをドラッグ アンド ドロップ操作できるようにします。

Windows および Linux ゲストでユニティ機能を使用できるようにします。

Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストでは、SVGA ドライバがインストールされ
ていない場合にマウス カーソルの有効化 / 解放を行います。

Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストで、ゲストの画面解像度をホストの画面
解像度に合わせます。

このプロセスは、X11 セッションを開始すると開始されます。他のメカニズムを使用
してプロセスを開始するときは、「セッション マネージャを使用しない場合に 
VMware ユーザー プロセスを手動で起動する（P.116）」を参照してください。

NetWare オペレーティング システムでは、vmwtool プログラムはマウス カーソルの
有効化 / 解放を行います。また、テキストのコピーと貼り付けを実行できるようにし
ます。ホストと NetWare ゲスト OS との間では、ファイルのドラッグ アンド ドロッ
プや、コピーと貼り付けは実行できません。

VMware Tools コントロール パネル
VMware Tools コントロール パネルを使用して、設定の変更、仮想ディスクの圧縮、
および仮想デバイスの接続と切断を実行できます。「VMware Tools コントロール パネ
ルを開く（P.122）」を参照してください。
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[ ソフトウェアの更新 ] を使用した VMware Tools のダウン
ロードおよびインストール

ソフトウェア コンポーネントの更新により、ゲスト OS 向けの最新のサポートをシス
テムが利用できます。Workstation 7.x 以降では、この機能を使用して、VMware Tools 
などのコンポーネントの最新バージョンをダウンロードできます。

Workstation の [ 環境設定 ] メニュー内の [ アップデート ] タブにある [ ソフトウェアの
更新 ] セクションで、すべてのコンポーネントのダウンロード、ソフトウェアの更新
オプションの設定、VMware アップデート サーバにアクセスするためのプロキシ オ
プションの構成を行うことができます。すべてのコンポーネントをダウンロードする
には、「すべてのソフトウェア コンポーネントのホストへのダウンロード（P.105）」
を参照してください。

始める前に、次の操作を実行してください。

[アップデート] タブの [必要に応じてソフトウェア コンポーネントを確認する] オ
プションを有効にします。

プロキシを使用してインターネットにアクセスしている場合、[ 接続設定 ] ダイア
ログ ボックスで、VMware アップデート サーバに接続するためにプロキシ設定
を構成します。

ネットワーク接続を確認します。

[ ソフトウェアの更新 ] を使用して VMware Tools をダウンロードおよびインストール
するには

1 Workstation を起動します。

2 仮想マシンをパワーオンします。

利用可能なアップデートがある場合、最新の VMware Tools をダウンロードする
ためのプロンプトが表示されます。

3 VMware Tools のダウンロード方法を選択します。

VMware Tools を今すぐインストールするには [ ダウンロードしてインストー
ル ] を選択します。

[ 非表示 ] をクリックすると、[ ダウンロード ] ダイアログ ボックスが 
Workstation のステータス バーに最小化されます。ステータス バーの矢印を
クリックすると、ダイアログ ボックスを再表示できます。

今は VMware Tools のダウンロードを行わず、後でコンポーネントをダウン
ロードするように促す通知を受信するには、後で通知する を選択します。
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4 [VM] - [VMware Tools のインストール ] または [VMware Tools のアップデート ] を
選択し、インストールを続行します。

各種ゲスト OS 上での VMware Tools のインストールの詳細については、「VMware 
Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

すべてのソフトウェア コンポーネントのホストへのダウンロード
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場合、VMware Tools 
など、利用可能なすべてのソフトウェア コンポーネントをホストにダウンロードで
きます。

VMware Tools が付属していないバージョンの Workstation をインストールする場合
は、正常に機能するように、VMware Tools サービスの VMware Tools、VMware デバ
イス ドライバ、VMware ユーザー プロセス、および VMware Tools コントロール パネ
ル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 Tools のコンポー
ネント（P.101）」を参照してください。

すべてのソフトウェア コンポーネントをホストにダウンロードするには

1 Workstation を起動します。

2 Workstation メニューで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

3 [ アップデート ] タブを選択し、[ 今すぐすべてのコンポーネントをダウンロー
ド ] をクリックしてダウンロードを開始します。

4 （オプション）[ 非表示 ] をクリックすると、[ ダウンロード ] ダイアログ ボック
スが Workstation のステータス バーに最小化されます。ステータス バーの矢印を
クリックすると、ダイアログ ボックスを再表示できます。

5 [OK] をクリックして [ 環境設定 ] ダイアログ ボックスを閉じます。

VMware Tools のインストール
VMware Tools のインストーラは、Workstation とともに ISO イメージ ファイルとして
格納されます。Workstation はこれらのファイルの最新バージョンを当社 Web サイト
からダウンロードします。

[VM] - [VMware Tools のインストール ] を選択すると、Workstation は、特定のオペ
レーティング システム用の ISO ファイルの最新バージョンがダウンロード済みかどう
かを調べます。最新バージョンのファイルがないか、そのオペレーティング システ
ム用のイメージ ファイルがまだダウンロードされていない場合は、ファイルをダウ
ンロードするように求められます。

ISO イメージ ファイルの最新バージョンがある場合、Workstation は仮想マシンの最
初の仮想 CD-ROM ドライブを適切な ISO イメージ ファイルに一時的に接続します。
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インストールの手順はオペレーティング システムによって異なります。

Windows ゲストへの VMware Tools のインストール（P.106）

Linux ゲストへの VMware Tools のインストール（P.111）

Solaris ゲストへの VMware Tools のインストール（P.113）

FreeBSD ゲストへの VMware Tools のインストール（P.114）

NetWare ゲストへの VMware Tools のインストール（P.115）

Windows ゲストへの VMware Tools のインストール 
VMware Tools は、Windows 3.x を除くすべての Windows ゲスト OS でサポートされて
います。メニュー コマンドを使用して VMware Tools をインストールする前に、必要
に応じて次の作業を行ってください。

仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。

Windows ホストで Workstation を実行しており、仮想マシンに CD-ROM ドライ
ブが 1 つしか設定されていない場合は、CD-ROM ドライブが IDE または SCSI 
CD-ROM ドライブとして構成されていることを確認します。汎用 SCSI デバイス
として構成することはできません。必要に応じて、仮想マシンに IDE または SCSI 
CD-ROM ドライブを追加してください。「DVD/CD-ROM およびフロッピー ドラ
イブを仮想マシンに追加（P.259）」を参照してください。

物理ドライブが自動的に検出されるように仮想 CD-ROM ドライブが構成されて
いることを確認します。この作業は、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 CD ドライブを ISO イメージ ファイルに接続した場
合に必要になります。物理ドライブが自動的に検出されるように、ISO イメージ
との接続を変更してください（仮想マシンをパワーオフした状態で、[VM] - [ 設
定 ] - [CD/DVD] - [ 物理ドライブを使用する ] - [ 自動検出 ] を選択します）

ゲスト OS が Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、
Wndows Vista、または Window 7 の場合には、アドミニストレータとしてログイ
ンします。Windows 95、Windows 98、または Windows Me ゲスト OS で 
VMware Tools のインストールを行う場合は、どのユーザー権限でも構いません。

VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってください。

1 ホストの Workstation メニュー バーで、[VM] - [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。
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自動再生機能が有効になっているかどうかに応じて、ゲスト OS で次のいずれか
の状態になります。

ゲスト OS で自動再生機能が有効になっている場合、数秒後にダイアログ 
ボックスが表示されます。VMware Tools をインストールするかどうかを確
認するプロンプトが表示されます。

自動再生機能が有効になっていない場合、[ スタート ] - [ ファイル名を指定し
て実行 ] を選択し、D:¥setup¥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。

2 [ はい ] をクリックして InstallShield ウィザードを起動します。

3 後は画面の指示に従ってください。

Windows オペレーティング システムによっては、SVGA ドライバがインストー
ルされた後に、この新しいドライバを使用するために再起動することを求めるプ
ロンプトが表示されます。

4 必要に応じて仮想マシンを再起動します。

デフォルト構成のオプションを変更するには、「VMware Tools コントロール パネルを
開く（P.122）」を参照してください。

古いバージョンの Windows でのビデオ ドライバの構成
オペレーティング システムが Windows NT、Windows Me、Windows 98、または 
Windows 95 である仮想マシンに VMware Tools をインストールする場合は、ビデオ 
ドライバを手動で構成しなければならない場合があります。VMware Tools のインス
トール ウィザードの [ 完了 ] をクリックすると、SVGA ドライバのインストールに失
敗したことを示すメッセージが表示されます。

[ ノートブック ] ウィンドウ、[ 画面のプロパティ ]/[ 設定 ] ダイアログ ボックス、お
よびマシンの再起動を求めるメッセージ ボックスが表示されます。

古いバージョンの Windows 上でビデオ ドライバを構成するには、次の手順に従って
ください。

1 再起動を求めるメッセージ ボックスで、[ いいえ ] をクリックします。

[ はい ] をクリックした場合は、仮想マシンが再起動した後に、VMware Tools イ
ンストーラを再度実行してください（[VM] - [VMware Tools の再インストール ] を
選択します）。[ 修正 ] オプションを選択します。[ 修正 ] オプションを選択する
と、[ ノートブック ] ウィンドウが再度表示され、SVGA ドライバにアクセスでき
ます。
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2 ノートブック ファイルの手順に従います。

手順はオペレーティング システムごとに異なります。VMware SVGA ドライバを
選択し（通常は [ 画面のプロパティ ]/[ 設定 ] ダイアログ ボックスで）、VMware 
Tools の ISO イメージからインストールするための手順が表示されます。

英語版のノートブック ファイルの手順は、当社 Web サイトのナレッジ ベース第 
1001819 項に記載されています。

Windows ゲストへの VMware Tools の自動インストール
VMware Tools を多数の Windows 仮想マシンにインストールする場合に、インストー
ルを自動化できます。このサイレント インストール機能では、Microsoft Windows 
Installer のランタイム エンジンが使用されます。

ゲスト OS に Microsoft Windows Installer（MSI）2.0 以降のランタイム エンジンがイン
ストールされている必要があります。

最近の Windows には、バージョン 2.0 以降の MSI が含まれています。古い Windows 
ゲスト OS に VMware Tools をインストールする場合は、
%WINDIR%¥system32¥msiexec.exe ファイルのバージョンを確認してください。

このファイルが 2.0 より前のバージョンである場合は、VMware Tools インストーラに
含まれる instmsiw.exe（Windows 95 および Windows 98 ゲストの場合は 
instmsia.exe）を実行することでエンジンをアップグレードしてください。

コマンドライン オプションなど、Microsoft Windows Installer の使用に関する詳細は、
MSDN Web サイトの Windows Installer に関するページを参照してください。

Windows ゲストに VMware Tools をインストールする操作を自動化するには、次の
手順に従ってください。

1 仮想マシンの CD-ROM ドライブが VMware Tools の ISO イメージに接続されてい
ること、および仮想マシンがパワーオンしたときにその CD-ROM ドライブに接
続するように構成されていることを確認します。

a 仮想マシンを選択し、[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [CD/DVD] を選択し
ます。

b [ デバイスのステータス ] セクションで、[ パワーオン時に接続する ] チェッ
ク ボックスを選択します。

c [ 接続 ] セクションで [ISO イメージを使用 ] を選択し、Workstation をインス
トールしたディレクトリ内の windows.iso ファイルを参照して指定します。

d [OK] をクリックします。
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2 （オプション）ゲスト OS で、署名されていないドライバをインストールするこ
とを確認するプロンプトを抑制します。

ベータ版または Release Candidate 版のワークステーションをインストールする
場合は、署名されていないドライバをインストールしてよいかどうかを確認され
ます。これらの確認プロンプトを抑制するときは、次の手順に従ってください。

Windows Vista および Windows 7 以外のすべての Windows システムでは、次の
操作を実行します。

a 仮想マシンのデスクトップまたは [ スタート ] メニューで、[ マイ コン
ピュータ ] を右クリックして [ プロパティ ] を選択します。

b [ ハードウェア ] タブをクリックし、[ ドライバの署名 ] をクリックします。

c [ ドライバ署名オプション ] ダイアログ ボックスで、[ 無視 ] をクリックし、
[OK] をクリックします。

d [ システムのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

Windows Vista では、次の操作を実行します。

a [ スタート ] メニューで、[ コンピュータ ] を右クリックして [ プロパティ ] を
選択します。

b [ システムの詳細設定 ] - [ ハードウェア ] - [Windows Update ドライバ設定 ] 
を選択します。

c [ デバイスを接続したときにドライバを確認しない ] をクリックして、[OK] 
をクリックします。

d [ システムのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

Windows 7 では、次の操作を実行します。

a [ スタート ] メニューで、[ コンピュータ ] を右クリックして [ プロパティ ] を
選択します。

b [ システムの詳細設定 ] - [ ハードウェア ] - [ デバイスのインストール設定 ] - 
[ いいえ、実行内容を自分で選択します ] - [Windows Update からドライバ ソ
フトウェアをインストールしない ] を選択します。

c [ 変更内容の保存 ] をクリックします。

d [ システムのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

3 コマンド プロンプトを開き、次のコマンドを使用して VMware Tools コンポーネ
ントの一部またはすべてをインストールします。

msiexec -i "D:¥VMware Tools.msi" ADDLOCAL=ALL [REMOVE=<component>] /qn 
TRANSFORMS= <path>¥1041.msi
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（オプション）特定のコンポーネントをインストールしない場合は、このコマン
ドで  REMOVE=<component> を使用できます。

たとえば、共有フォルダ ドライバを除くすべてのコンポーネントをインストー
ルするには、コマンド ラインで次を入力します。

msiexec -i "D:¥VMware Tools.msi" ADDLOCAL=ALL REMOVE=Hgfs /qn

SVGA、Mouse、BusLogic、VMXnet、および MemCtl は、Drivers の機能です。つ
まり、次のコマンドでは、SVGA、mouse、BusLogic、vmxnet、および MemCtl 
ドライバのインストールがスキップされます。

msiexec -i "D:¥VMware Tools.msi" ADDLOCAL=ALL REMOVE=Drivers /qn

インストールに含める機能は ADDLOCAL オプションで指定します。インストール
対象から除外するには、REMOVE オプションを使用します。

表5-1  VMware Tools コンポーネント値

有効なコン
ポーネント値 説明

Toolbox VMware Tools コントロール パネルとそのユーティリティ。この機
能を使用しないと VMware Tools をゲスト オペレーティング システ
ムで使用できなくなります。この機能を除外することは推奨され
ていません。

Drivers SVGA、マウス、BusLogic、および vmxnet ドライバが含まれます。
SVGA　VMware SVGA ドライバ。この機能をインストールしな
いと、仮想マシンのディスプレイ機能が制限されます。
Mouse　VMware のマウス ドライバ。この機能をインストール
しないと、仮想マシンのマウスのパフォーマンスが低下し
ます。
Buslogic　VMware BusLogic ドライバ。LSI Logic ドライバを
使用するように設定されている仮想マシンの場合は除外でき
ます。
VMXNet　VMware VMXnet ネットワーク ドライバ。

MemCtl VMware メモリ コントロール ドライバ。VMware ESX Server で仮想
マシンを使用する場合は、このドライバを使用してください。こ
の機能を使用しないと、VMware ESX Server システムで動作する仮
想マシンのメモリ管理機能が低下します。

Hgfs VMware 共有フォルダ ドライバ。VMware Workstation で仮想マシ
ンを使用する場合は、このドライバを使用してください。この機
能を使用しないと、仮想マシンと Workstation ホストの間でフォル
ダを共有できなくなります。
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Linux ゲストへの VMware Tools のインストール
開始する前に、仮想マシンがパワーオン状態で、ゲスト OS が動作していることを確
認してください。

Linux ゲスト OS に VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ホストで、[VM] - [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。現在のバージョンがインス
トールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools の再インストール ] に
なります。

2 ゲストで、root としてログインします。

3 お使いの Linux ディストリビューションで CD-ROM が自動的にマウントされない
場合、VMware Tools の仮想 CD-ROM イメージをマウントします。

a 必要に応じて、/mnt/cdrom ディレクトリを作成します。

mkdir /mnt/cdrom

b CD-ROM ドライブをマウントします。

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。

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

4 ワーキング ディレクトリを変更します（たとえば、次のようにして /tmp に変更
します）。

cd /tmp

5 以前にインストールしたものがある場合は、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。たいていは、/tmp/vmware-tools-distrib に置
かれています。
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6 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。

7 必要に応じて、CD-ROM イメージのマウントを解除します。

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。

umount /dev/cdrom 

8 VMware Tools インストーラを実行します。

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

画面に表示された質問に答えてください。デフォルト値を選択するには、
<Enter> を押してください。インストーラ ファイルの実行が終了した後に、構成
ファイル（vmware-config-tools.pl）が実行されます。

9 VMware Tools を更新する場合は、仮想マシンを再起動するか、pvscsi、
vmxnet、および vmxnet3 Linux カーネル モジュールを手動でリロードします。

モジュールをリロードする場合、仮想マシンのネットワークは中断されます。

10 次のコマンドを入力して、ネットワークを復元します。

/etc/init.d/network stop
rmmod vmxnet
modprobe vmxnet
/etc/init.d/network start

11 root アカウントからログアウトします。

exit

12 （オプション）グラフィック環境を起動します。

13 X ターミナルで、VMware ユーザー プロセスを開始するには、次のコマンドを入
力します。

vmware-user

VMware Tools のデフォルト構成オプションを変更するには、「VMware Tools コント
ロール パネルを開く（P.122）」を参照してください。
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Solaris ゲストへの VMware Tools のインストール
開始する前に、仮想マシンがパワーオン状態で、ゲスト OS が動作していることを確
認してください。

Solaris ゲスト OS に VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ホストで、[VM] - [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。現在のバージョンがインス
トールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools の再インストール ] に
なります。

2 ゲストで、root としてログインします。

3 必要に応じて、VMware Tools の CD-ROM イメージをマウントします。

通常は、Solaris ボリューム マネージャ（vold）によって /cdrom/vmwaretools 
に CD-ROM がマウントされます。CD-ROM がマウントされない場合は、次のコ
マンドを使用してボリューム マネージャを再起動します。

/etc/init.d/volmgt stop
/etc/init.d/volmgt start

4 ワーキング ディレクトリを変更します（たとえば、次のようにして /tmp に変更
します）。

cd /tmp

5 VMware Tools を展開します。

gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -

6 VMware Tools インストーラを実行します。

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

構成プロンプトに応答します。デフォルト値を選択するには、<Enter> を押して
ください。

7 root のアカウントからログアウトします。

exit

8 （オプション）グラフィック環境を起動します。
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9 X ターミナルで、VMware ユーザー プロセスを開始するには、次のコマンドを入
力します。

vmware-user

VMware Tools のデフォルト構成オプションを変更するには、「VMware Tools コント
ロール パネルを開く（P.122）」を参照してください。

FreeBSD ゲストへの VMware Tools のインストール
開始する前に、仮想マシンがパワーオン状態で、ゲスト OS が動作していることを確
認してください。

FreeBSD ゲスト OS に VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 ホストで、[VM] - [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。現在のバージョンがインス
トールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools の再インストール ] に
なります。

2 ゲスト OS がテキスト モードで動作していることを確認します。

X の実行中は VMware Tools をインストールできません。

3 ゲストで、root としてログインします。

4 必要に応じて、次のようなコマンドを入力して、VMware Tools の仮想 CD-ROM 
イメージをマウントします。

mount /cdrom 

一部の FreeBSD ディストリビューションは自動的に CD-ROM をマウントします。
お使いのディストリビューションが自動マウントを使用している場合、この手順
は省略してください。

5 ワーキング ディレクトリを変更します（たとえば、次のようにして /tmp に変更
します）。

cd /tmp

6 VMware Tools tar ファイルを解凍します。

tar zxpf /cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz
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7 必要に応じて、VMware Tools の CD-ROM イメージのマウントを解除します。

umount /cdrom 

お使いのディストリビューションが自動マウントを使用している場合は、イメー
ジのマウントを解除する必要はありません。

8 VMware Tools インストーラを実行します。

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

9 root のアカウントからログアウトします。

exit

10 （オプション）グラフィック環境を起動します。

11 X ターミナルで、VMware ユーザー プロセスを開始するには、次のコマンドを入
力します。

vmware-user

FreeBSD 4.5 ゲスト OS の最小インストールでは、VMware Tools が起動しないこ
とがあります。

VMware Tools のデフォルト構成オプションを変更するには、「VMware Tools コント
ロール パネルを開く（P.122）」を参照してください。

NetWare ゲストへの VMware Tools のインストール
開始する前に、仮想マシンがパワーオン状態で、ゲスト OS が動作していることを確
認してください。

NetWare ゲスト OS に VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 ホストで、[VM] - [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。現在のバージョンがインス
トールされている場合は、メニュー項目は [VMware Tools の再インストール ] に
なります。

2 ゲストで次のいずれかの操作を実行して、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ドライバを読み込みます。

NetWare 6.5 仮想マシンの場合は、システム コンソールで次のように入力し
ます。

LOAD CDDVD
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NetWare 6.0 または NetWare 5.1 仮想マシンの場合は、システム コンソール
で次のように入力します。

LOAD CD9660.NSS

NetWare 4.2 仮想マシンの場合は、システム コンソールで次のように入力し
ます。

load cdrom

次のように入力して、VMware Tools CD-ROM イメージをマウントします。

cd mount vmwtools

3 システム コンソールで、次のいずれかを入力します。

NetWare 5.1、6.0、または 6.5 の場合 

vmwtools:¥setup.ncf

NetWare 4.2 の場合

vmwtools:¥setup

インストールが完了したら、「NetWare の VMware Tools が実行中です」とい
うメッセージがロガー画面（NetWare 6.5 と NetWare 6.0 のゲスト）またはコン
ソール画面（NetWare 4.2 および 5.1 のゲスト）に表示されます。

4 NetWare 4.2 ゲストの場合は、次の手順に従ってゲスト OS を再起動します。

a システム コンソールに次のように入力して、システムをシャットダウンし
ます。

down

b システム コンソールに次のように入力して、ゲスト OS を再起動します。

restart server

5 VMware Tools 仮想 CD-ROM イメージ（netware.iso）が仮想マシンに関連付け
られていないことを確認してください。

関連付けられている場合は、解除してください。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 ] を選択します。

セッション マネージャを使用しない場合に VMware ユーザー プロ
セスを手動で起動する

Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストの VMware Tools で使用可能な実行可能プログ
ラムの 1 つに、vmware-user があります。このプログラムは、ゲストをウィンドウ
に合わせる機能およびユニティ モードなどの機能を実装します。
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通常は、VMware Tools を構成した後にデスクトップ環境からログアウトして再びロ
グインすると、vmware-user が自動的に起動します。次の環境では、vmware-user 
プロセスを手動で起動する必要があります。

X セッションを実行するときにセッション マネージャを使用しない場合
（startx を使用してデスクトップを起動し、xdm、kdm、または gdm を使用しな
い場合など）

gdm または xdm を使用せずに、一部の古いバージョンの GNOME を使用する場合

http://standards.freedesktop.org から入手できる Desktop Application Autostart 
Specification 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する場合

UNIX 上でセッション マネージャを使用しない場合に VMware ユーザー プロセスを手
動で起動するときは、次のようにしてください。

次のいずれかを実行します。

X セッションを開始するときに vmware-user を起動するときは、vmware-user 
を .xsession ファイルや .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-user プログラムは、バイナリ プログラムのインストール先ディレクト
リに格納されます。このディレクトリは、デフォルトでは /usr/bin に設定され
ます。変更する起動スクリプトは、お使いのシステムによって異なります。

VMware Tools ソフトウェアを更新した後で、または特定の機能が動作していな
いことがわかった場合に、vmware-user を起動するときは、ターミナル ウィン
ドウを開いて次のコマンドを入力します。

vmware-user

VMware Tools 更新プロセス
仮想マシンをパワーオンすると、Workstation は VMware Tools の更新を確認しま
す。新しいバージョンが使用できる場合は、[ ソフトウェアの更新 ] ダイアログ 
ボックスで、最新の VMware Tools をダウンロードするためのプロンプトが表示さ
れます。「[ ソフトウェアの更新 ] を使用した VMware Tools のダウンロードおよびイ
ンストール（P.104）」を参照してください。

Workstation 4.x、5.x、および 6.x に付属の VMware Tools から更新するときは、前の
バージョンの VMware Tools がアンインストールされる場合があります。

Linux ゲストおよび Windows ゲスト上の VMware Tools の更新については、自動的に
更新されるようにゲストを設定するか、または手動で更新を実行するかを選択できま
す。その他のゲスト上では、手動で更新する必要があります。
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VMware Tools を更新するときは、デフォルト スクリプトに変更を加えている場合、
それらは上書きされます。独自に作成したカスタム スクリプトはそのまま残ります
が、根底にある変更によるデフォルト スクリプト強化のメリットを得ることはでき
ません。

自動更新の仕組み
Windows および Linux ゲスト システムでは、仮想マシンがパワーオンしたときに 
VMware Tools が自動更新されるように設定できます。更新の実行中には、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。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 30 秒間表示されます。ログインしていない場合は、プロンプトが表
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。

自動更新についての詳細は、「グローバル設定を使用して VMware Tools を自動的に更
新する（P.119）」と 「仮想マシンごとの VMware Tools 更新オプションの設定

（P.119）」を参照してください。

手動更新できることを知らせる
Windows および Linux ゲストでは、手動アップデートを実行することを指定できま
す。その他のオペレーティング システムでは、手動アップデートを実行する以外の
方法はありません。

新しいバージョンを利用可能であることを示すメッセージがゲスト システムのス
テータス バーに表示されます。アップデート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。Linux ゲストでは、
更新を行った後に VMware ユーザー プロセス（vmware-user）は自動的に再起動し
ません。手動で起動するか、またはウィンドウ マネージャをログアウトしてから再
度ログインする必要があります。

Windows では、VMware Tools コントロール パネルを開き（タスクバーの通知領域に
ある [VMware Tools] アイコンをダブルクリック）、[ オプション ] タブで [ アップデー
ト ] をクリックする方法もあります。
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グローバル設定を使用して VMware Tools を自動的に更新する
仮想マシンが起動するときに、ほとんどまたはすべての Windows ゲストまたは Linux 
ゲストの VMware Tools を自動的に更新するには、最初にグローバル環境設定を構成
してから、そのグローバル環境設定を使用する更新オプションを仮想マシンごとに構
成します。

始める前に、Linux ホストを使用している場合は、root になってから Workstation を
起動します。Linux システムでは、root 以外のユーザーが VMware Tools の更新に関す
る環境設定を変更することはできません。

グローバル設定を使用して VMware Tools を自動的に更新するには、次の手順に従っ
てください。

1 Workstation を起動します。

2 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択して、[ アップデート ] タブをクリックします。

3 [VMware Tools の更新 ] セクションで、チェック ボックスを選択して、[OK] をク
リックします。

4 各仮想マシンごとに、次の手順を実行します。

a 仮想マシンを選択します。

b [VM] - [ 設定 ] を選択します。

c [ オプション ] タブをクリックし、[ ツール ] を選択します。

d グローバル環境設定を使用するように仮想マシンが設定されていることを確
認して、[OK] をクリックします。

仮想マシンごとの VMware Tools 更新オプションの設定
Linux ゲストと Windows ゲスト上の VMware Tools を自動的に更新するために、この
手順を使用してグローバル設定を上書きします。

自動更新は、Workstation 5.5（ビルド 29772）以降に組み込まれているバージョンの 
VMware Tools で機能します。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 では機能しません。

仮想マシンごとの VMware Tools 更新オプションを設定するには、次の手順に従って
ください。

1 Linux または Windows 仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ ツール ] を選択します。
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4 更新オプションを選択して、[OK] をクリックします。

アップデート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。プラットフォーム別のインストール手順につい
ては、「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

古い Windows 仮想マシン内の VMware Tools の更新
Microsoft インストーラによって更新が実行されるときは、すでにインストールされ
ていることが確認されたコンポーネントのみが更新されます。新しいコンポーネント
は追加されません。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。具体的には、ファイルを共有するための Workstation 6.x 以降のコンポーネ
ント、およびファイルをドラッグ アンド ドロップするための Workstation 6.x 以降の
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入手するには、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。

古い Windows 仮想マシン内の VMware Tools を更新するには、次の手順に従ってく
ださい。

1 古いバージョンの VMware Tools をアンインストールするには、ゲストのコント
ロール パネルの [ プログラムの追加と削除 ] を使用します。

2 新しいバージョンの VMware Tools をインストールするときは、「VMware Tools 
のインストール（P.105）」を参照してください。

VMware Tools のアンインストール
VMware Tools の更新が不完全な場合があります。この問題は通常、VMware Tools を
アンインストールしてから再インストールすることで解決できます。

VMware Tools をアンインストールするには、次の手順に従ってください。

ゲスト OS に応じて、次のいずれかを実行します。

大部分の Windows ゲストの場合は、Administrator ユーザーとしてログインし、
ゲスト OS の [ プログラムの追加と削除 ] を使用して VMware Tools を削除します。

Windows Vista、Windows 7、および Server 2008 ゲストの場合は、ゲスト OS の
 [ プログラムと機能 ] - [ プログラムのアンインストール ] 項目を使用して VMware 
Tools を削除します。
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Linux、Solaris、FreeBSD、および NetWare ゲストの場合は、root の権限でログイ
ンし、次のコマンドを入力します。

vmware-uninstall-tools.pl

RPM インストーラを使用して VMware Tools をインストールした Linux ゲストの
場合は、root の権限でログインし、次のコマンドを入力します。

rpm -e VMwareTools

Workstation 4、5、および 6 には、VMware Tools の RPM インストーラおよび tar 
インストーラが含まれていました。Workstation 7 以降のリリースには tar インス
トーラのみが含まれます。

Windows ゲストのインストール済みモジュールの修復また
は変更

VMware Tools を更新した後に拡張ファイル共有などの機能が動作しない場合には、
インストール済みモジュールの変更または修復が必要な場合があります。必ず次の手
順に従ってください。ゲストの Windows コントロール パネルの [ プログラムの追加
と削除 ] 項目を使用しないでください。

インストール済みモジュールを修復または変更するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Workstation で仮想マシンを選択し、[VM] - [VMware Tools の再インストール ] を
選択します。

2 [ ようこそ ] ページで [ 次へ ] をクリックし、次のいずれかを実行します。

[ 修正 ] をクリックして、すでにインストールされているコンポーネントの
ファイル、レジストリ設定などを修復します。

[ 変更 ] をクリックして、インストールされているモジュールを指定します。

更新中は、新しいモジュールの一部がインストールされないことがありま
す。[ 変更 ] オプションを使用して新しいモジュールを手動でインストール
できます。

3 ウィザードを最後まで操作します。

それでも機能が動作しない場合は、VMware Tools をアンインストールして再インス
トールしてください。
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VMware Tools コントロール パネルを開く
VMware Tools 構成設定の変更、仮想ディスクの圧縮、および仮想デバイスの接続と
切断を行うときは、VMware Tools コントロール パネルを使用します。

開始する前に、ゲスト OS に VMware Tools がインストールされていることを確認し
ます。

Windows Vista および Windows 7 ゲストでは、Administrator ユーザーとしてオペレー
ティング システムにログインしてください。

VMware Tools コントロール パネルを開くには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

Windows ゲストの場合は、ゲストの Windows タスクバーの通知領域で [VMware 
Tools] のアイコンをダブルクリックします。

通知領域に [VMware Tools] のアイコンが見つからない場合は、ゲストの 
Windows コントロール パネルを使用して表示してください。

Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストの場合は、ターミナル ウィンドウを開い
て次のコマンドを入力します。

/usr/bin/vmware-toolbox 

NetWare ゲストの場合は、次のいずれかを実行します。

NetWare 5.1 以降のゲストの場合は、[Novell] - [Settings] - [VMware Tools for 
NetWare] を選択します。

NetWare 4.2 のゲストの場合は、システム コンソールで VMware Tools コマン
ドを使用します。VMware Tools のプログラムは、vmwtool です。

Windows コントロール パネルを使用してタスクバー アイコンを表
示する

VMware Tools が Windows ゲスト OS にインストールされているのに、[VMware Tools] 
アイコンが Windows タスクバーの通知領域に表示されない場合には、Windows のコ
ントロール パネルを使用して表示できます。

Windows コントロール パネルを使用してタスクバー アイコンを表示するには、次の
手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル ] を選択します。

2 [VMware Tools] アイコンをダブルクリックします。
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3 [ オプション ] タブで、[VMware Tools をタスクバーに表示 ] を選択して [ 適用 ] を
クリックします。

[ オプション ] タブの設定
VMware Tools コントロール パネルの [ オプション ] タブには、次のオプションがあり
ます。

仮想マシンとホスト OS の間の時間の同期を有効にする　ゲスト OS の時刻がホ
ストの時刻と同じになるように設定してから、ゲスト OS の時刻がホストの時刻
と一致しているかどうかを定期的（毎分）に確認します。一致しない場合は、ゲ
ストのクロックがホストのクロックと一致するように同期化されます。

ゲストのクロックがホストのクロックよりも遅れている場合は、VMware Tools 
によって、ホストのクロックと一致するようにゲストのクロックが進められま
す。ゲストのクロックがホストのクロックよりも進んでいる場合は、VMware 
Tools によって、クロックが同期化されるまでゲストのクロックの動きを遅くし
ます。

このオプションを使用する場合は、その他の時刻同期化機能をすべて無効にして
ください。たとえば、ゲストの中には、NTP クロックまたは CMOS クロックと
の同期化がデフォルトでオンになっているものがあります。

VMware Tools の時刻の定期的な同期化を有効にするかどうかに関係なく、
VMware Tools デーモンが起動するとき（再起動やパワーオン操作のときなど）、
サスペンド操作から仮想マシンを再開するとき、スナップショットまで戻った
後、およびディスクを圧縮した後は、時刻の同期化が行われます。オペレーティ
ング システムが起動または再起動するとき、およびはじめて時刻の定期的な同
期化を有効にするときの同期化では、時刻を進める場合と遅らせる場合がありま
す。他のイベントの同期化では、時刻は常に進められます。

時刻の同期化を完全に無効にするときは、「仮想マシン構成ファイルを編集して
時刻同期化を無効にする（P.124）」を参照してください。

VMware Tools をタスクバーに表示　（Windows ゲストのみ）タスクバーの通知
領域に VMware Tools アイコンが表示されます。アイコンを見れば、VMware 
Tools が動作しているかどうか、およびアップデートを入手できるかどうかがわ
かります。

アップデート可能な場合は通知する　（Windows ゲストのみ）アップデートを入
手できる状態になると、VMware Tools のアイコン上に黄色の注意アイコンが表
示されます。
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Tools のアップデート　（Windows ゲストのみ）アップデートが入手できる状態
になると、有効になります。このボタンをクリックすると、Workstation メ
ニュー バーから [VM] - [VMware Tools のアップデート ] を選択する場合と同じ操
作を実行できます。

仮想マシン構成ファイルを編集して時刻同期化を無効にする
VMware Tools コントロール パネル（[ オプション ] タブ）を使用して時刻の定期的な
同期化を無効にしている場合でも、仮想マシンの時刻がホストに同期化される場合が
あります。仮想マシン構成ファイルを編集することで、時刻同期化を完全に無効にで
きます。

次の手順に従ってゲストの時刻を正しくない状態にすれば、ゲストがホストに同期化
されなくなります。

仮想マシン構成ファイルを編集して時刻同期化を無効にするには、次の手順に従って
ください。

1 仮想マシンをパワーオフします。

2 仮想マシンの構成ファイル（.vmx）をテキスト エディタで開き、次のオプショ
ンを FALSE に設定します。

3 ファイルを保存して閉じます。

表5-2  時刻同期化オプション

オプション名 同期化が発生するイベント

tools.syncTime 定期的（通常は 1 分に 1 回）。時刻を進める同
期化だけが行われます。

time.synchronize.continue スナップショットを設定するとき。時刻を進め
る同期化だけが行われます。

time.synchronize.restore スナップショットまで戻るとき。時刻を進める
同期化だけが行われます。

time.synchronize.resume.disk サスペンド状態の仮想マシンをレジュームする
とき。時刻を進める同期化だけが行われます。

time.synchronize.shrink 仮想ディスクを圧縮するとき。時刻を進める同
期化だけが行われます。

time.synchronize.tools.startup ゲスト OS を起動するとき。時刻を進める同期
化または時刻を戻す同期化が行われます。
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[ デバイス ] タブの設定
VMware Tools コントール パネルの [ デバイス ] タブには、取外し可能デバイス（フ
ロッピー ドライブ、DVD/CD-ROM ドライブ、ISO イメージ、USB デバイス、サウン
ド カード、ネットワーク アダプタなど）を有効にして接続するためのオプションが
用意されています。デフォルトでは、仮想マシンがパワーオンされているときに、フ
ロッピー ドライブは接続されません。

デバイスを接続および切断するためのコントロールは、システム管理者が無効にして
いるかどうかによって、使用できないことがあります。

リストに表示されるはずのネットワーク アダプタが表示されないことがあります。
この現象が起きる場合は、仮想マシン設定を編集してすべてのネットワーク アダプ
タをリストから取り除いてから、それらをリストに再度追加してください。

デバイスの接続と切断は、VMware Tools コントロール パネルを使用する以外に、仮
想マシン ウィンドウのステータス バーにあるデバイス アイコンを右クリックして行
うこともできます。「仮想マシン内での取外し可能デバイスの使用（P.187）」を参照
してください。

[ スクリプト ] タブの設定
VMware Tools コントロール パネルの [ スクリプト ] タブで、仮想マシンの電源状態を
変更するときのゲスト OS の動作を自動化するために利用できるスクリプトを、編集
したり、無効にしたり、実行することができます。

このタブで、[ サスペンド ]、[ レジューム ]、[ パワーオン ]、[ パワーオフ ]、および
 [ リセット ] ボタンのカスタム スクリプトの場所を指定することもできます。Linux、
Solaris、および FreeBSD ゲストの場合、このタブを使用するには root の権限でログイ
ンする必要があります。

VMware Tools がインストールされていて、ゲスト オプションを使用するように仮想
マシンの電源制御を構成しているゲスト OS では、ほとんどの場合、仮想マシンの電
源状態を変更するとゲスト上でデフォルトのスクリプトが実行されます。

たとえば、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ パワー ]）を使
用して、[ パワーオフ ] コントロールで [ ゲストをシャットダウン ] を選択し、
Workstation ツール バーで [ パワーオフ ] ボタンをクリックすると、
poweroff-vm-default スクリプトが実行されます。このスクリプトにより、ゲスト 
OS が安全にシャットダウンされます。

スクリプトはほとんどのゲスト OS で実行できますが、Windows 95 および NetWare 
ゲストでは実行できません。「スクリプトの実行または無効化（P.131）」を参照して
ください。
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[ 圧縮 ] タブの設定
VMware Tools コントロール パネルの [ 圧縮 ] タブには、仮想ディスクの未使用領域を
再利用するためのオプションが用意されています。仮想マシンを圧縮できない場合
は、このタブに仮想ディスクを圧縮できない理由が表示されます。

ディスクの圧縮は、準備および圧縮という 2 つの手順で構成されます。最初の手順で
は、VMware Tools がディスク パーティションのすべての未使用領域（削除された
ファイルなど）を回収し、圧縮の準備をします。この手順はゲスト OS で行われ
ます。

次の手順が圧縮プロセスで、仮想マシンの外部で行われます。VMware アプリケー
ションによって、準備手順で回収されたディスク領域に基づいて、ディスクのサイズ
が縮小されます。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。「仮想ディスクの圧
縮（P.248）」を参照してください。

Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストで仮想ディスクを圧縮するには、root の権限
で VMware Tools を実行する必要があります。root 以外のユーザーとして仮想ディス
クを圧縮すると、仮想ディスクで root の権限が必要な部分を圧縮する準備ができま
せん。

[ バージョン情報 ] タブ
[ バージョン情報 ] タブには、VMware Tools のバージョン（ビルド番号）と著作権の
情報が表示されます。Windows ゲストでは、このタブに VMware Tools サービスの状
態も表示されます。

NetWare ゲストでの VMware Tools の構成
NetWare 仮想マシンでは、システム コンソールを利用して特定の仮想マシン オプ
ション（時刻同期化、CPU のアイドリング、VMware Tools とのデバイス構成など）
を設定できます。VMware Tools のコマンドライン プログラムは vmwtool です。

NetWare ゲストで VMware Tools を構成するには、次の手順に従ってください。

1 NetWare ゲストでターミナル ウィンドウ（システム コンソール）を開きます。

2 次の書式でコマンドを入力します。

vmwtool <コマンド >

<コマンド > は、表 5-3 のリストに含まれるコマンドのいずれか 1 つが入り
ます。
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表5-3  vmwtool コマンド

vmwtool コマンド 説明

help VMware Tools コマンドの概要と NetWare ゲストでの
オプションを表示します。

partitonlist 仮想ディスクに存在する全ディスク パーティション
と各パーティションが圧縮可能かどうかの状態を示す
一覧を表示します。

shrink [<パーティション >] 一覧されたパーティションを圧縮します。パーティ
ションを指定しないでこのコマンドを実行すると、
仮想ディスクのすべてのパーティションが圧縮され
ます。
圧縮プロセスの状態は、システム コンソールの下部
に表示されます。

devicelist 仮想マシンに存在する各取外し可能デバイスとそのデ
バイス ID、デバイスの有効 / 無効の状態を表示しま
す。取外し可能デバイスには仮想ネットワーク アダ
プタ、CD-ROM、およびフロッピー ドライブが含まれ
ます。デフォルトでは、仮想マシンがパワーオンされ
ているときに、フロッピー ドライブは接続されま
せん。 

disabledevice 
[<デバイス名 >]

指定したデバイスを仮想マシン内で無効化します。デ
バイスを指定しないでこのコマンドを実行すると、仮
想マシンのすべての取外し可能デバイスが無効になり
ます。

enabledevice 
[<デバイス名 >]

指定したデバイスを仮想マシン内で有効化します。デ
バイスを指定しないでこのコマンドを実行すると、仮
想マシンのすべての取外し可能デバイスが有効になり
ます。

synctime [on|off] ゲスト OS のホスト OS への時刻同期機能のオン / オフ
を設定します。デフォルトでは、時刻同期はオフに
なっています。
オン / オフのオプションを指定せずにこのコマンドを
実行すると、時刻同期機能の現在の状態が表示され
ます。

idle [on|off] CPU アイドル プログラムのオン / オフを設定します。
デフォルトでは、アイドル プログラムはオンになっ
ています。CPU アイドル プログラムは、NetWare ゲ
スト向けの VMware Tools に含まれています。
NetWare サーバは、オペレーティング システムがア
イドル状態になっても CPU を使用します。このため、
NetWare サーバ ソフトウェアがアイドル状態かビ
ジー状態かに関わらず、ホストから CPU 時間を消費
してしまうことになります。
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VMware Tools のカスタマイズ 
仮想マシンの電源状態が変わったときに実行するスクリプトを変更または作成する、
Linux、Solaris、または FreeBSD ゲストをシャットダウンまたは再起動するときにコ
マンドを実行する、起動スクリプトで実行するコマンドを文字列として渡す、などの
カスタマイズを行うことができます。

VMware Tools スクリプトによる電源状態の制御 
VMware Tools がインストール状態で、ゲストまたはソフトの電源オプションを使用
するように仮想マシンの電源制御を構成すると、仮想マシンの電源状態を変更するた
びにゲスト上でデフォルトのスクリプトが実行されます。電源状態の変更は、メ
ニュー コマンドを使用するか、または [ サスペンド ]、[ レジューム ]、[ パワーオン ]、
または [ パワーオフ ] ボタンをクリックして実行します。

デフォルト スクリプトの動作はゲスト OS によって一部異なります。

Windows NT と Windows Me を除くほとんどの Microsoft Windows ゲストでは、
仮想マシンをサスペンドするときに実行されるデフォルトのスクリプトは、仮想
マシンの IP アドレスを解放します。また、仮想マシンをレジュームするときに
実行されるデフォルトのスクリプトは、仮想マシンの IP アドレスを更新します

（DHCP を使用するように構成されている仮想マシンのみ）。Windows 95 ゲスト
ではスクリプトを実行できません。

Windows ゲストでは、デフォルト スクリプトは Program 
Files¥VMware¥VMware Tools フォルダに格納されています。

ほとんどの Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストでは、仮想マシンをサスペン
ドするときに実行されるデフォルトのスクリプトは、仮想マシンのネットワーク
を停止します。仮想マシンをレジュームするときに実行されるデフォルトのスク
リプトは、仮想マシンのネットワークを開始します。NetWare ゲストと FreeBSD 
ゲストではスクリプトを実行できません。

Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストでは、デフォルト スクリプトは 
/etc/vmware-tools ディレクトリに格納されています。

表 5-4 に示すように、独自に作成したスクリプトをデフォルト スクリプトの代わりに
使用することも可能です。
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VMware Tools のデフォルト スクリプトを上書きするスクリプトの作成
独自のスクリプトを作成して、電源状態の変更を制御する VMware Tools のデフォル
ト スクリプトを上書きできます。

スクリプトは VMware Tools デーモン（Windows では vmtoolsd.exe on、Linux、
Solaris、および FreeBSD では vmtoolsd）によって実行されます。vmtoolsd は Linux、
Solaris、および FreeBSD では root として、Windows では System として実行されるた
め、ログインしているユーザーのセッションとは別のセッションでスクリプトが実行
されることになります。VMware Tools デーモンはデスクトップ セッションを認識し

表5-4  VMware Tools のデフォルト スクリプト

スクリプト名 説明

poweroff-vm-default ゲストをシャットダウンするようにパワーオフ操作を構成した場
合は、このスクリプトは仮想マシンがパワーオフしているときに
実行されます。
ゲストを再起動するようにリセット操作を構成した場合は、この
スクリプトは仮想マシンがリセットしているときに実行されます。
このスクリプトは、仮想マシンのネットワークには影響を与えま
せん。

poweron-vm-default ゲストを起動するようにパワーオン操作を構成した場合は、この
スクリプトは仮想マシンがレジュームではなくパワーオンしてい
るときに実行されます。
ゲストを再起動するようにリセット操作を構成した場合は、この
スクリプトは仮想マシンが再起動した後で実行されます。
このスクリプトは、仮想マシンのネットワークには影響を与えま
せん。

resume-vm-default ゲストを起動するようにパワーオン操作を構成、またはゲストを
再起動するようにリセット操作を構成した場合は、このスクリプ
トは仮想マシンがサスペンド後にレジュームするときに実行され
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、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開始します。

suspend-vm-default ゲストをサスペンドするようにサスペンド操作を構成した場合は、
このスクリプトは仮想マシンがサスペンドしているときに実行さ
れます。
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
が開放されます。
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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ないために、グラフィカル アプリケーションを表示できません。カスタム スクリプ
トを使用してグラフィカル アプリケーションを表示しようとしないでください。

カスタム スクリプトを作成する前に、ゲスト OS が次の条件を満たしていることを確
認します。

仮想マシンで最新バージョンの VMware Tools が使用されていること。

VMware Tools サービスが仮想マシンで実行されていること。

スクリプトで実行される操作によっては、仮想ネットワーク アダプタが仮想マ
シンに接続していること。接続されていない場合は、電源操作に失敗します。

（Linux、Solaris、および FreeBSD ゲストのみ）[ スクリプト ] タブの [ 編集 ] ボタン
を使用してスクリプトを編集する場合は、ゲスト OS に xterm と vi がインス
トールされ、ユーザーの PATH 上に配置されている必要があります。スクリプト
を編集するには root 権限が必要です。

VMware Tools のデフォルト スクリプトを上書きするスクリプトを作成するには、
次の手順に従ってください。

1 デフォルト スクリプトに変更を加えて別の場所に保存することによりカスタム 
スクリプトを作成するかどうかを判断します。

Windows ゲストでは、デフォルト スクリプトは Program 
Files¥VMware¥VMware Tools フォルダに格納されています。

Linux、Solaris、および FreeBSD では、デフォルト スクリプトは 
/etc/vmware-tools ディレクトリに格納されています。

2 デフォルト スクリプトを修正して別名で保存するか、新しくスクリプトを記述
します。

Windows ゲストで新しいスクリプトを記述する場合は、バッチ ファイルとして
スクリプトを作成します。Linux、Solaris、および FreeBSD では、任意の実行可
能な形式でスクリプトを作成できます（シェル、Perl スクリプトなど）。

VMware Tools コントロール パネルの [ スクリプト ] タブにある [ 編集 ] ボタンを
使用して、カスタム スクリプトを編集することもできます。また、任意のテキ
スト エディタでこのスクリプトを編集できます。

3 各カスタム スクリプトを特定の電源操作に関連付けます。

a VMware Tools コントロール パネルの [ スクリプト ] タブで、適切なスクリプ
ト イベントを選択します。

b [ スクリプトの使用 ] チェック ボックスを選択し、[ カスタム スクリプト ] を
選択してから、[ 参照 ] ボタンでスクリプトを指定します。

c [OK] をクリックします。
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Workstation ソフトウェアの更新後に VMware Tools を再インストールする場合は、デ
フォルト スクリプトに加えた変更がすべて上書きされます。独自に作成したカスタ
ム スクリプトはそのまま残りますが、根底にある変更によるデフォルト スクリプト
強化のメリットを得ることはできません。

スクリプトの実行または無効化
カスタム スクリプトを作成する場合は、そのスクリプトを実行してから、電源操作
に関連付けてください。

スクリプトを実行または無効にするには、次の手順に従ってください。

1 VMware Tools コントロール パネルの [ スクリプト ] タブで、適切なスクリプト 
イベントを選択します。

2 次のいずれかを実行します。

スクリプトを無効にするには、[ スクリプトの使用 ] チェック ボックスを選択
解除して、[OK] をクリックします。

サスペンドとレジュームのデフォルト スクリプトは、連携して動作します。
これらのアクションのうちどちらか一方のスクリプトを無効にする場合は、
もう一方のアクションのスクリプトも無効にします。

スクリプトをすぐに実行するには、[ 今すぐ実行 ] をクリックします。

VMware Tools コントロール パネルの [ 今すぐ実行 ] ボタンをクリックす
るとスクリプトを正常に実行できるにもかかわらず、同じスクリプトを 
Workstation の電源操作の一部として実行すると失敗することがあります。
これは、[ 今すぐ実行 ] をクリックして実行されるスクリプトはログインし
たユーザーとして実行され、その電源操作のときに VMware Tools デーモン
が実行するスクリプトとはワーキング ディレクトリが異なっているため
です。

仮想マシンのパワーオフまたはリセット後のコマンド実行
Linux、Solaris、または FreeBSD ゲストでは、ゲスト OS をシャットダウンまたは再起
動するときに VMware Tools を使用して特定のコマンドを実行できます。このコマン
ドは、ゲスト OS のシャットダウン時に実行するように指定したスクリプトの後に実
行されます。

1 テキスト エディタを使用して、次のファイルを開きます。

/etc/vmware-tools/tools.conf
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2 次のコマンドの一方または両方をファイルに追加します。

halt-command = <コマンド > 

<コマンド > の部分には、ゲスト OS をシャットダウンするときに実行する
コマンドを入れます。

reboot-command = <コマンド > 

<コマンド > の部分には、ゲスト OS を再起動するときに実行するコマンド
を入れます。

ゲストの起動時にホストから文字列を渡す
ゲストが起動するときにホストから文字列を渡すには、仮想マシンがパワーオンする
ときにホストの仮想マシン構成ファイルからゲスト OS に文字列を渡します。

Windows システム ID（SID）、マシン名、IP アドレスなどのアイテムを渡すことがで
きます。ゲスト OS の起動スクリプトの中で、この文字列を受け取ることができま
す。続いて、仮想マシンのシステム ID、マシン名、または IP アドレスを設定する別
のスクリプトで、この文字列が使用されます。

たとえば、構成ファイルのコピーを複数作成して、各コピーに異なる文字列を追加し
ます（構成ファイル内またはコマンド ラインで）。同一の構成ファイルから作成され
たこれらの異なるコピーは、同じ仮想ディスクを読み取り専用モードで何度も起動す
る場合（トレーニングやテスト環境）に利用できます。

共通の構成ファイルを使用して、それぞれ一意の ID を持つ複数の仮想マシンをネッ
トワーク上にデプロイするときにも、この方法で文字列を渡すと便利です。

仮想マシンのゲスト OS に文字列を渡すときには、仮想マシン構成ファイルで文字列
を設定する方法か、コマンド ラインからゲストに文字列を渡す方法のいずれかを利
用できます。

この機能は、スクリプト言語（Perl や NetShell など）に習熟しており、またシステム
の起動スクリプトの変更方法を知っている場合にのみ利用するようにしてください。

構成ファイル内の文字列
文字列を machine.id パラメータに設定することにより、仮想マシンの構成ファイル

（.vmx ファイル）に文字列を配置します。たとえば、次のように文字列を設定すると
します。

machine.id = "Hello World." 

次の 2 つの構成ファイル（一部）の例では、同じ仮想ディスクを参照しています。各
構成ファイルには、それぞれ一意となる machine.id パラメータの文字列セットが含
まれます。
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config_file_1.vmx は次のようになっています。

ide0:0.present = TRUE
ide0:0.fileName = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
machine.id = "the_string_for_my_first_vm"

config_file_2.vmx は次のようになっています。

ide0:0.present = TRUE
ide0:0.fileName = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
machine.id = "the_string_for_my_second_vm"

文字列がサービスを介してホストからゲストに渡されないようにするには、仮想マシ
ンの構成ファイルに次の行を設定します。

isolation.tools.getMachineID.disable = "TRUE"

起動コマンド内の文字列
構成ファイルに machine.id パラメータを設定する代わりに、仮想マシンをパワーオ
ンするときにコマンド ラインからゲスト OS に文字列を渡すことができます。そのよ
うな起動コマンドの例を示します（1 行で入力します）。

"C:¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation¥vmware -s 
'machine.id=Hello World' 
C:¥Virtual Machines¥win2000¥win2000.vmx"

共通の構成ファイルを使用して、それぞれ一意の ID を持つ複数の仮想マシンをネッ
トワーク上にデプロイするときに、この方法を使用します。

vmware -s コマンドを使用して各仮想マシンを起動します。複数の仮想マシン間で
ディスク ファイル名を共有する場合は、各仮想マシンのディレクトリにディスク 
ファイルをコピーする必要があります。

Linux ホストでは、次の条件を満たしている場合に、コマンド ラインに渡されるマシ
ンの ID が優先的にゲスト OS に渡されます。

仮想マシン ID が仮想マシンを開くために使用する仮想マシン構成ファイル
（.vmx）に指定されていること。

コマンド ラインでマシン ID を指定すること。

起動スクリプト内の文字列を使用して名前と IP アドレスを設定する

次に示す例では、Windows ホストを使用して、仮想マシンのマシン名と IP アドレス
を設定するための文字列をサービスを使用して取得する方法について説明していま
す。ここでは、W2K-VM はマシン名、148.30.16.24 は IP アドレスを表しています。
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起動スクリプト内の文字列を使用して名前と IP アドレスを設定するには、次の手順
に従ってください。

1 次のいずれかの方法で文字列を指定します。

ホスト マシンで、仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）に次の行を
追加します。

machine.id = "W2K-VM 148.30.16.24" 

この構成ファイルを使用して仮想マシンを開きます。

次を 1 行に入力して、コマンド ラインから仮想マシンを開きます。

"C:¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation¥vmware -s 
'machine.id=W2K-VM 148.30.16.24' C:¥Virtual 
Machines¥win2000¥win2000.vmx"

2 次のいずれかの操作を行って仮想マシンの文字列を取得します。

Windows ゲストでは、次のコマンドを入力して文字列を取得します。

vmtoolsd --cmd machine.id.get

Linux ゲストでは、OS の起動スクリプト内のネットワーク起動セクションの
前に、次のコマンドを追加します。次に例を示します。

/usr/sbin/vmtoolsd --cmd 'machine.id.get'

vmtoolsd の場所は、インストール時に指定したディレクトリによって異な
ります。

3 この起動スクリプトをさらにカスタマイズして、起動時にサービスが取得する文
字列をスクリプトが使用して、仮想マシンのネットワーク名を W2K-VM に設定
し、IP アドレスを 148.30.16.24 に設定するように指定します。

4 コマンドがネットワーク サービスを開始する前に、スクリプトに文字列を配置
します。

たとえば、Windows 2000 ゲスト OS を使用している場合は、NetShell ユーティ
リティ（netsh）を呼び出して文字列の内容を渡すと、この文字列が使用されま
す。文字列に最初に渡されたのが IP アドレスであれば、仮想マシンで新しい IP 
アドレスが設定されます。
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ゲストと他のプログラムとの間での情報のやりとり
VMware Tools サービスを使用すると、ユーザー自身の独立したプログラム、または
パートナーやサードパーティが開発した既存のフレームワークから VMware プログラ
ミング インターフェイスを使用して、仮想マシンを管理できます。

VMware インフラストラクチャ SDK の詳細については、当社 Web サイトの VMware 
API と SDK のドキュメントのページを参照してください。

VMware Tools サービスのコマンドライン インターフェイス
の使用

VMware Tools コマンドライン インターフェイスを使って、次の操作を行うことがで
きます。

X ウィンドウを実行せずに、Linux ゲスト OS で時刻同期化を構成する。

VMware Tools をアップグレードおよびアンインストールしたり、バージョンを
判別したりする。

VMware Tools コマンドライン インターフェイスを使用するには、次の手順に従って
ください。

1 ゲスト OS で、VMware Tools デーモンがあるディレクトリに移動します。

デーモンの名前とデフォルトの場所は、OS によって異なります。

Microsoft Windows システムのデーモンは、vmtoolsd.exe です。場所は次
の通りです。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware Tools¥vmtoolsd.exe

Linux、Solaris、および FreeBSD システムのデーモンは、vmtoolsd です。
vmtoolsd の場所は、インストール時に指定したディレクトリによって異な
ります。デフォルトの場所は次の通りです。

/usr/sbin/vmtoolsd
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2 定期的な時刻同期化を構成するときは、vmx.set_option コマンドを使用します。

次の構文を使用してください。

<daemon> --cmd "vmx.set_option synctime <old_val> <new_val>"

<daemon> は、Linux、Solaris、および FreeBSD の場合 vmtoolsd、Windows シス
テムの場合 vmtoolsd.exe です。

<old_val> と <new_val> は、それぞれ古い値と新しい値です。0 は FALSE、1 は 
TRUE を意味します。

次に示す例は、Linux ゲストで時刻同期化を TRUE に設定する操作です。

./vmtoolsd --cmd "vmx.set_option synctime 0 1"

新しい設定は、仮想マシンの構成（.vmx）ファイルの tools.syncTime プロパ
ティに書き込まれます。このオプションを使用することは、VMware Tools コン
トロール パネルの [ オプション ] タブで時刻同期化オプションを使用するのと同
じです。

3 --cmd 以外のコマンドを使用するときは、--help コマンドライン コマンドを使
用してください。
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この章では、物理マシン、仮想マシン、またはシステム イメージを VMware 仮想マ
シンに変換する方法について説明します。Windows ホストで、サードパーティ製品
で作成された仮想マシンを変換することができます。

この章では、次のトピックについて説明します。

他のフォーマットからインポートするための変換プロセス（P.137）
VMware Converter と変換ウィザードとの比較（P.139）
サポートされるソース マシン（P.139）
サポートされるインポート先（P.144）
変換が設定に与える影響（P.146）
サードパーティの仮想マシンまたはシステム イメージを開く（P.148）
仮想マシン、仮想アプライアンス、またはシステム イメージのイン
ポート（P.149）

他のフォーマットからインポートするための変換プロセス
Windows ホストの Workstation 7.x には、VMware Converter 製品の変換ウィザードが
組み込まれています。変換ウィザードを使用して VMware 仮想マシンへの変換を実行
することには、次のメリットがあります。

頻繁に使用するシステム構成向けのオペレーティング システムとアプリケー
ションの再インストールの回避。

レガシーの移行における問題の回避。一部のレガシー システムは、再インス
トールしても再現できないことがあります。

物理マシンから仮想マシンへの変換。

システム イメージまたは別の
仮想マシンからの仮想マシン
の作成 6
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Norton、Symantec、および StorageCraft などの他社製品により作成された仮想
マシンやシステム イメージの使用。

Open Virtualization Format（OVF）を使用する仮想アプライアンスの変換。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。

Workstation では、3 つの方法で仮想マシンやシステム イメージの変換を実行できます。

[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドを使用すると、仮想マシンまたはシステムイメージが
すばやく変換されて開きます。Workstation はデフォルト設定を使用して自動的に
変換を行うので、ユーザーが情報を入力する必要がありません。元の Microsoft 
Virtual PC、Symantec Backup Exec System Recovery、StorageCraft ShadowProtect、
または Acronis True Image（.vmc、.spf、.sv2i、または .tib）ファイルは変更
されません。 

.ovf ファイルおよび .ova ファイルを除くサポートされているすべてのファイル 
タイプで、[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドを使用すると、ファイルを開くときにリ
ンク クローンが作成されます。.ovf ファイルまたは .ova ファイルを使用する
仮想アプライアンスを開くと、Workstation により完全クローンが作成されます。

パスワードで保護された仮想マシンまたはシステム イメージを開こうとすると、
パスワードを求めるプロンプトが表示され、Workstation により完全クローンが
作成されます。

[ ファイル ] - [ インポートまたはエクスポート ] コマンドを使用すると、変換ウィ
ザードが起動します。 ここで、変換する仮想マシンの格納場所、変換された仮想
マシンと元の仮想マシンまたはシステム イメージとの間で仮想ディスクを共有
するかどうか、および、変換された仮想マシンが VMware 製品のどのバージョン
と互換性を持つようにするかを指定できます。

[ファイル] - [Windows XP Mode 仮想マシンのインポート] コマンドを使用すると、
Windows 7 ホスト上で Windows XP Mode 仮想マシンをインポートします。

「Windows XP Mode 仮想マシンのインポート（P.149）」を参照してください。 

ウィザードにより、指定された仮想マシンやシステム イメージに基づいて VMware 
仮想マシンが作成されます。新しく移行された VMware 仮想マシンでは、元の仮想マ
シンまたはイメージの構成が保持されます。

移行プロセスは基本的に非破壊なので、引き続きオリジナルの仮想マシンを 
Microsoft Virtual PC で使用、またはオリジナルのシステム イメージを Symantec 
Backup Exec System Recovery で使用することができます。ただし、新しい VMware 仮
想マシンを元の Virtual PC 仮想マシンと同じネットワークで実行するときは、両方の
仮想マシンが共存できるように、いずれかの仮想マシンのネットワーク名と IP アド
レスを変更する必要があります。

Microsoft Virtual PC および Microsoft Virtual Server 仮想マシンの場合は、ソース仮想
ハード ディスク（.vhd）ファイルを共有することもできます。つまり、VMware 仮
想マシンから、VMware 仮想ハード ディスク（.vmdk）ファイルの代わりに元の 
.vhd ファイルに直接書き込むことができます。
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VMware Converter と変換ウィザードとの比較
Workstation 7.x には、VMware Converter 製品の変換ウィザードが組み込まれていま
す。VMware Converter は Windows ホスト向けのダウンロード可能な別個のアプリ
ケーションであり、物理マシンから仮想マシンへの移行、および仮想マシンから仮想
マシンへの移行を容易な操作で実行する、拡張性の高いソリューションです。変換
ウィザードの他に、多数のコンピュータの移行を計画するためのタスク マネージャ
も VMware Converter で提供されます。 

Workstation に組み込まれている変換ウィザードを使用すると、ローカルやリモート
の物理マシン、または VMware 以外の製品を使用して作成した仮想マシンやシステム 
イメージから VMware 仮想マシンを作成できます。さらに、仮想マシンで使用される 
VMware フォーマットを別の VMware フォーマットに変更する操作も、このウィザー
ドで実行できます。たとえば、VMware Server 仮想マシンをコピーし、そのコピーを
使用して ESX 仮想マシンを作成できます。

他の VMware Converter の機能（タスク マネージャ、複数の仮想マシンの同時インポー
ト機能など）を使用するときは、VMware Converter をダウンロードしてください。 

サポートされるソース マシン
Workstation の VMware 変換ウィザードでは、次の種類の物理および仮想マシンをイ
ンポートできます。

物理マシン

32 ビットおよび 64 ビット Windows Server 2003

32 ビットおよび 64 ビット Windows XP Professional

32 ビットおよび 64 ビット Windows Vista

VMware 仮想マシン（.vmx および .vmtn ファイル）

Workstation 4.5、5.x、6.x、および 7.x

VMware ACE 2.x

VMware Fusion 1.x

VMware Player 1.x、2.x、 および 3.x

ESX Server 3.x

ESX Server 2.5.x（仮想マシンが VirtualCenter 2.x で管理される場合）

VMware Server 1.x および 2.0.x（仮想マシンがローカル ファイル システム上
にある場合）

VirtualCenter 2.x
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仮想アプライアンス

Open Virtualization Format（.ovf ファイルと .ova ファイル）、および VMware 仮
想ハード ディスク（.vmdk ファイル）を使用するアプライアンス。

その他の仮想マシンおよびシステム イメージ

Acronis True Image 9（.tib ファイル）

StorageCraft ShadowProtect（.spf ファイル）

Microsoft Virtual PC 7.x 以降（.vmc ファイル）

Microsoft Virtual Server のすべてのバージョン（.vmc ファイル）

Symantec Backup Exec System Recovery（旧 LiveState Recovery）の 6.5 およ
び 7.0、LiveState Recovery 3.0 および 6.0（.sv2i ファイル）

Norton Ghost 9.x 以降のイメージ（.sv2i ファイル）

ゲスト OS のサポートおよび既知の問題については、当社 Web サイトの [ サポー
ト ] をクリックしてください。[ ドキュメント ] の下の [ 互換性ガイド ( 英語 )] リ
ンクをクリックします。

さまざまなソースからのインポート
変換ウィザードを使用するときは、次の点を考慮してください。

物理マシン ソース

リモート マシンをインポートする場合は、コンピュータ名または IP アドレス、およ
び管理者権限でマシンにログインするために必要となるユーザー名とパスワードを提
供する必要があります。ユーザー名は、<DOMAIN>¥<ユーザー名 > の形式で入力する
必要があります。

注意   Microsoft Virtual PC の Macintosh バージョンからの仮想マシンはサポートされて
いません。

注意   このウィザードを使用して、リモート物理マシンを ESX 互換フォーマットにイ
ンポートすることはできません。
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Microsoft Virtual PC および Virtual Server の仮想ハード ディスク
Workstation 7.x では、変換後の仮想マシンでソース Microsoft 仮想ハード ディスク

（.vhd ファイル）を共有できます。つまり、VMware 仮想マシンから、VMware 仮想
ハード ディスク（.vmdk）ファイルの代わりに元の .vhd ファイルに直接書き込むこ
とができます。

[ ソースを共有 ] を選択した場合、変換後の仮想マシンは VMware 仮想マシン構成
ファイル（.vmx ファイル）と元の .vhd ファイル（元の場所に残っています）で構成
されることになります。.vhd ファイルは変更されて、VMware 固有のビデオ ドライ
バや仮想ネットワーク カード用のデバイス ドライバなどがインストールされます。
Microsoft のドライバは VMware 固有のドライバに置き換わります。

ShadowProtect イメージと Backup Exec System Recovery イメージ
ShadowProtect イメージと Backup Exec System Recovery イメージをインポートする
ことができますが、次の制限を考慮してください。

ダイナミック ディスクはサポートされません。

1 つのマシンのすべてのバックアップ イメージは、1 つのフォルダに保存してく
ださい。そこには他のイメージを保存しないでください。

アクティブ ボリュームとシステム ボリュームを含めて、ディスク内のすべての
ボリュームをバックアップする必要があります。 たとえば、ディスクが 4 つの
パーティション（1 ～ 4）で構成されていて、パーティション 2 がアクティブ ボ
リューム、パーティション 3 がシステム ボリュームの場合には、1 ～ 3 をバック
アップに含める必要があります。

増分イメージの場合は、16 回まで増分バックアップを行うことができます。

ShadowProtect の論理ドライブがシステム ボリュームまたはアクティブ ボ
リュームになっている場合は、論理ドライブであるシステムのイメージはサポー
トされません。

Open Virtualization Format を使用するアプライアンス
Open Virtualization Format（OVF）は、仮想アプライアンスをパッケージ化して配布
するための、プラットフォームに依存しない安全で移植可能なフォーマットです。
OVF は特定の仮想化プラットフォームには依存しませんが、変換ウィザードでは、
VMware 仮想ハード ディスク（.vmdk ファイル）を使用する OVF アプライアンスだけ
がサポートされます。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。

変換ウィザードでは、VMware 仮想マシン構成ファイル（.vmx ファイル）に対応す
る OVF の .ovf ファイル、または .ova ファイル（オープン仮想アプライアンス ファ
イル）を選択できます。.ova ファイルには、構成ファイルと仮想ハード ディスク 
ファイルを簡単に配布できるように、これらが .zip ファイルなどの形式で一緒に保
存されます。
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OVF アプライアンスの場所を指定するときは、ディレクトリを参照するか、URL を使
用して Web サーバからアプライアンスをダウンロードします。また、安全な (HTTPS) 
Web サーバからアプライアンスをダウンロードすることもできます。

変換ウィザードによって OVF アプライアンスが仮想マシンに変換されるときには、
常に完全クローンが作成されます。「完全クローンまたはリンク クローン（P.143）」
を参照してください。 

デュアルブート システム ソース
デュアルブート システム上の物理マシンをインポートするときは、boot.ini に指定
されているデフォルトのオペレーティング システムのみをインポートできます。デ
フォルトでないオペレーティング システムをインポートするには、boot.ini に指定
するオペレーティング システムをそのオペレーティング システムに変更し、再起動
してからインポートしてください。boot.ini に適切なオペレーティング システムが
指定されていても、デフォルトのオペレーティング システムで仮想マシンを起動で
きない場合があります。

Windows NT 仮想マシン ソース
ソース仮想マシンが Windows NT SMP である場合は、サービス パックまたはホット
フィックスのファイルが必要となることがあります。ウィザードが必要なファイルを
表示します。必要なファイルの場所に移動します。ディスク、ローカル システム、
またはネットワーク上のファイルを指定できます。

Windows NT マシンでは、インポート中にスナップショット ドライバがダウンロード
されます。このドライバにより、ファイルとレジストリ設定のコピーおよび移動が行
われます。ドライバのタスクを完了するには再起動が必要です。タスクが終了する
と、ドライバはアンインストールされます。

ESX 仮想マシン ソース
ESX サーバの名前、およびログインに必要となるユーザー名とパスワードを提供する
必要があります。 

注意   URL を使用するときは、仮想アプライアンスがダウンロードされてから変換プ
ロセスが始まります。ファイルのサイズによっては、ダウンロードに 15 分以上かか
ることがあります。

注意   Windows NT 仮想マシンはソースとしてサポートされますが、Windows NT 物理
マシンはサポートされません。
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パスワードで保護されている仮想マシン

インポート元の仮想マシンがパスワードで保護されている場合は、そのパスワードを
提供する必要があります。

ページ ファイルとハイバネーション ファイル
物理または仮想マシンのすべてのディスクをインポートできますが、一部のボリュー
ムのみを選択すれば必要となる領域を抑えることができます。特定のボリュームを選
択する場合は、ページ ファイルとハイバネーション ファイルを無視できます。これ
らのファイルは大規模であり、ボリューム ベースのクローン作成ではコピーが必要
となる情報は含まれていません。

サポートされるボリュームの種類

一部のソース ボリュームまたはパーティションはサポートされておらず、クローン
作成中にスキップされます。仮想マシンのインポートでは、基本ボリューム、および 
RAID 以外のすべての動的ボリュームがサポートされます。マスタ ブート レコード

（MBR）ディスクのみがサポートされます。GUID パーティション テーブル（GPT）
ディスクはサポートされません。

ディスク領域の割り当て

新規仮想マシン ウィザードを使用する場合と同様に、作成時にすべての領域を割り
当てるか、またはファイルが拡張できるように設定するかを選択する必要がありま
す。作成時にすべての領域を割り当てる場合は、より高いパフォーマンスが実現され
ますが、処理に時間がかかります。ディスクを拡張できるように設定しておくことを
お勧めします。

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格納す
る場合は、[ ディスクを 2GB に分割 ] オプションを選択してください。

完全クローンまたはリンク クローン

仮想マシンからインポートする場合は、完全クローンまたはリンク クローンを作成
できます。完全クローンを作成するには、変換ウィザードの [ 仮想マシンのオプショ
ン ] ページで [ インポートと変換 ] を選択します。リンク クローンを作成するには、
[ ソースを共有して変更は別々に保存する ] を選択します。

注意   Microsoft Virtual PC および Virtual Server 仮想マシンについては、もう 1 つのオプ
ションを選択できます。完全クローンまたはリンク クローンを作成する代わりに、
変換後の仮想マシンが元の Microsoft 仮想ハード ディスクを使用するように設定でき
ます。このオプションでは、ソース仮想マシンが変更されます。「Microsoft Virtual PC 
および Virtual Server の仮想ハード ディスク（P.141）」を参照してください。
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リンク クローンは、VMware 仮想マシン、Symantec Backup Exec System Recovery 仮
想マシン（.sv2i ファイル）、Microsoft Virtual PC および Virtual Server 仮想マシン、
Acronis True Image（.tib ファイル）、および StorageCraft ファイル（.spf ファイル）
から作成できます。VMware 仮想マシンのリンク クローンを作成するときに、イン
ポート先ハードウェア バージョンがインポート元のハードウェアのバージョンを超
えることはできません。

サポートされるインポート先
変換ウィザードでは、次に示す製品と互換性のある仮想マシンを作成できます。

Workstation 4.5、5.x、6.x、および 7.x

VMware ACE 1.x、2.x、 および 2.6

VMware Fusion 1.x、2.x、 および 3.0

VMware Player 1.x、2.x、および 3.x

ESX Server 3.x（リモート物理マシンのインポートはサポートされません。）

ESX Server 2.5.x（ESXServer 2.5.x を管理する VirtualCenter 2.x サーバからのイン
ポートのみがサポートされます。） 

VMware Server 1.x および 2.0.x（仮想マシンがローカル ファイル システム上にあ
る場合）

VirtualCenter 2.x

要注意   リンク クローンを選択した場合は、インポート後にソースに変更が加えられ
ると、ウィザードで作成された仮想マシンが破損してしまいます。これは、Virtual PC 
マシン、Virtual Server マシン、および Symantec Backup イメージからインポートされ
たリンク クローンについても同じです。Virtual PC および Virtual Server のソース仮想
マシンの場合は、Virtual PC または Virtual Server 上でパワーオンすると仮想マシンが
変更されてしまいます。

注意   Workstation 4 仮想マシンは VMware GSX Server 3.0、ESX Server 2.x、および 
ACE  1.x と互換性があります。
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仮想マシンのインポート先の指定
新しく作成する仮想マシンのインポート先を変換ウィザードで指定するときは、次の
点を考慮してください。 

ESX 仮想マシンのインポート先
ESX サーバの名前、およびログインに必要となるユーザー名とパスワードを提供する
必要があります。 

VirtualCenter 仮想マシンのインポート先
次の情報を提供する必要があります。

VirtualCenter サーバの名前、およびログインに必要となるユーザー名とパス
ワード。 

仮想マシンの保存先として指定する VirtualCenter インベントリのフォルダ名。

仮想マシンの実行元として指定するホスト、クラスタ、またはホストかクラスタ
内のリソース プールの名前。手動モードのクラスタを選択する場合は、クラス
タのホストを選択する必要があります。

仮想マシンの構成ファイルおよびディスクのデータストア名。 複数のデータスト
アに仮想マシンのディスクを分散させるときは、詳細設定を使用します。

ネットワーク アダプタ
インポート先で利用可能なネットワークを選択する必要があります。ESX または 
Virtual Center 以外の Workstation で使用する仮想マシンのネットワーク オプション
の詳細については、「一般的なネットワーク構成（P.294）」をご覧ください。

（オプション）ゲスト OS のカスタマイズ
ウィザードを使って、仮想マシンの ID（コンピュータ名、セキュリティ ID など）、
ネットワーク情報などを変更できます。ESX 仮想マシンに変換する仮想マシンの場合
は、ゲスト OS が Windows 2000 以降であれば、ウィザードで VMware Tools をインス
トールできます。 

次のカスタマイズを行うことができます。

コンピュータ情報

コンピュータ名　最大 63 文字の英数字を使用して名前を指定します。ハイ
フン（-）および下線（_）も使用できます。

セキュリティ ID　必要に応じて、新しいセキュリティ ID を生成します。
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Sysprep ファイルの場所　ウィザードが格納場所を特定できた場合は、ウィ
ザード ページにその情報が表示されます。検出されない場合は、場所を指
定する必要があります。 

Windows ライセンス情報

プロダクト ID　オプションです。

Windows Server のライセンス情報　Microsoft Windows 2000 Server および 
2003 Server についてのみ必要です。

タイム ゾーン

ネットワーク情報

ネットワーク アダプタ（インターフェイス）　デフォルトにリセットする
か、または変更することができます。

DHCP　DHCP で IP アドレスを取得するか、または手動で入力するかを選択
します。また、DHCP で DNS サーバ アドレスを取得するか、手動で入力す
るかを選択します。

DNS　DNS サフィックスを入力して、仮想マシンが接続に使用する順序を
カスタマイズします。

WINS　プライマリおよびセカンダリ WINS アドレスを指定します。

ワークグループまたはドメイン　ワークグループには最大 15 文字の名前を
指定します。ドメインには、該当するユーザー名とパスワードとともに 
Windows Server ドメインを指定します。

変換が設定に与える影響
変換ウィザードで作成された VMware 仮想マシンには、ソース仮想マシンまたはシス
テム イメージとまったく同じ状態のディスク コピーが含まれますが、一部のハード
ウェアに依存するドライバとマッピングされたドライブ文字はインポートされない場
合があります。 

次の設定は、ソース コンピュータと同一のまま残ります。

オペレーティング システムの構成（コンピュータ名、セキュリティ ID、ユー
ザー アカウント、プロファイル、環境設定など）

アプリケーションおよびデータ ファイル

各ディスク パーティションのボリューム ライセンス キー
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ターゲットとソースの仮想マシンやシステム イメージは、同一の ID（名前、SID な
ど）を持つため、両方を同じネットワーク上で実行すると競合が起こることがありま
す。ソース仮想マシンまたはシステム イメージを再展開する予定があれば、同時に
ターゲットとソース仮想マシンまたはシステム イメージを同じネットワークで実行
しないでください。

または、Windows XP System Preparation Tool（Sysprep）などのツールを使用して、
ID の重複に関する問題を解決することができます。たとえば、元の Virtual PC マシ
ンを廃止せずに Virtaul PC 仮想マシンを VMware 仮想マシンとして実行可能かどうか
を変換ウィザードを使用してテストする場合、ID 重複の問題を解決する必要があり
ます。

ハードウェア変更による移行の問題
移行を行った仮想マシンの構成とデータ ファイルはソース仮想マシンと同じ場所に
格納されているので、ほとんどの変換済みアプリケーションは VMware 仮想マシン
で正常に機能します。しかし、基盤となるハードウェアの特性（シリアル番号やデ
バイス メーカーなど）に依存するアプリケーションは、正しく機能しないことがあ
ります。

仮想マシンを移行した後のトラブルシューティングでは、次のようにハードウェアが
変更される可能性があることに注意してください。

CPU のモデルおよびシリアル番号（有効な場合）が移行後は異なることがあり
ます。このような情報は VMware 仮想マシンをホストしている物理コンピュータ
に対応して変化します。 

MAC アドレスが異なると、ネットワーク アダプタが異なることがあります
（AMD PCNet または VMXnet）。 各インターフェイスの IP アドレスを個別に再設定
する必要があります。

グラフィックス カードが異なることがあります（VMware SVGA カード）。

ディスクとパーティションの数は同じであっても、各ディスク デバイスのモデ
ルやメーカー文字列が異なることがあります。

プライマリ ディスク コントローラがソース マシンのコントローラと異なること
があります。

仮想マシン内で利用できないデバイスに依存するアプリケーションは、動作しな
いことがあります。
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サードパーティの仮想マシンまたはシステム イメージを開く
[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドを使用して、別の会社のソフトウェアで作成された仮想
アプライアンス、システム イメージまたは仮想マシンを VMware 仮想マシンに変換
できます。 

サードパーティの仮想マシンまたはシステム イメージを開くには、次の手順に従っ
てください。

1 Workstation のメニュー バーで、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択します。

2 [ ファイル名 ] フィールドで、変換する仮想アプライアンス、仮想マシン、また
はシステム イメージの構成ファイル（.vmx、.vmc、.spf、.ovf、.ova、また
は .sv2i）を参照して開きます。 

[ ファイルの種類 ] フィールドを使用すると、フィルタを適用して特定のファイ
ル拡張子のファイルを表示させることができます。 

3 [ 開く ] をクリックします。 

変換された仮想マシンまたはシステム イメージの VMware 構成ファイル（.vmx）
を持つ VMware 仮想マシンが作成されます。ソースが Open Virtualization Format

（.ovf ファイルまたは .ova ファイル）を使用していない限り、変換された仮想
マシンはオリジナルの仮想マシンまたはシステム イメージの仮想ディスクにリ
ンクします。元の Virtual PC、Symantec Backup Exec System Recovery、または 
StorageCraft の構成ファイル（.vmc、.spf、または .sv2i）は変更されません。 

.ovf ファイルまたは .ova ファイルを使用する仮想アプライアンスを開くと、
Workstation により完全クローンが作成されます。

パスワードで保護された仮想マシンまたはシステム イメージを開こうとすると、
パスワードを求めるプロンプトが表示され、Workstation により完全クローンが
作成されます。
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仮想マシン、仮想アプライアンス、またはシステム 
イメージのインポート

[ ファイル ] - [ インポートまたはエクスポート ] コマンドを使用して、システム イ
メージまたは仮想マシンを VMware 仮想マシンに変換できます。 

開始する前に、変換元と変換先の仮想マシンの制限事項と前提条件を確認してくださ
い。「サポートされるソース マシン（P.139）」および 「サポートされるインポート先

（P.144）」を参照してください。

仮想マシン、仮想アプライアンス、またはシステム イメージをインポートするには、
次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをインポートする場合は、その仮想マシンがパワーオフされているこ
とを確認します。

2 [ ファイル ] - [ インポートまたはエクスポート ] を選択して VMware 変換ウィザー
ドを起動します。 

3 ウィザードを最後のページまで操作します。 

ウィザードの各ページに表示されるテキストは、選択に応じて変わります。たと
えば、[ ソース タイプ ] ページでは、ドロップダウン リストからソースのタイプ
を選択すると、リストの下に表示されるテキストがそのソース タイプでどのよ
うな種類の仮想マシンが取り込まれるかを説明するテキストに変更されます。

ウィザードの使用中は、左側のナビゲーション ペインで進行状況を把握できます。

新しい段階（ステップ）に進むとリストが展開され、現在のステップに含まれる
ウィザード ページの名前が表示されます。1 つのステップを完了すると、次のス
テップのリストが展開されます。

4 （オプション）前のページに戻るには、ナビゲーション ペインでページ名をク
リックしてください。

Windows XP Mode 仮想マシンのインポート
Windows XP Mode 仮想マシンをインポートすると、親の仮想マシンからリンク ク
ローンが作成されます。親の Windows XP Mode 仮想マシンを削除すると、リンク ク
ローンは使用できなくなります。 

クローンの詳細については、「仮想マシンのクローン（P.227）」を参照してください。 
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Virtual PC を使用して元の Windows XP Mode 仮想マシンに加えられた変更は、
VMware Workstation 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。 
Windows XP Mode の仮想マシンのインポートを開始する前に、次のタスクを実行し
ます。

変換元および変換先の仮想マシンと、各種ソースからのインポートに関する制限
事項と前提条件を確認してください。「サポートされるソース マシン（P.139）」
および 「サポートされるインポート先（P.144）」を参照してください。

ホスト上で Windows 7 Professional、Enterprise、または Ultimate バージョンのオ
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てください。サポート
されていないホストでは、Windows XP Mode は機能しません。

Windows XP Mode 仮想マシンをダウンロードし、インストールします。

Windows XP Mode 仮想マシンをインポートするには

[ ファイル ] - [Windows XP Mode 仮想マシンのインポート ] を選択します。

仮想マシンがデフォルトの仮想マシン ディレクトリに作成されます。同時にパワー
オンできる Windows XP Mode 仮想マシンは 1 つだけです。
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仮想マシンを作成した後は、ディスプレイ、取外し可能デバイス、プリンタ、ビデ
オ、サウンドなどの設定を構成できます。この章では、次のトピックについて説明し
ます。

仮想マシンの起動（P.152）
仮想マシンのシャットダウン（P.155）
Windows ゲストでの自動ログオンの使用（P.157）
仮想マシンの一時停止（P.158）
仮想マシンの暗号化（P.160）
仮想マシンの削除（P.162）
仮想マシンの表示のコントロール（P.163）
ビデオとサウンドの構成（P.178）
仮想マシンへの新規ソフトウェアのインストール（P.185）
仮想マシン内でのホスト プリンタの使用（P.187）
仮想マシン内での取外し可能デバイスの使用（P.187）
仮想マシンのアプライアンス ビューの構成（P.188）
仮想マシンのスクリーンショットの作成（P.189）
仮想マシンのムービーの作成と再生（P.191）
アプリケーション開発者のための高度なオプション（P.192）

仮想マシンの基本操作 7
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仮想マシンの起動
仮想マシンを起動するということは、仮想マシンと通信できるようにその実行中のコ
ンソールを表示することを意味します。状況によっては、仮想マシンの起動には次の
いずれかの操作を伴います。

Workstation のユーザー インターフェイスから仮想マシンを起動するには、仮想
マシンを開いて、パワーオンする必要があります。 

Workstation を実行していない場合、バックグラウンドで実行している仮想マシ
ンを起動するには、ホストのタスクバーからその仮想マシンのコンソールを開く
必要があります。

Web サーバから使用できる仮想マシンを起動するには、コマンドライン コマン
ドを使用して仮想マシンのストリーミングを開始した後、Workstation ウィンド
ウから起動する必要があります。

仮想マシンをコマンド ラインから起動するには、プラットフォーム固有のプロ
グラムと起動オプションを使用する必要があります。「Workstation および仮想マ
シンの起動オプション（P.501）」を参照してください。

Workstation のユーザー インターフェイスからの仮想マシンの起動
開始する前に、Workstation がインストールされているホストにすべての仮想マシン 
ファイルがアクセスできることを確認してください。

[ お気に入り ] リストに仮想マシンの名前を追加すると、仮想マシンを開くために
ファイルを検索する必要がなくなります。「サイド バーの [ お気に入り ] リスト

（P.59）」を参照してください。

Workstation のユーザー インターフェイスから仮想マシンを作成するには、次の手順
を実行します。

1 Workstation を起動します。 

手順については、「Windows ホストでの Workstation の起動（P.49）」を参照して
ください。

2 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択してから、その仮想マシンの構成ファイル（.vmx）
を検索します。

「仮想マシンの格納場所（P.155）」を参照してください。

3 [VM] - [ パワー ] - [ パワーオン ] を選択します。

4 （オプション）ゲスト OS の BIOS セットアップに入る必要がある場合は、[VM] - 
[ パワー ] - [BIOS にパワーオン ] を選択します。
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5 仮想マシン コンソール内をクリックし、仮想マシンがマウスとキーボードをコ
ントロールするようにします。

6 仮想マシン内のオペレーティング システムにログオンするには、名前とパス
ワードを入力します。

バックグラウンドで実行している仮想マシンの起動
Workstation を終了する際に仮想マシンをパワーオフしないと、仮想マシンはバック
グラウンドで実行し続けます。 

デフォルトでは、Workstation は実行していない場合でもホストのタスクバーの通知
領域にトレイ アイコンを表示するように構成されています。 

このアイコンが表示されていない場合は、始める前に Workstation の環境設定エ
ディタの [ ワークスペース ] タブを使用して、アイコンを表示してください。

「Workstation の環境設定の概要（P.64）」を参照してください。

バックグラウンドで実行中の仮想マシンを起動するには、次の手順に従ってください。

1 ホストのタスクバーの通知領域で、トレイ アイコンをクリックします。

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。

リストには、ログインしているユーザーに属する仮想マシンとチームが含まれ
ます。

Workstation 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。

3 （オプション）バックグラウンドで動作しているすべての仮想マシンを開始、一
時停止、サスペンド、またはシャットダウンするには、トレイ アイコンを右ク
リックします。

4 （オプション）Workstation を開くまたは閉じるには、トレイ アイコンを右ク
リックします。 

5 （オプション）Windows ではトレイ アイコンを右クリックすると、トレイ アイ
コンを永久または一時的に非表示にできます。 

トレイ アイコンを一時的に非表示に設定した場合、トレイ アイコンは 
Workstation を再起動すると表示されます。
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VM ストリーミングを使用した仮想マシンの起動
ダウンロード プロセスが開始した直後に、仮想マシンを Web サーバからストリーミ
ングして起動することができます。

始める前に、仮想マシンの URL を決定して、仮想マシンが存在する Web サーバが正
しく構成されていることを確認します。「仮想マシンを Web サーバからのストリーミ
ングで使用できるようにする（P.237）」を参照してください。

VM ストリーミングを使用して仮想マシンを起動するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 コマンド プロンプトまたはターミナル ウィンドウを開きます。

2 仮想マシンの URL を指定して、プラットフォーム固有のコマンドを使用します。

Windows ホストでは、vmware.exe http://<VM へのパス >.vmx を使用し
ます。

Linux ホストでは、vmware http://<VM へのパス >.vmx を使用します。

HTTPS もサポートされています。

3 Workstation ウィンドウに仮想マシンのタブが表示されたら、[VM] - [ パワー ] - 
[ パワーオン ] を選択します。

仮想ディスク データは必要に応じてフェッチされるので、ダウンロードが完了
する前に仮想マシンの使用を開始できます。 

ステータス バーには、ダウンロードの進行状況が表示されます。ステータス 
バーにある VM ストリーミングのアイコンをポイントすると、ツールチップが表
示されます。これを見れば、ストリーミングがアクティブかどうかと Web サー
バの URL がわかります。

4 （オプション）Web サーバにアクセスできないときでも使用できるように仮想マ
シンを保存するには、[VM] - [ オフラインでの使用のために保存 ] を選択します。

この設定を使用すれば、ストリーミングが終了する前に仮想マシンをパワーオフ
することで、ダウンロードを一時停止することもできます。ダウンロードは、後
でパワーオンすることで再開できます。また、[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドを使
用すると、いったん閉じた仮想マシンを開くこともできます。

ストリーミングされている仮想マシンをパワーオフするときは、変更を保存または破
棄することを求めるプロンプトが表示されます。変更を破棄する場合、ローカル マ
シン上に作成されたディレクトリと、すべての仮想マシンのデータが削除されます。
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仮想マシンの格納場所
デフォルトでは、仮想マシン ファイルは仮想マシンのワーキング ディレクトリに格
納されます。

Windows ホストでは、仮想マシン作成時にログイン中のユーザーの [マイ ド
キュメント ] フォルダに仮想マシンが格納されます。 

Windows Server 2003 および Windows XP では、デフォルトのフォルダは次のと
おりです。

C:¥Documents and Settings¥<ユーザー名 >¥My Documents¥My Virtual 
Machines¥<guestOSname>

Windows Vista および Windows 7 では、デフォルト フォルダは次の場所になり
ます。

C:¥Users¥<ユーザー名 >¥Documents¥Virtual Machines¥<guestOSname>

Linux ホストでは、仮想マシンは次の場所に保存されます。

<homedir>/vmware/<guestOSname>

ここで、<homedir> は、仮想マシンの作成時にログインしているユーザーの
ホーム ディレクトリです。 

また、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 
REDO ログ ファイルは、ワーキング ディレクトリに格納されます。仮想マシン設定
エディタの [ 全般 ] タブには、ワーキング ディレクトリへのパスが表示されます。

「仮想マシン設定の概要（P.66）」を参照してください。

仮想マシンのシャットダウン 
物理コンピュータと同様、仮想マシンまたはチームをパワーオフする前にゲスト OS 
をシャットダウンできます。 

Workstation を終了する前に、ゲストをシャットダウン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 を終了するには、「仮想マシ
ンを閉じる /Workstation を終了する（P.68）」を参照してください。

仮想マシンのシャットダウンは、次の手順で行います。

1 ゲスト システムで、仮想マシンではなく実際のマシンを使用している場合と同
様の方法でオペレーティング システムをシャットダウンします。 

たとえば、Windows XP では、[ スタート ] - [ シャットダウン ] をクリックします。

2 Workstation メニュー バーで、[VM] - [ パワーオプション ] - [ パワーオフ ] を選択
して、仮想マシンをオフにします。
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ゲスト OS をシャットダウンする前に [ パワーオフ ] コマンドを使用すると、仮想マ
シンは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。ただし、パワーオフ前にオペレーティング システムをシャットダウンするよ
うツール バーの [ パワーオフ ] ボタンを構成することもできます。「仮想マシンのパ
ワーオフとリセット オプションの構成（P.156）」を参照してください。

仮想マシンのパワーオフとリセット オプションの構成
[ パワーオフ ] ツール バー ボタンを構成すると、仮想マシンが突然パワーオフするよ
うにすることも、ゲスト OS を安全にシャットダウンする信号を送信するようにする
こともできます。

開始する前に、ゲスト OS に VMware Tools がインストールされていることを確認しま
す。安全にシャットダウンするには、VMware Tools サービス コンポーネントが [ ゲ
ストのシャットダウン ] コマンドを発行し、安全にシャットダウンするスクリプトを
実行する必要があります。

同様に、[ リセット ] ボタンがリセット スイッチと同じように動作するように構成で
きます。これにより、仮想マシンは突然リセットされます。または、VMware Tools 
サービスからゲスト OS に再起動信号が送信されるように [ リセット ] ボタンを構成
できます。これにより、ゲスト OS が安全にシャットダウンし、再起動します。

一部のゲスト OS は、[ パワーオフ ] ボタンからのシャットダウン信号や [ リセット ] 
ボタンからの再起動信号を認識しません。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、物理マシンと同じようにオペレーティング システムで
シャットダウンまたは再起動してください。

仮想マシンのパワーオフとリセットのオプションを構成するには、次の手順を実行し
ます。

1 仮想マシンを選択します。 

仮想マシンはパワーオン状態でもパワーオフ状態でも構いません。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ パワー ] をクリックします。

要注意   突然のパワーオフは、電源スイッチと同じように動作します。電源は、今
行っている作業に関係なく、切断されます。仮想マシンがディスクに書き込みを行っ
ているときに [ パワーオフ ] コマンドを使用すると、データが破損されることがあり
ます。
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4 ダイアログ ボックスの [ パワー コントロール ] セクションで、[ パワーオフ ] ボ
タンを設定してゲストを安全にシャットダウンするか、または仮想マシンを突然
パワーオフします。 

この設定は、[ パワーオフ ] ボタンをポイントすると表示されるツールチップに
反映されます。

5 [ リセット ] ボタンの動作について指定します。 

6 他の設定を変更する場合の詳細については、[ ヘルプ ] をクリックします。

UNIX ゲストで仮想マシンをパワーオンするときに X toolkit オプションを渡す手
順については、「付録：Workstation コマンド ラインの参照リスト（P.501）」を参
照してください。

Windows ゲストでの自動ログオンの使用
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 ゲストを
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。 
Windows ゲストはパスワードを安全に保存します。

ゲスト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にアクセスできるようにする目的にもこの機能を使用でき
ます。 

自動ログオンは Windows ゲストの簡易インストール中に、または仮想マシン設定エ
ディタから手動で有効にできます。「新規仮想マシン ウィザードの構成オプション

（P.80）」および 「Windows ゲストでの自動ログオンの有効化（P.157）」を参照してく
ださい。

Windows ゲストでの自動ログオンの有効化
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。

始める前に、次の操作を実行してください。

ゲスト OS が Windows 2000 以降であることを確認します。

自動ログオンを有効にするには、既存のユーザー アカウントが必要です。

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
であることを確認します。
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仮想マシンをオンにします。

最新バージョンの VMware Tools がゲストで実行されていることを確認します。

Windows ゲストで自動ログオンを有効にするには、次の手順に従ってください。

1 [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 自動ログオン ] を選択します。

2 [ 自動ログオン ] セクションで [ 有効にする ] を選択します。

3 ダイアログ ボックスで、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でも、Workstation はエラー 
メッセージを表示しません。ゲストをパワーオンしたときにログイン認証情報の
入力を要求されます。

4 （オプション）ログイン認証情報を変更します。

a [ ユーザーの変更 ] を選択します。

b ダイアログ ボックスで、別のログイン認証情報を入力して [OK] をクリック
します。

新しいユーザー名が [ 自動ログオン ] セクションに表示されます。

Windows ゲストでの自動ログオンの無効化
仮想マシンに機密情報が保存されていて、他のユーザーがホストにアクセスできる場
合は、ゲストの自動ログオン機能を無効にしてください。

始める前に、次の操作を実行してください。

仮想マシンをオンにします。

最新バージョンの VMware Tools がゲストで実行されていることを確認します。

Windows ゲストで自動ログオンを無効にするには、次の手順に従ってください。

1 [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 自動ログオン ] を選択します。

2 [ 自動ログオン ] セクションで [ 無効にする ] を選択します。

[ 自動ログオン ] セクションからユーザー名が削除されます。

仮想マシンの一時停止 
一時停止機能は、パワーオフまたはサスペンドすることなく、仮想マシンの動作を一
時的に中止します。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を使用して緊急の作業を実行できない場合に、一
時停止機能を使用します。 
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仮想マシンを一時停止すると、ディスプレイが暗くなり、再生ボタンが表示されま
す。このボタンをクリックして、仮想マシンの一時停止を解除できます。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。 

チームに属する仮想マシンでは、個々の仮想マシンがアクティブなときに、個別に一
時停止し、一時停止を解除する必要があります。再生ボタンは、チームに属していな
い仮想マシンと同じように表示されます。再生ボタンは、現在アクティブになってい
ない、一時停止したチームの仮想マシンのサムネイル イメージにも表示されます。

一時停止機能の制限事項
一時停止機能には、次の制限があります。

仮想マシンがユニティ モードの場合、一時停止機能は動作しません。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。

Windows では、仮想マシンが一時停止している場合、排他モードへの切り替え
は行えません。

記録 / 再生機能を使用している場合、または再生デバッガが接続されている場合、
一時停止機能は動作しません。仮想マシンが一時停止している場合、記録 / 再生
機能は動作しません。

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。 

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。 

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。 

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。 

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、何度も一時停止できます。始める前に、機能
の制限事項を確認してください。詳細については、「一時停止機能の制限事項

（P.159）」を参照してください。
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仮想マシンを一時停止したり、一時停止を解除したりするには、次の手順に従ってく
ださい。

仮想マシンを一時停止するには、[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。

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。

（オプション）Workstation 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、ホストのタスク バー
にあるトレイ 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。

トレイ アイコンについての詳細は、「バックグラウンドで実行している仮想マシ
ンの起動（P.153）」を参照してください。

仮想マシンの暗号化
仮想マシンを暗号化し、パスワードを割り当てることで、仮想マシンを不正使用から
保護することができます。仮想マシンを暗号化したら、パスワードを入力して暗号化
された仮想マシンを開くか、または暗号化を解除する必要があります。

仮想マシンの [ 概要 ] タブと [ お気に入り ] 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。

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。 

暗号化の制限
暗号化機能には、次の制限があります。

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。

要注意   暗号化された仮想マシンに割り当てたパスワードは、必ず記録してください。
暗号化された仮想マシンのセキュリティを確保するために、Workstation にはパス
ワードを取得する方法は用意されていません。 
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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動作し
ます。 

暗号化された仮想マシンからリンク クローンを作成できますが、リンク クロー
ンの親である仮想マシンから暗号化したり、暗号化を解除したりできません。 

この制限には 1 つの例外があります。変換ウィザード（[ ファイル ] - [ インポー
トまたはエクスポート ]）を使用してリンク クローンを作成する場合、親仮想マ
シンの暗号化機能を無効化せずにリンク クローンを作成することができます。
この方法でリンク クローンを作成してから親仮想マシンを暗号化した場合、リ
ンク クローンは、暗号化された親仮想マシンの仮想ディスクからデータを読み
込むことはできません。この問題を解決するには、親仮想マシンの暗号化を解除
します。

暗号化機能を使用する予定がある場合は、この潜在的問題を回避するために、
[VM] - [ クローン ] を使用してリンク クローンを作成することをお勧めします。
Workstation は、[VM] - [ クローン ] オプションを使用して作成したリンク クロー
ンの親に対する暗号化機能を無効にします。

チームのメンバである仮想マシンを暗号化することはできません。また、暗号化
された仮想マシンをチームに追加することはできません。

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。

記録を含む仮想マシンを暗号化することはできません。

ACE 仮想マシンを暗号化することはできません。暗号化された仮想マシンがない
場合は、ACE 機能を有効にすることができません。

仮想マシンの暗号化
パスワードを忘れた場合、Workstation にはパスワードを取得する方法は用意されて
いません。始める前に、仮想マシンをパワーオフします。必ず機能の制限事項をお読
みください。詳細については、「暗号化の制限（P.160）」を参照してください。

仮想マシンを暗号化するには、次の手順に従ってください。

1 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

2 [ オプション ] タブをクリックし、[ 暗号化 ] を選択します。

3 [ 暗号化 ] を選択します。
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4 パスワードを入力し、もう一度パスワードを入力して確認します。

必ずパスワードを記録してください。

5 [ 暗号化 ] を選択します。

仮想マシンからの暗号化の解除
仮想マシンから暗号化を解除すると、認証情報を使用してホストにログインするユー
ザーが仮想マシンを起動できるようになります。始める前に、仮想マシンをパワーオ
フします。必ず仮想マシンから機密情報を削除してください。

仮想マシンから暗号化を解除するには、次の手順に従ってください。

1 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

2 [ オプション ] タブをクリックし、[ 暗号化 ] を選択します。

3 [ 暗号化の解除 ] を選択します。

4 パスワードを入力します。

5 [ 暗号化の解除 ] を選択します。

暗号化された仮想マシンのパスワードの変更
新しいパスワードを忘れた場合、Workstation にはパスワードを取得する方法は用意
されていません。始める前に、仮想マシンをパワーオフします。 

暗号化された仮想マシンのパスワードを変更するには、次の手順に従ってください。

1 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

2 [ オプション ] タブをクリックし、[ 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、もう一度新しいパスワードを入
力して確認します。

必ず新しいパスワードを記録してください。

仮想マシンの削除
Workstation コマンドを使用すると、仮想マシンおよびそのファイルをすべてホスト 
ファイル システムから削除することができます。
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仮想マシンを完全に削除せずに、[ お気に入り ] リストから、またはチームから削除
する場合は、「[ お気に入り ] リストからのアイテムの削除（P.61）」または「仮想マシ
ンをチームから削除（P.285）」を参照してください。

仮想マシンを削除するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ ディスクから削除 ] を選択します。

仮想マシンの表示のコントロール
Workstation での仮想マシンとそのアプリケーションの表示方法をコントロールでき
ます。たとえば、フル スクリーン モードではホスト ユーザー インターフェイスを完
全に非表示にでき、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
のデスクトップに表示されるようにして、残りの仮想マシンのユーザー インター
フェイスを非表示にすることができます。 

ユニティ モードの使用
Linux または Windows 2000 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。タス
クバーには、開いているホスト アプリケーションのアイテムと同じように、ユニ
ティ モードで開いているアプリケーションのアイテムが表示されます。 

仮想マシンのコンソール ビューは表示されず、Workstation ウィンドウを最小化でき
ます。 

ホスト マシン上のアプリケーションとユニティ モードで表示されている仮想マシ
ン アプリケーションの間では、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、ホストとゲストの間
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。

「コピーと貼り付け機能を使用（P.195）」および 「ドラッグ アンド ドロップ機能を
使用（P.193）」を参照してください。

要注意   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
仮想マシンから仮想ディスク 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。
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仮想マシンがユニティ モードのときは、次のいずれかの場所をポイントすることで、
仮想マシンの [ スタート ] メニュー（Windows 仮想マシンの場合）または、[ アプリ
ケーション ] メニュー（Linux 仮想マシンの場合）にアクセスできます。

Windows ホストでは、[ スタート ] ボタンをポイントします。

Linux ホストでは、プライマリ モニタの左上隅をポイントします。

一部のゲスト OS およびホスト OS の場合、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。仮想
マシンを循環する場合、ユニティ モード内にあるすべての仮想マシンが表示されま
せん。

ユニティ モードの環境設定
ユニティ モードを構成すると、ホスト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ようになります。ま
た、デスクトップ上のユニティ モードで実行されるアプリケーションの枠の色を指
定することもできます。 

ホスト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することで、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開くことができます。 この機能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。

各仮想マシンに属するアプリケーション ウィンドウを区別しやすくするには、それ
ぞれに別の色を指定してください。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。

また、Workstation の環境設定を使用して、ユニティ モードのときは Workstation 
ウィンドウを最小化することもできます。

ユニティ モードの環境設定を行うには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

注意   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。
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3 [ オプション ] タブをクリックし、[ ユニティ ] をクリックします。

4 設定パネルで必要な設定を行って、[OK] をクリックします。

次の情報を使用して有効にする機能を決定してください。

アプリケーションがホストではなくこの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するには、[ 境界線を表示 ] チェック ボックスを
使用してウィンドウの枠を設定します。タイトル バーにロゴが表示される
ようにするには、[ バッジを表示 ] チェック ボックスを使用します。

Linux ホストでカスタム カラーを使用するには、色の付いた矩形をクリック
してカラーの選択メニューにアクセスします。Windows ホストの場合は、
[ 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 ] チェック ボックスを選択した場
合、仮想マシンの [ スタート ] または [ アプリケーション ] メニューがホスト
のデスクトップに表示されます。

Windows ホストでは、[ スタート ] ボタンをポイントします。Linux ホスト
では、プライマリ モニタの左上隅をポイントします。メニューの境界の色
は、仮想マシンのアプリケーション ウィンドウと同じです。

5 ユニティ モードで使用する仮想マシンごとに、この処理を繰り返します。

6 （オプション）ユニティ モードのときに Workstation ウィンドウを自動的に最小
化するには、次の手順に従ってください。

a [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

b [ ユニティ ] タブをクリックします。

c [ ユニティに切り替わる際に Workstation を最小化 ] を選択して、[OK] をク
リックします。

この Workstation 環境設定は、すべての仮想マシンに対して使用されます。

ユニティ モードの開始および終了

ユニティ モードでは、仮想マシンのアプリケーションのウィンドウは、色が付いた
枠で囲まれていることと、タイトル バーにバッジが表示されることを除いては、ホ
スト OS 上で動作する他のアプリケーションのウィンドウと変わりません。

始める前に、仮想マシンが次の要件を満たしていることを確認してください。

仮想マシンが Workstation 6.x 以降の仮想マシンであること。
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仮想マシンのゲスト OS に VMware Tools がインストールされ、かつ実行中である
こと。VMware Tools のバージョンは、Workstation 6.5 以降に含まれているバー
ジョンでなければなりません。手順については、「VMware Tools のインストール

（P.105）」を参照してください。

仮想マシンのゲスト OS が、Linux または Windows 2000 以降であること。

Linux のゲストおよびホストの場合、Metacity または KDE の最新バージョンを使
用することをお勧めします。Linux でのパフォーマンスは、システムなどの変数
の組み合わせ、実行しているアプリケーション、および RAM の量によって異な
ります。

ユニティ モードを開始および終了するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンで、ユニティ モードで使用するアプリケーションを開きます。

2 Workstation メニュー バーで、[ 表示 ] - [ ユニティ ] を選択します。

メニューの [ ユニティ ] の隣にチェックマークが表示されます。

Workstation ウィンドウで、仮想マシンのコンソール ビューが非表示になり、ゲ
ストで開いているアプリケーションがホストのデスクトップ上のアプリケーショ
ン ウィンドウに表示されます。

3 ユニティ モードを終了するには、Workstation ウィンドウを表示して [ 表示 ] - 
[ ユニティ ] を選択し、[ ユニティ ] の隣のチェックマークを外すか、または仮
想マシンのコンソール ビューで [ ユニティを終了 ] をクリックします。

ユニティ モードでの仮想マシンの [ スタート ] または [ アプリケーション ] メ
ニューへのアクセス
構成により、ホストの [ スタート ] または [ アプリケーション ] メニュー上に、ユニ
ティ モードの仮想マシンの [ スタート ] または [ アプリケーション ] メニューを表示
できます。 

この機能を使用すると、ユニティ モードで開いていない仮想マシンのアプリケー
ションに簡単にアクセスできます。 

始める前に、次の操作を実行してください。

仮想マシンがこの機能を使用するように構成されていることを確認します。
「ユニティ モードの環境設定（P.164）」を参照してください。 

仮想マシンをオンにします。
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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
アクセスするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 表示 ] - [ ユニティ ] を選択します。

2 Windows ホストでは [ スタート ] メニューを、Linux ホストではプライマリ モニ
タの左上隅をポイントして、仮想マシンの [ スタート ] または [ アプリケーショ
ン ] メニューをホストに表示します。

3 （オプション）デフォルトのオプション <Ctrl>+<Shift>+<U> を使用します。

4 （オプション）ユニティ モードの仮想マシンが複数ある場合は、複数の [ スター
ト ] または [ アプリケーション ] メニューの間を移動できます。

a 仮想マシンのメニューを順番に切り替えるには、方向キー、<Tab> キー、
または <Shift>+<Tab> キーを押します。 

b 仮想マシンを選択するには、<Enter> キーとスペース バーを押します。

仮想マシンのアプリケーション ショートカットをユニティ モードのホスト
上に作成する

仮想マシンのアプリケーションのショートカットをユニティ モードのホスト上に作
成し、ホスト上のアプリケーションと同じようにそのアプリケーションを開くことが
できます。

始める前に、次の操作を実行してください。

仮想マシンがこの機能を使用するように構成されていることを確認します。
「ユニティ モードの環境設定（P.164）」を参照してください。 

最新バージョンの VMware Tools がゲストで実行されていることを確認します。

仮想マシンをオンにします。

仮想マシンのアプリケーション ショートカットをユニティ モードのホスト上に作成
するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 表示 ] - [ ユニティ ] を選択します。

2 Windows ホストでは [ スタート ] ボタンを、Linux ホストではプライマリ モニタ
の左上隅をポイントして、仮想マシンの [ スタート ] または [ アプリケーション ] 
メニューをホストに表示します。

3 仮想マシンの [ スタート ] または [ アプリケーション ] メニューをクリックします。

仮想マシンのアプリケーションの一覧がメニューに表示されます。
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4 ショートカットをホスト上に作成します。

Windows の場合、アプリケーションを右クリックして [ デスクトップに
ショートカットを作成 ] を選択します。

アプリケーションのショートカットがホスト上で表示されます。

Linux の場合、アプリケーションをホストにドラッグします。

仮想マシンのアプリケーションのアプリケーション ショートカットを開く
仮想マシンがパワーオフまたはサスペンド状態のときでも、仮想マシンのアプリケー
ション ショートカットをホストから開くことができます。

Windows ゲストでは、[ 自動ログオン ] 設定でログイン認証情報を保存しておくと、
パスワードを入力しなくても仮想マシンのアプリケーションを開くことができます。

「Windows ゲストでの自動ログオンの有効化（P.157）」を参照してください。

始める前に、仮想マシンのアプリケーション ショートカットがホスト上に存在する
ことを確認します。「仮想マシンのアプリケーション ショートカットをユニティ モー
ドのホスト上に作成する（P.167）」を参照してください。

仮想マシン アプリケーションのアプリケーション ショートカットを開くには、次の
手順に従ってください。

1 ショートカットをダブルクリックして、仮想マシンのアプリケーションをホスト
から開きます。

2 （オプション）Windows ゲストで自動ログオンを有効にします。

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は画面全体に拡大され、
Workstation ウィンドウの枠は見えなくなります。

図7-1  Windows ホストのフル スクリーン ツール バー

始める前に、ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。「VMware Tools のイ
ンストール（P.105）」を参照してください。

[ 複数のモニタをサイクル ] ボタン
[ 次の仮想マシンに移動 ] ボタン
セレクタ矢印

システム メニュー

manual_ws71.book  Page 168  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 169

第 7章 仮想マシンの基本操作

フル スクリーン モードを使用するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択し、そのマシンがパワーオンされていることを確認します。 

2 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 ウィンドウを移動します。

3 [ 表示 ] - [ フル スクリーン ] を選択します。

ゲストのディスプレイ モードがホストのディスプレイ モードより小さいために
フル スクリーン モードに切り替えることができない場合は、次の行を仮想マシ
ンの構成ファイル（.vmx）に追加してください。

mks.maxRefreshRate=1000

この構成ファイルについての詳細は、「仮想マシンを構成するファイル（P.98）」
を参照してください。

4 （オプション）次のオプションのタスクを実行できます。

フル スクリーン モードからウィンドウ モードに切り替えて仮想マシンを 
Workstation のウィンドウ内に表示するには、<Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押し
ます。

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 バーと
メニューを非表示にするには、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。 

これによりツール バーを固定していた画鋲が外れ、ツール バーはモニタ上
部へスライドして消えます。画面上部をポイントすると、ツール バーが再
び表示されます。 

フル スクリーン ツール バーを表示できない場合は、「自動調整、フル スク
リーン モード、ユニティ モードの環境設定（P.170）」を参照してください。

フル スクリーン モードのときにパワーオンしている仮想マシン間で表示を
切り替えるには、次のいずれかを実行します。

特定のパワーオンした仮想マシンに移動するには、図 7-1 に示すよう
に、仮想マシンの矢印をクリックし、仮想マシンを選択します。

次の仮想マシンに移動するには、<Ctrl>+<Alt>+ 右方向キーを押しま
す。<Ctrl>+<Alt>+ 左方向キーを押すと直前の仮想マシンに戻ります。

注意   ノート型コンピュータでフル スクリーン モードを使用する場合は、バッテリ情
報をレポートするようにゲストを設定してください。「ゲストでのバッテリ状態のレ
ポート（P.186）」を参照してください。
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ツール バーの [VM] メニューを使用すると、Workstation の [VM] メニューの
コマンドにアクセスできます。

Windows ホストで、排他モードに切り替えたり、自動調整コマンドを使用
して画面解像度を調整したりするには、[ システム ] メニューを使用します。
Linux ホストで、ユニティ モードまたは排他モードに切り替えたり、自動調
整コマンドを使用して画面解像度を調整したりするには、[ 表示 ] メニュー
を使用します。 

2 つ以上のモニタを使用して仮想マシンをフル スクリーン モードで表示す
る手順については、「1 つの仮想マシンに複数のモニタを使用（P.172）」を参
照してください。

自動調整、フル スクリーン モード、ユニティ モードの環境設定

すべての仮想マシンを Workstation のウィンドウに合わせて調整する画面設定の方法
について、環境設定を行うことができます。これらの調整は、Workstation のウィン
ドウのサイズを変更したり、ゲスト内の画面設定を変更した場合に必要となります。

また、フル スクリーン モードまたはユニティ モードに切り替えた場合に、ホストと
ゲストの画面設定を操作する方法を構成することもできます。 

開始する前に、仮想マシンのゲスト OS に VMware Tools がインストールされているこ
とを確認します。

自動調整、フル スクリーン モード、ユニティ モードの環境設定を行うには、次の手
順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

2 [ ディスプレイ ] タブをクリックします。

3 [ 自動調整 ] セクションで、1 つ以上のチェック ボックスを選択します。

4 [ フル スクリーン ] セクションを設定するには、次の情報を使用します。

フル スクリーン モードでホストの画面設定に合わせてゲストの解像度設定
を変更する場合は、[ ゲストをウィンドウに合わせる ] を選択します。

ゲストの解像度の設定はそのままで、フル スクリーンで表示する場合は、
[ ゲストを拡大 ] を選択します。 

この設定は、ゲストの低解像度設定を保持する必要がある場合に便利です。
たとえば、この設定を使用して低解像度のみで動作する旧式のコンピュータ 
ゲームを再生することができます。

フル スクリーン モードで実行中に、ホストとゲストの両方がそれぞれの画
面設定を保持するようにするには [ ゲストを中央に表示 ] を選択します。
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[ 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 ] を選択解除する
と、フル スクリーン ツール バーのエッジが表示されなくなります。画面上
部近くにポインタ カーソルを合わせると、フル スクリーン ツール バーが数
秒だけ表示されます。フル スクリーン ツール バーのエッジを表示するに
は、環境設定エディタを使用して [ 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 ] を再度選択します。

5 [OK] をクリックします。

クイック切り替えモードの使用
クイック切り替えモードでは、仮想マシンの画面のサイズが変更され、タブ用のス
ペース分を除いた画面全体で表示されます。

始める前に、ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。「VMware Tools のイ
ンストール（P.105）」を参照してください。

クイック切り替えモードはフル スクリーン モードに似ていますが、仮想マシンの切
り替えを行うためのタブが画面の上部に追加されます。また、クイック切り替えモー
ドは、パワーオン状態およびパワーオフ状態の両方の仮想マシンで使用できます。 

クイック切り替えモードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 [ 表示 ] - [ クイック切り替え ] を選択します。

3 （オプション）クイック切り替えモードの使用中に Workstation のメニューと
ツール バーを表示するには、画面の上部をポイントします。 

4 （オプション）クイック オプション モードでゲスト OS の画面サイズを変更して、
できるだけ全画面に近い状態で表示させるには、[ 表示 ] - [ ゲストをウィンドウ
に今すぐ合わせる ] を選択します。

5 クイック切り替えモードを終了するには、画面の上部をポイントして、[ 表示 ] - 
[ クイック切り替え ] を選択します。

排他モードの使用
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。

始める前に、ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。「VMware Tools のイ
ンストール（P.105）」を参照してください。
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フル スクリーン モードと同様に、排他モードでは Workstation 仮想マシンが画面全体
で表示されます。排他モードの使用には、次のような短所があります。

排他モードでは、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
定を構成するためには、<Ctrl>+<Alt> を押して排他モードを終了する必要があ
ります。

Windows では、排他モードは複数のモニタを使用しません。

排他モードではホストの解像度が変更されるため、ホストのデスクトップ上の項
目が移動してしまう場合があります。

排他モードを使用するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。 

3 モニタが複数ある場合は、使用するモニタに Workstation ウィンドウを移動し
ます。

4 <Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押します。

5 フル スクリーン ツール バーで、次のいずれかを実行します。

Windows ホストの場合は、[Workstation] アイコンをクリックしてシステム 
メニューを表示し、[ 排他モード ] を選択します。

Linux ホストの場合は、フル スクリーン ツール バーの [ 表示 ] メニューをク
リックして、[ 排他モード ] を選択します。

6 排他モードを終了してウィンドウ モードに戻るには、次の手順を実行します。

a <Ctrl>+<Alt> を押し、排他モードを終了してフル スクリーン モードに戻り
ます。

b <Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押し、フル スクリーン モードを終了してウィンド
ウ モードに戻ります。

1 つの仮想マシンに複数のモニタを使用
ホストにマルチ 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。

Windows ゲストの場合、Windows の画面のプロパティの設定を使用して複数のモニ
タを構成する必要はありません。
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始める前に、仮想マシンが次の要件を満たしていることを確認してください。

仮想マシンが Workstation 6.x 以降の仮想マシンであること。 

仮想マシンのゲスト OS に VMware Tools がインストールされ、かつ実行中である
こと。VMware Tools のバージョンは、Workstation 7.x に含まれているバージョ
ンでなければなりません。手順については、「VMware Tools のインストール

（P.105）」を参照してください。

仮想マシンのゲスト OS が、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、または 
Linux であること。

ホスト上で、モニタの画面設定が適合するトポロジーに設定されていること。た
とえば、ディスプレイ トポロジーでは、左端のモニタを他のモニタより下に配
置することはできません。各モニタの解像度や向きがそれぞれ違っていても差し
支えはありません。フル スクリーン モードに切り替える際は、Workstation ウィ
ンドウを含んでいるモニタを、他のモニタより下にすることはできません。

つまり、Windows で画面のプロパティのコントロールを使用する際、モニタ ア
イコンを選択して別の位置へとドラッグを開始すると、座標がツールチップで表
示されますが、新しい位置へ移動したアイコンに表示される座標が負の値の場
合、その位置は機能しません。

1 つの仮想マシンに複数のモニタを使用するには、次の手順を実行します。

1 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。 

2 [ ディスプレイ ] タブをクリックして、[ フル スクリーン ] セクションで [ ゲスト
をウィンドウに合わせる ] を選択して [OK] をクリックします。 

3 仮想マシンを選択します。 

4 仮想マシンはオフの状態にしておきます。 

5 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

6 [ ハードウェア ] タブで [ ディスプレイ ] を選択します。

[ ハードウェア ] タブのリストに [ ディスプレイ ] が表示されない場合は、
Workstation 4 または 5.x の仮想マシンである可能性があります。この機能は 
Workstation 6.x 以降の仮想マシンでのみ利用可能です。

7 [ ディスプレイ ] タブの設定パネルで、モニタの数を決定する方法を指定します。

ほとんどの場合は、[ モニタでホストの設定を使用 ] を選択します。1 つのモニタ
を使用しているホスト上で仮想マシンが実行される場合、その仮想マシンは 1 つ
のモニタのみを検出しますが、この同じ仮想マシンを、2 つのモニタを使用して
いるホストに移動した場合、仮想マシンは 2 つのモニタを検出します。 
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このモニタ数は、ホストが起動時に認識するモニタの数によって異なります。た
とえば、アンドックされたノート型コンピュータをパワーオンし、ホストのモニ
タ設定が 1 台である場合は、2 台のモニタを使用するドッキング ステーションに
このコンピュータを設置した場合でも、モニタ設定は 1 台のまま変わりません。 

同様に、1 台のモニタが接続されたホストで仮想マシンをサスペンドしてから、
ホストにモニタを 2 台接続するように変更した場合、その仮想マシンはレジュー
ム後も 1 台のモニタを使用するように構成されたままとなります。新しい設定を
検出するためには、仮想マシンを再起動する必要があります。

たとえば、アプリケーションを複数のモニタに表示するように記述していても、
使用しているホストにモニタが 1 つしかない場合は、特定の数のモニタを設定で
きます。

8 特定の数のモニタを設定する場合は、十分な最大解像度を指定してください。

仮想マシンの表示に使用するホスト モニタの解像度が、指定する [ 最大解像度 ] 
の設定を超えないようにする必要があります。

9 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。

詳細については、「フル スクリーン モードの使用（P.168）」を参照してください。

仮想マシンは完全なパワーオン状態にしておきます。パワーオン時に仮想マシン
をスナップショットから復元するように設定しており、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、パワーオンに要する時間は長くなりま
す。この場合、2 台のモニタへの仮想マシンの表示は、最初は正常に機能しない
場合があります。この問題が発生する場合は、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ 優先順位 ] 
を選択し、[ バックグランドでスナップショットを作成する ] および [ バックグラ
ンドでスナップショットを復元する ] チェック ボックスを選択解除します。

10 フル スクリーン ツール バーで、[ 複数のモニタをサイクル ] ボタンをクリックし
ます。

このボタンは、ホストに複数のモニタが設定されている場合にのみ使用できま
す。このボタンについては、図 7-1 「Windows ホストのフル スクリーン ツール 
バー」 （P.168）を参照してください。

[ 複数のモニタをサイクル ] ボタンをクリックすると、ゲスト OS のデスクトップ
が、追加のモニタにまで拡張されます。 

仮想マシンが正しく表示されない場合は、システム メニュー（Windows ホスト
の場合）または [ 表示 ] メニュー（Linux ホストの場合）を使用して、[ ゲストを
ウィンドウに合わせる ] を選択します。
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11 3 つ以上のモニタを使用している場合に仮想マシンでこれらを使用するには、
[ 複数のモニタをサイクル ] を再びクリックします。

モニタを使用する順序は、モニタがホスト OS に追加された順序で設定されます。

12 再び 1 つのモニタのみで表示するには、この表示状態になるまで [ 複数のモニタ
をサイクル ] ボタンをクリックします。

複数の仮想マシンに複数のモニタを使用
ホストにマルチ 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。

始める前に、ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。「VMware Tools のイ
ンストール（P.105）」を参照してください。

複数の仮想マシンに複数のモニタを使用するには、次の手順を実行します。

1 複数の Workstation ウィンドウを開くために、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ ウィンド
ウ ] を選択します。

Linux ホストの場合、複数の Workstation ウィンドウを設定できますが、ウィン
ドウが単一の Workstation プロセスで実行されているため、メモリが節約され、
また、環境設定および [ お気に入り ] リストの項目を共有できます。

2 （オプション）Linux ホストで、複数の X サーバで個別に Workstation を実行する
場合は、2 番目の Workstation インスタンスを -W フラグを指定して起動します。 

ターミナル ウィンドウで、次のコマンドを入力します。

vmware -W &

3 各 Workstation ウィンドウで仮想マシンを起動します。

1 つのウィンドウで 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 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、別のウィンドウで開くようにします。

4 各 Workstation ウィンドウを任意のモニタにドラッグします。 

5 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
マシンに切替えるには、マウスの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。
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Workstation コンソールを仮想マシンのディスプレイに合わせて
表示

[ 表示 ] メニューの [ 合わせる ] および [ 今すぐ合わせる ] コマンドを使用して、
Workstation コンソールのサイズをゲスト OS のディスプレイに合わせることができ
ます。

両方の [ 合わせる ] コマンドがオフに切り替えられている場合は、Workstation のサイ
ズは自動的に調整されません。Workstation コンソールがゲスト OS の画面より小さ
い場合は、コンソールにスクロール バーが表示されます。コンソールがゲスト OS の
画面より大きい場合は、コンソールに黒い枠が表示されます。

[ 合わせる ] と [ 今すぐ合わせる ] コマンドについては、表 7-1 で説明しています。

[ 合わせる ] コマンドは、クリックによってオン / オフが切り替わります。[ ウィンド
ウを合わせる ] と [ ゲストをウィンドウに合わせる ] がオンに切り替えられた場合、
Workstation コンソールのサイズを手動で変更できますが、ゲスト OS でも 
Workstation コンソールのサイズを変更できます。

対応する自動調整コマンドがアクティブのときは、コンソールとゲスト OS の画面は
同じサイズになるので、[ ウィンドウを今すぐ合わせる ] または [ ゲストをウィンドウ
に今すぐ合わせる ] コマンドは必要なくなります。

Linux ゲストでのディスプレイのサイズ変更
Linux ゲストでディスプレイのサイズを変更する際、次の事項に注意してください。

Version 5.5 より前の VMware Tools のバージョンでサスペンドされている仮想マ
シンは、一度完全にパワーオフし、再度パワーオンしない限り、ディスプレイの
サイズ変更は機能しません（ゲスト OS の再起動では十分ではありません）。 

表7-1  [ 合わせる ] コマンドと [ 今すぐ合わせる ] コマンド

表示メニュー コマ
ンド 説明

ウィンドウを合わせる Workstation コンソールで仮想マシンの画面解像度のサイズが保持
されます。ゲスト OS の解像度が変更になった場合は、Workstation 
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。

ゲストをウィンドウに
合わせる

ゲストの画面解像度を Workstation コンソールのサイズに合わせ
ます。

ウィンドウを今すぐ合
わせる

Workstation コンソールを現在のゲスト OS の画面のサイズに合わ
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 コンソールに合わせ
ます。

manual_ws71.book  Page 176  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 177

第 7章 仮想マシンの基本操作

ディスプレイのサイズ変更オプションを有効にするには、ゲストの VMware 
Tools を最新のバージョンに更新します。

[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、VMware Tools が実行されていなければなりません。

サイズ変更に関して物理ホストが受ける X11 Window システムの制限は、ゲスト
にもすべて適用されます。

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、使用の 
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、ゲストのサイズ拡大
が停止します。

X サーバは常に定義されている最大の解像度で開始し、この制限を避けるこ
とはできません。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、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 ゲストでのディスプレイのサイズ変更
Solaris 10 ゲストでディスプレイのサイズを変更する際、次の事項に注意してください。

ディスプレイのサイズ変更オプションを有効にするには、ゲストの VMware 
Tools を最新のバージョンに更新します。

[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、VMware Tools が実行されていなければなりません。

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。

非標準解像度の使用
Workstation コンソールのサイズが標準の VESA 解像度（640x480、800x600、
1024x768 など）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 ] コマンドでは、ゲスト OS の画面解像度を 640x480 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 640x480 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。
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非標準の解像度の問題に対処するには、次の 2 つの方法のうち、いずれかを使用して
ください。

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 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 640x480 以上に設定します。

ビデオとサウンドの構成
色とグラフィックスを最善の状態で表示するには、ホストとゲストの色の設定を調整
する必要があります。Workstation では DirectX 9 グラフィックス アクセラレーション
を使用するゲームやアプリケーションもサポートされますが、ホストとゲストで若干
の 3D 準備作業を行う必要があります。

サウンドのサポートに関しては、通常は必要なドライバが自動的にインストールされ
ますが、一部のかなり古いゲスト OS または最新のゲスト OS では、手動でドライバ
をインストールする必要があります。

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。 

仮想マシンでは、次の色がサポートされています。

16 色（VGA）モード

8 ビット PseudoColor（調合色） 

16 bpp（1 画素のビット数は 16）

32 bpp（1 画素のビット数は 24）

ホストが 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でも、
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でも、
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。

ホスト コンピュータの設定以上の色の数が設定されたゲスト OS を実行しようとする
と、問題が発生します。たとえば、ゲストで色が正しく表示されなかったり、ゲスト 
OS でグラフィカル インターフェイスが使用できなかったりすることがあります。 
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次のいずれかの解決策を試行できます。

ホストで使用可能な色の数を増やす。

ゲストで使用されている色の数を減らす。

最高のパフォーマンスを実現するには、ゲストとホストで同じ色の数を使用してくだ
さい。

ホストの画面色の設定の変更
ホスト OS の色の設定を変更する場合は、まずゲスト OS をすべてシャットダウンし
てから仮想マシンをパワーオフし、Workstation を終了する必要があります。

通常の手順でホスト OS の色の設定を変更してから、Workstation と仮想マシンを再
起動します。

ゲストの画面の色の設定の変更

ゲスト OS の色の設定を変更する方法は、使用しているゲスト OS によって異なり
ます。

そのゲスト OS の画面の色を変更する方法に従ってください。

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。

Direct3D グラフィックスのサポート
Workstation の 3D 機能を活用するには、仮想マシンで最新バージョンの VMware 
Tools が実行されている必要があります。仮想マシンを移動し、3D 機能を使用する場
合は、適切な VMware Tools のバージョンがインストールされていることを確認して
ください。

3D アクセラレーションの制限

DirectX 9 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のサポー
トは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、または Linux を実行しているホス
ト上の Windows XP ゲストに対してのみ適用されます。

現在、この機能には次の制限があります。

Workstation では、DirectX バージョン 9 以前を使用する DirectX ゲームおよびア
プリケーションもサポートされるようになりました。 
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3D アプリケーションのサポートに関して、パフォーマンス面での最適化はまだ
行われていません。 

OpenGL アプリケーションはソフトウェアのエミュレーション モードで実行し
ます。

記録 / 再生機能を使用して 3D アプリケーションを記録することはできません。

3D アクセラレーションを使用するためのホストの準備
デフォルトでは、Direct3D テクノロジーは Workstation 6.x 以降の仮想マシンで有効に
なっています。ホスト、仮想マシン、ゲスト OS の順に準備します。

始める前に、ホスト OS が Windows XP、Windows Vista、Windows 7、または Linux で
あることを確認してください。Windows ホストの場合は、DirectX 9 および最新の 
DirectX ランタイムをサポートするビデオ カードがあることを確認します。Linux ホ
ストの場合は、OpenGL 2.0 アクセラレーションを実行できるビデオ カードをホスト
が備えていることを確認します。不明な点がある場合は、ハードウェア メーカーに
問い合わせてください。

3D アクセラレーションを使用できるようにホストを準備するには、次の手順に従っ
てください。

1 ホストのビデオ ドライバを最新バージョンにアップグレードします。

a ATI Graphics ドライバは、AMD 社の Web サイトから入手できます。

b NVIDIA ドライバは、NVIDIA 社の Web サイトから入手できます。

2 Windows ホストを使用している場合は、ディスプレイのプロパティでハード
ウェア アクセラレーションを有効にします。

Windows XP では、デスクトップを右クリックし、[ プロパティ] - [ 設定 ] - [ 詳
細設定 ] - [ トラブルシューティング ] を選択します。

Windows Vista では、デスクトップを右クリックし、[ 個人設定 ] - [ 画面の設
定 ] - [ 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。

Windows 7 では、デスクトップを右クリックし、[ 個人設定 ] - [ 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。

[ ハードウェア アクセラレーション ] のスライダーを最大にします。

3 Linux を使用している場合は、次の手順を実行して、Linux ホストで互換性をテ
ストしてください。

a 直接レンダリングが有効化されていることを確認するために、次のコマンド
を実行します。
glxinfo | grep direct 
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b ホスト上で 3D アプリケーションが機能することを確認するために、次のコ
マンドを実行します。
glxgears 

ホストでの構成後、仮想マシンでアクセラレートされた 3D を構成します。

3D 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
始める前に、ゲスト OS が Windows XP、Windows Vista、または Windows 7 であるこ
とを確認してください。

3D アクセラレーションを使用できるように仮想マシンを準備するには、次の手順に
従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンはサスペンドではなく、オフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

4 [ ハードウェア ] タブで [ ディスプレイ ] を選択します。

5 [ モニタ ] セクションで、仮想マシンが複数のモニタを使用するように設定され
ている場合は、1 台のモニタのみを使用するように設定します。

6 [3D グラフィック ] セクションで、チェック ボックスが選択されていることを確
認し、[OK] をクリックします。

3D アクセラレーションを使用するためのゲスト OS の準備
始める前に、ゲスト OS が Windows XP、Windows Vista、または Windows 7 であるこ
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を確認し
ます。「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

3D アクセラレーションを使用できるようにゲスト OS を準備するには、次の手順に
従ってください。

1 仮想マシンをオンにします。

2 DirectX 9.0c End User Runtime をインストールします。

DirectX 9.0c End User Runtime は、Microsoft 社のダウンロード センターから入手
できます。

3 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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サウンドの構成 
Workstation は、Sound Blaster AudioPCI 互換のサウンド デバイスを提供し、
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows XP、Windows 
Vista、Windows 7、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。Workstation 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。

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。たとえば、.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が、MIDI 入力はサポートされていません。MIDI 入力はサ
ポートされません。Linux ゲストでは MIDI はまったくサポートされません。

Linux 対応 Workstation 7.x では、Advanced Linux Sound Architecture（ALSA）がサ
ポートされます。

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。

Windows Vista または Windows 7 の場合は、64 ビットの Windows Vista または 
Windows 7 ゲスト OS に VMware Tools をインストールする際に、サウンド ドライバ
がインストールされます。 32 ビットの Windows Vista、Windows 7、Windows Server 
2003、および Windows Server 2008 ゲストの場合は、Windows Update を使用して 32 
ビット ドライバをインストールしてください。 

Windows 9x および NT ゲストでのサウンド ドライバのインストール

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。 

Advanced Linux Sound Architecture（ALSA）の使用

Workstation 7.x では、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 ホストを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）を使用してい
ました。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 マシンと複数の仮想マシンは同時にサウンドを再生できます。
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VMware 仮想マシンで ALSA を使用するには、ご使用のシステムが次の要件を満たす
必要があります。

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。 

ホスト マシンのサウンド カードが ALSA をサポートする必要があります。
alsa-project.org 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。

現在のユーザーは、サウンド デバイスにアクセスする適切なアクセス権が付与
されている必要があります。

ホスト上のサウンド デバイスがミュートされていない必要があります。
alsamixer グラフィカル ミキサ プログラムを使用して、サウンド デバイスが
ミュートされていないことを確認することができます。コマンド プロンプトか
ら alsmixer を入力します。alsamixer プログラムのドキュメントは、インター
ネット上で入手できます。

サウンド カード情報の取得

コマンド ラインから、Linux ホスト システムでのサウンド カードに関する情報を取
得できます。

コマンド ラインを使用してサウンド カードに関する情報を取得するには、次の手順
に従ってください。

コマンド プロンプトで、次のいずれかのコマンドを入力します。

現在のユーザーに適切なアクセス権が付与されていない場合、次のようなエラー 
メッセージが表示されます。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。ASLA サウンド デバイスを含むディレクトリへの読
み取り、書き込み、および実行の権限をユーザーに付与してください。通常、ALSA 
サウンド デバイスは /dev/snd/ にありますが、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場合があります。

コマンド 説明

lspci | grep -i audio ホスト マシン上のサウンド チップセットの名前と種類を
表示します。

cat /proc/asound/cards ホスト マシン上のサウンド カードを表示します。

alsamixer サウンド デバイスにアクセス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かどうかを確認します。
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仮想マシンでの ALSA の使用

[ 仮想マシン設定 ] ダイアログ ボックスで、ALSA を使用するように仮想マシンを構成
できます。

仮想マシンで ALSA を使用するには、次の手順に従ってください。

1 [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 ] をクリックします。

3 [ 接続済み ] と [ パワーオン時に接続する ] チェック ボックスが選択されているこ
とを確認します。

4 いずれかの [ 接続 ] チェック ボックスを選択します。

5 [ 保存 ] をクリックします。

仮想マシン設定に表示されない ALSA サウンド デバイスの使用

仮想マシン設定に表示されない ALSA サウンド デバイスを使用するには、次の手順に
従ってください。

仮想マシン設定に表示されない ALSA サウンド デバイスの使用するには、次の手順を
実行します。

1 ALSA サウンド デバイスの名前を指定します。 

alsa-utils パッケージを使用する場合は、コマンド プロンプトで、aplay -L 
を入力し、システムの ALSA サウンド デバイスを表示します。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ ハードウェア ] タブで [ サウンド カード ] をクリックします。

4 [ 接続済み ] と [ パワーオン時に接続する ] チェック ボックスが選択されているこ
とを確認します。 

5 [ ホストのサウンド カードを指定 ] を選択し、使用する ALSA サウンド デバイス
の名前（front:CARD=Intel,DEV=0 など）を入力します。

6 [ 保存 ] をクリックします。

コマンド 説明

デフォルトのホスト サウン
ド カードを使用

Workstation がホスト サウンド カードを検出します。

ホストのサウンド カードを
指定

サウンド カードを選択します。ドロップ ダウン メ
ニューから選択します。ドロップ ダウン メニューに
は、ホスト システムのすべてのサウンド カード用の 
PCM デバイスが表示されます。
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ALS ライブラリのバージョン要件のオーバーライド

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、Workstation は、サウンドのプレイバックとレコーディン
グに OSS API を使用します。

ホスト コンピュータのサウンド カードによっては、サウンドの品質が旧バージョン
の ALSA ライブラリほど良くない場合があります。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することをお勧めします。

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 の要件をオーバーライドすることができます。

ALSA ライブラリのバージョン要件をオーバーライドするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 テキスト エディタで仮想マシン構成ファイル（.vmx）を開きます。

2 オプション sound.skipAlsaVersionCheck = "TRUE" を追加します。 

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、実際の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。

仮想マシンに新規ソフトウェアをインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択し、仮想マシンが、インストール ソフト
ウェアが配置されている CD-ROM ドライブ、ISO イメージ ファイル、またはフ
ロッピー ドライブにアクセスできることを確認します。 

詳細については、「DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加（P.259）」を参照して
ください。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択し、[ ハードウェア ] タブの [ メモリ ] 設定パネルを使用して
仮想マシンの最終的なメモリ サイズを設定します。 

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。なるべく大きな変更を避けるために、メモ
リ サイズを設定してください。

4 ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。
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「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。新しいアプリ
ケーション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、
VMware Tools を再度アクティブにしなければならない可能性もほとんどなくな
ります。

5 メーカーが指定する手順に従って、新しいアプリケーションをインストールし
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 
が応答しない状態になることがあります。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。

この問題が生じる場合、通常はプログラムの初期実行時に発生します。 

アクセラレーション機能を無効にするには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。 

仮想マシンはパワーオフ状態でもパワーオン状態でも構いません。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ ハードウェア ] タブで [ プロセッサ ] をクリックします。

4 [ 実行モード ] セクションで、[ 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 [OK] をクリックします。

この設定では、仮想マシンのパフォーマンスが低下します。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することをお勧めします。 

5 問題を回避することができたら、手順 2 ～ 手順 4 を繰り返し、[ バイナリ変換の
アクセラレーションを無効にする ] 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レポートするオプションを構成します。これにより、バッテ
リが少なくなっているかどうかを判別できます。

ゲストでのバッテリ状態をレポートするには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。 

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 
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4 [ オプション ] タブをクリックし、[ パワー ] をクリックします。

5 [ バッテリ情報をゲストに報告 ] チェック ボックスを選択して、[OK] をクリック
します。

仮想マシン内でのホスト プリンタの使用
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することができます。Workstation のプ
リンタ機能は、ThinPrint テクノロジーを使用して、仮想マシンにマッピングされた
ホスト マシン 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 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。

仮想マシンでホスト プリンタを使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

4 [ ハードウェア追加ウィザード ] ダイアログ ボックスで、[ プリンタ ] と [ 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。

ACE 仮想プリンタ ポリシーが有効である場合、[ プリンタ ] は使用可能になり、ACE 
仮想プリンタ ポリシーを無効にしない限り削除できません。

仮想マシン内での取外し可能デバイスの使用
仮想マシンでは、フロッピー ドライブ、DVD/CD-ROM ドライブ、USB デバイス、ス
マート カード リーダー、ネットワーク アダプタなど、さまざまな取外し可能デバイ
スを構成して使用できます。 

デバイスによっては、ホストとゲストで、または複数のゲストで同時に使用できない
ものもあります。たとえば、ホストがフロッピー ドライブを使用している場合、こ
れを仮想マシンで使用するには、まずこれを仮想マシンに接続する必要があります。
また、ホストで再び使用するには、これを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、仮想マシンがパワーオンされているときに、フロッピー ドライブ
は接続されません。 

特定のデバイスの追加または構成方法については、第 16 章「デバイスの接続
（P.341）」および 第 11 章「ディスクとディスク ドライブの使用（P.243）」を参照して
ください。
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仮想マシン内で取外し可能デバイスを使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。

3 [VM] - [ 取外し可能デバイス ] - [ デバイス名 ] を選択し、続いて [ 接続 ]、[ 切断 ]、
またはその他のいずれかの選択肢を選択します。

[ 設定 ] を選択すると、ダイアログ ボックスが表示されます。必要な変更を加え
て、[OK] をクリックします。必要に応じて、[ ヘルプ ] をクリックしてオンライ
ン ヘルプを表示します。

デバイスが USB デバイスの場合は、ステータス バーでそのデバイスの表示に使
用するアイコンを変更できます。そのデバイスのアイコンを表示しないようにす
ることもできます。

4 （オプション）デバイスを接続したり、デバイスを切断したり、デバイスの設定
を変更したりするときは、タスクバーの通知領域にあるデバイス アイコンを右
クリックして、コンテキスト メニューからコマンドを選択します。

仮想マシンのタスクバーにあるデバイス 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。

仮想マシンのアプライアンス ビューの構成
ブラウザ ベースのインターフェイスを使用する Web サーバなどのアプライアンスと
して仮想マシンを使用する場合は、起動時にアプライアンス ビューを表示するよう
に仮想マシンを設定できます。

始める前に、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。アップグレードの手順については、「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を
参照してください。 

アプライアンス ビューで実行される内容は、次のとおりです。

サーバまたはアプライアンスの種類の簡単な説明を表示する

ホスト システム上にブラウザを開き、アプライアンスの管理コンソールに接続
するリンクを提供する

注意   チームに属する仮想マシンではアプライアンス ビューを使用できません。これ
は、チームのメンバーには概要ビューが表示されないことと同じです。
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仮想マシンにアプライアンス ビューを構成するには、次の手順を実行します。

1 （オプション）アプライアンス ビューのロゴを使用するには、256 x 256 ピクセル
未満の PNG または BMP イメージ ファイルを作成して、これを仮想マシンの .vmx 
ファイルを含むディレクトリに配置します。

2 仮想マシンを選択します。 

仮想マシンはパワーオン状態でもパワーオフ状態でも構いません。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ アプライアンス ビュー ] を選択します。 

5 [ アプライアンス ビューを有効にする ] チェック ボックスを選択します。

6 この設定パネルのフィールドに入力して、仮想マシンの起動時に表示されるテキ
ストとイメージを作成します。

次の情報を使用してこのパネルの設定を構成します。

[ 名前 ] フィールドのみが必須です。

アプライアンスで HTTP コンテンツを表示するために使用する TCP/IP ポート
番号を指定します。

[ パワーオン時にアプライアンス ビューに切り替える ] を選択しない場合は、
アプライアンス ビューではなくコンソール ビューが表示されます。 このコ
ンソール ビューでは、仮想マシンの IP アドレスと、ブラウザを開くように
求めるメッセージのみが表示されることがあります。

7 [OK] をクリックします。

仮想マシンを起動すると、アプライアンス ビューが表示されます。 [ パワーオン中 ] 
メッセージが表示され、続いてアプライアンスの管理コンソールにアクセスするため
のリンクが表示されます。

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キャプチャして、クリップボード、ファイル、ま
たは両方に保存することができます。Linux ホストでは、クリップボードへの保存
は、Gnome 2.12 以降を実行しているシステムのみで有効です。 

デフォルトでは、イメージは PNG（.png）ファイルとして保存されます。Windows 
ホストでは、ビットマップ（.bmp）ファイルとして保存することもできます。
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仮想マシンのスクリーンショットを作成するには、次の手順に従ってください。

1 スクリーンショットを作成するための環境設定を次のように指定します。

a Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

b [ ワークスペース ] タブの [ スクリーン ショットの保存先 ] チェック ボック
スを使用してスクリーンショットをクリップボードとファイルのいずれに保
存するか、または両方に保存するかを指定します。

c [ ファイル ] を選択した場合は、ファイルをデスクトップに保存するかどう
かを指定します。指定しないと、スクリーンショットの作成時に保存場所を
確認するプロンプトが表示されます。

[ デスクトップに保存 ] を選択した場合は、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。ファ
イルの形式は .png ファイルです。

Windows ホストでは、[ 保存時に指定 ] を選択した場合、ファイル名とパス
を求めるプロンプトが表示される際に、ファイル形式をビットマップに変更
することもできます。

d [OK] をクリックします。

2 スナップショットを作成するには、次のいずれかを実行します。

Workstation メニュー バーで、[VM] - [ スクリーン キャプチャ] を選択します。

<Ctrl>+<Alt>+<PrtScr>（Windows ホストの場合）または 
<Shift>+<Ctrl>+<PrtScr>（Linux ホストの場合）を押します。 

キーボード ショートカットは、マウスとキーボードの入力が仮想マシン
とホスト コンピュータのどちらで有効になっているかに関係なく、機能
します。

<Ctrl>+<Alt>+<PrtScr> キーの組み合わせは、<Ctrl>+<Alt> を押したときに
仮想マシンでキーボードとマウスの入力を解放する構成を想定しています。
入力の解放に別のショートカットを構成している場合は、そのショートカッ
トを PrtScr キーとともに使用してください。 「ホット キーの組み合わせの変
更（P.71）」を参照してください。
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第 7章 仮想マシンの基本操作

仮想マシンのムービーの作成と再生
仮想マシン内のスクリーン アクティビティをムービーでキャプチャすることができ
ます。

始める前に、VMware ムービー デコーダが手元にあることを確認してください。
Linux でもムービーをキャプチャできますが、ムービーの再生は Windows マシンで行
う必要があります。VMware コーデック（コーダ / デコーダ）は、Workstation とと
もに Windows ホストに自動的にインストールされます。Workstation がインストール
されていない Windows マシンでも、個別にダウンロード可能なインストーラをムー
ビーの再生に使用できます。VMware の Web サイトのダウンロード ページに進み、
VMware Workstation のダウンロード ページの [ ドライバ & ツール ] タブをクリックし
ます。

仮想マシンのムービーを作成および再生するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。

3 [VM] - [ ムービー キャプチャの開始 ] を選択します。

4 ファイルの保存のダイアログ ボックスで、ムービーに関する情報を入力し、[ 保
存 ] をクリックします。 

次のガイドラインに従ってください。

[ 画質 ] 設定により圧縮、つまりムービーのファイル サイズが決定されます。

[ 何も発生しないフレームを省略 ] を選択すると、仮想マシン内で実際に作業
が行われた部分のみがムービーとして記録されます。これによって、ファイ
ル サイズとムービーの長さが縮小されます。

ムービー キャプチャがアクティブの間、赤い円（仮想 LED）がタスクバーの通
知領域に表示されます。

5 仮想マシン内で、ムービーに表示するアクションを実行します。

6 ムービーを停止するには、[VM] - [ ムービー キャプチャの停止 ] を選択します。

注意   ムービーを作成するのではなく、仮想マシンの実行を実際に記録する場合は、
第 12 章「仮想マシン アクティビティの記録と再生（P.265）」を参照してください。
デバッグ目的の場合や、特定の動作を行うための手順を完全に再現したい場合には、
仮想マシンの実行を記録することをお勧めします。
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メニュー バーを使用しない場合、または仮想マシンをフル スクリーン モードで
使用している場合は、ムービー キャプチャのアイコンを右クリックして、[ ムー
ビー キャプチャの停止 ] を選択します。

Workstation ではこのイメージを、.avi ファイルとしてホスト上に保存します。 

7 互換性のある任意のメディア プレーヤでムービーを再生できます。

アプリケーション開発者のための高度なオプション
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、次の API、SDK、および IDE を使用できます。

仮想マシンの動作を自動化するプログラムを記述するための VIX API　高度で使
いやすく実用的な 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
グに利用できます。API では、仮想マシンの登録やパワーオン / オフ、ゲスト OS 
でのプログラム実行のための機能が提供されます。Perl、COM、およびシェル 
スクリプト（vmrun）向けの言語も追加でバインドできます。詳細については、

『VMware VIX API リリース ノート』を参照してください。

再生専用コードを挿入してアプリケーションをデバッグするための VAssert 
API　試験的な VAssert 機能を使用すると、開発するアプリケーションで、通常
のアサーションとして仮想アサーションを使用できます。VAsserts は、使用アプ
リケーションの記録の再生時にのみ表示されるため、オーバーヘッドがありませ
ん。この API は現在、Windows ゲストのみで利用可能です。『VAssert 
Programming Guide（プログラミング ガイド）』を参照してください。

ゲストの動作を調べるための VProbes ツール　ゲスト、VMM、VMX、および仮
想デバイスのアクティビティを、その状態を変更せずに確認して記録する 
VProbes スクリプトを記述できます。たとえば、VProbes は実行中のアプリケー
ションを追跡したり、ページの障害の原因となっているプロセスを示したりする
ことができます。『VProbes Programming Reference（プログラミング リファレ
ンス）』を参照してください。

VMCI ソケット インターフェイス　この機能は、Virtual Machine Communication 
Interface 用のソケット インターフェイスです。ホストと仮想マシンで実行して
いるアプリケーション間の通信を高速化する手段を提供します。この機能は、ク
ライアント サーバ アプリケーションを作成する開発者に最適です。『VMCI 
Sockets プログラミング ガイド』を参照してください。 

Visual Studio および 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 Visual Studio または Eclipse との間で構成可能なイン
ターフェイスが提供され、仮想マシン上でのプログラムのテスト、実行、および
デバッグを実行できます。 『Integrated Virtual Debugger for Eclipse Developer's 
Guide』と『Integrated Virtual Debugger for Visual Studio Developer's Guide』を参
照してください。
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8

この章では、ホストとゲストの間でファイルを転送する方法について説明します。
この章では、次のトピックについて説明します。

ドラッグ アンド ドロップ機能を使用（P.193）
コピーと貼り付け機能を使用（P.195）
共有フォルダの使用（P.196）
マップされたドライブの使用（P.205）

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、Linux および Windows ホストと Linux、
Windows、および Solaris 10 ゲスト間で、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、およびフォーマットされたテキストを移動できま
す。Windows のホストとゲスト間でイメージを移動することもできます。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 をインストールし
ておく必要があります。この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。 

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。

ホストのファイル マネージャ（Windows エクスプローラなど）と仮想マシンの
ファイル マネージャとの間。 

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。 

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（zip ファイル マネージャなど）。 

仮想マシン間。 

ホストとゲストの間のファイル
とテキストの転送 8
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仮想マシンからホストに、またはホストから仮想マシンにファイルやフォルダをド
ラッグすると、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、ワード プロセッサはオリジナル ファイルのコピーを使用して起動します。
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格納されているファイルのコピーを使用してアプリ
ケーションが起動します。Windows では、%TEMP% 環境変数に指定されたディレク
トリ、Linux および Solaris では、/tmp/VMwareDnD ディレクトリが使用されます。
ファイルに対する変更を保存しておく場合は、そのアプリケーションのメニューか
ら [ ファイル ] - [ 名前を付けて保存 ] を選択して別のディレクトリにファイルを保存
してください。 

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、双方向にイメージをドラッグすることができます。Linux および Windows ホス
トとゲストとの任意の組み合わせの間で、プレーン テキスト、フォーマットされた
テキスト、電子メールの添付ファイルを双方向にドラッグすることもできます。電子
メールの添付ファイルのドラッグは、ユニティ モードの場合に特に便利です。

ドラッグ アンド ドロップ機能には、次の制限があります。

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。 

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。

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。

Workstation 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。

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。

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。
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第 8章 ホストとゲストの間のファイルとテキストの転送

ドラッグ アンド ドロップ機能の有効化または無効化
仮想マシンとホストの間でドラッグ 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。開始する前に、仮想マシンに 
VMware Tools がインストールされていることを確認します。

ドラッグ アンド ドロップ機能を有効または無効にするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ 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。 

4 [ ドラッグ アンド ドロップを使用する ] チェック ボックスを選択または選択解除
して、[OK] をクリックします。

コピーと貼り付け機能を使用
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
しておく必要があります。この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。Linux および Windows ホストと Linux、Windows、および Solaris 10 
ゲスト間で、コピーと貼り付け機能を使用できます。 

仮想マシン間で、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、2 台の仮想マシン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。Linux および Windows ホストとゲストとの任意の組み合
わせの間で、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、電子
メールの添付ファイルを双方向に切り取り、コピー、貼り付けすることもできます。
電子メールの添付ファイルのコピーと貼り付けは、ユニティ モードの場合に特に便
利です。通常のホット キーやメニュー選択で、切り取り、コピー、貼り付けを行っ
てください。

コピーと貼り付け機能には、次の制限があります。

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。

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。

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。

Workstation 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。
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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。

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有効化または無効化
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。開始する前に、仮想マシンに VMware Tools をイン
ストールする必要があります。

コピーと貼り付けを有効または無効にするには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ 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。 

4 [ コピーと貼り付けを使用する ] チェック ボックスを選択または選択解除して、
[OK] をクリックします。

共有フォルダの使用
共有フォルダを使用すれば、仮想マシン間あるいはホスト コンピュータとの間で
ファイルを共有できます。ホスト上のディレクトリ、またはホストにアクセスできる
ネットワーク上のディレクトリを選択して、それらのディレクトリにゲスト上で使用
する名前を付けます。

共有フォルダは、次のゲスト OS を稼動する仮想マシン、およびサポートされている
すべてのホスト システムで使用することができます。

Windows Server 2003

Windows XP

Windows 2000

Windows NT 4.0

Windows Vista

Windows 7

Version 2.6 以降のカーネルを持つ Linux

Solaris x86 10

Solaris x86 10 Update 1 以降

manual_ws71.book  Page 196  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 197

第 8章 ホストとゲストの間のファイルとテキストの転送

共有フォルダのセットアップ
共有フォルダを使用すると、仮想マシン間、または仮想マシンとホストの間でファイ
ルを簡単に共有できます。共有フォルダとして追加するディレクトリは、ホスト コ
ンピュータ上のディレクトリでも、ホスト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。 

始める前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

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。サポートされるゲスト OS の一覧については、「共有フォルダの
使用（P.196）」を参照してください。

最新バージョンの VMware Tools がゲストにインストールされていることを確認
します。「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

アクセス権の設定を確認します。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。たとえば、
Workstation を User というユーザー名で実行している場合は、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行うには、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必
要があります。Linux と Windows の間でアクセス権がどのように設定されるかに
ついては、「アクセス権処理の強化（P.204）」を参照してください。

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（またはネットワー
ク）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。

共有フォルダをセットアップするには、次の手順に従ってください。 

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 共有フォルダ ] をクリックします。

4 [ 常に有効 ] または [ 次回のパワーオフまたはサスペンドまで有効 ] を選択します。

[ 次回のパワーオフまたはサスペンドまで有効 ] は、仮想マシンがパワーオンの
ときにのみ選択できます。この設定を使用すると、仮想マシンをシャットダウ
ン、サスペンド、またはパワーオフするまで、一時的にフォルダ共有を無効にで
きます。このオプションを選択して仮想マシンを再起動しても、共有フォルダは
無効になりません。[ フォルダ ] セクションで特定のフォルダを有効または無効
にする場合は、このオプションを選択するか、[ 常に有効 ] を選択する必要があ
ります。
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5 （オプション）簡単にアクセスできるように、[Windows ゲストのネットワーク 
ドライブとしてマップする ] チェック ボックスを選択して、ドライブを Shared 
Folders ディレクトリにマップします。

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入ります。ドライブ
文字は自動的に選択されます。

6 [ 追加 ] をクリックします。

Windows では、[ 追加 ] をクリックすると共有フォルダ追加ウィザードが開始し
ます。Linux では、[ 追加 ] をクリックすると [ 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。

7 次を参考にして、ウィザードまたはダイアログ ボックスの操作を実行します。

ホスト パス　ホスト上の共有するディレクトリのパス。

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 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 は共有フォル
ダを見つけることができなくなります。

名前　仮想マシン内で表示される名前。 

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。

共有する　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。このフォルダを有効にするには、リス
ト内のその名前の横にあるチェック ボックスを選択します。 

フォルダを後で有効にするときは、リスト内で名前を選択して [ プロパ
ティ ] をクリックし、[ プロパティ ] ダイアログ ボックスでフォルダを有効
にします。

読取り専用　このオプションを選択すると、仮想マシンはホスト ファイル 
システムの共有フォルダの内容を変更できなくなります。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。 

これらのプロパティを変更するには、[ プロパティ ] ダイアログ ボックスを使用
します。Windows では、[ オプション ] タブで [ 共有フォルダ ] を選択して、[ プ
ロパティ ] をクリックします。
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8 （オプション）共有フォルダを作成した後に、仮想マシンで共有フォルダを有効
にするには、[ 共有フォルダ ] 設定パネルの [ フォルダの共有 ] セクションを使用
します。

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の
間、一時的にフォルダ共有を有効にする場合は、[ 次回のパワーオフまたは
サスペンドまで有効 ] を選択します。 

[ 次回のパワーオフまたはサスペンドまで有効 ] を選択して仮想マシンを再
起動しても、共有フォルダは無効になりません。

[フォルダ] セクションで特定のフォルダを有効または無効にする場合は、
[ 常に有効 ] を選択します。

9 有効にした共有フォルダにアクセスします。

Windows ゲストの場合は、「Windows ゲストで共有フォルダを表示
（P.201）」を参照してください。

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。

共有フォルダの有効化と無効化
他のユーザーが作成した仮想マシンで共有フォルダを有効にしたり、特定の仮想マシ
ンですべてのフォルダ共有を有効 / 無効にしたり、仮想マシンで特定の共有フォルダ
を有効にしたりできます。

他のユーザーが作成した仮想マシンで共有フォルダを有効にする
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。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。

要注意   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。
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他のユーザーが作成した仮想マシンで共有フォルダを有効にするには、次の手順を実
行します。

1 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

2 [ ワークスペース ] タブの [ 仮想マシン ] セクションで、[ 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（アプライアンスの開発者など）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。

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。

特定の仮想マシンのフォルダ共有を有効 /無効にする

すべての共有フォルダを有効にすることによってセキュリティの問題が発生する危険
性を減らすために、特定の仮想マシンでフォルダを共有できるかどうか、およびどの
フォルダを共有するかを指定する必要があります。

特定の仮想マシンのフォルダ共有を有効 /無効にするには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 共有フォルダ ] をクリックします。 

4 [ フォルダの共有 ] セクションにあるボタンを使用して、共有フォルダを有効ま
たは無効にしてから、[OK] をクリックします。 

[ 次回のパワーオフまたはサスペンドまで有効 ] は、仮想マシンがパワーオンの
ときにのみ選択できます。この設定を使用すると、仮想マシンをシャットダウ
ン、サスペンド、またはパワーオフするまで、一時的にフォルダ共有を無効にで
きます。このオプションを選択して仮想マシンを再起動しても、共有フォルダは
無効になりません。[ フォルダ ] セクションで特定のフォルダを有効または無効
にする場合は、このオプションを選択するか、[ 常に有効 ] を選択する必要があ
ります。

5 仮想マシンで Windows オペレーティング システムが使用されている場合は、
ネットワーク ドライブをマップするかどうかを選択します。

Windows では、共有フォルダを無効にしている場合、仮想マシンをパワーオン
して共有フォルダにマップされているドライブを選択しようとすると、接続でき
ないことを示すメッセージが表示されます。

仮想マシンのフォルダ共有を有効にした後、共有できるフォルダを指定します。
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共有するフォルダの指定

始める前に、仮想マシンがフォルダの共有を許可されていることを確認します。「特
定の仮想マシンのフォルダ共有を有効 / 無効にする（P.200）」を参照してください。

共有するフォルダを指定するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 共有フォルダ ] を選択します。 

3 仮想マシンの [ フォルダ ] リストで、有効にする共有フォルダの名前の横の
チェック ボックスを選択します。

4 （オプション）共有フォルダを読み取り専用にするには、共有フォルダを選択し、
[ プロパティ ] をクリックし、読み取り専用チェック ボックスを選択してから、
[OK] をクリックします。 

共有フォルダの表示
ゲストでの共有フォルダの表示は、ゲスト OS が Windows、Solaris、Linux のいずれ
であるかにより異なります。共有フォルダは、あらゆる種類のファイルの共有に使用
することができます。

ホストのどのフォルダが仮想マシンで共有されているかを確認するには、[VM] - [ 設
定 ] - [ オプション ] - [ 共有フォルダ ] を選択して、共有フォルダと共有フォルダへの
ディレクトリ パスのリストを表示します。

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。 

要注意   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かないでく
ださい。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
ケーションを使用して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。

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。
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Windows ゲストで共有フォルダを表示するには、次の手順に従ってください。

[ マイ ネットワーク ] - [ ネットワーク全体 ]（Windows NT ゲストの場合は [ ネット
ワーク コンピュータ ]、Windows Vista および Windows 7 の場合は [ ネットワー
ク ]）の [VMware 共有フォルダ ] に表示させることができます。

デスクトップ アイコンを使用して共有フォルダを検索できない場合は、
Windows エクスプローラを開き、[ マイ ネットワーク ]（または [ ネットワーク 
コンピュータ ]）内を検索します。

特定の共有フォルダを表示するには、次のいずれかを実行します。

[ マイ ネットワーク ] - [ ネットワーク全体 ] - [VMware 共有フォルダ ] - 
[vmware-host] - [ ホスト ] - [ 共有フォルダ ] - < 共有フォルダ名 > を開くこと
でゲスト システムに移動します。 

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。 

Linux または Solaris 10 ゲストで共有フォルダを表示する 

表示するファイルでのアクセス権設定については、「Linux ゲスト上での共有フォル
ダのアクセス権とフォルダのマウント（P.202）」を参照してください。

Linux または Solaris 10 ゲストで共有フォルダは次の場所にあります。

Linux の仮想マシンでは、共有フォルダは /mnt/hgfs ディレクトリの下に表示さ
れます。 

Solaris の仮想マシンでは、共有フォルダは /hgfs ディレクトリの下に表示され
ます。 

Linux ゲスト上での共有フォルダのアクセス権とフォルダのマウ
ント

Workstation に付属する最新バージョンの VMware Tools では、パフォーマンスが改善
され、シンボリック リンクを利用できるようになり（Linux ホストを使用する場合）、
共有フォルダの新しいマウント方法が追加され、アクセス権が拡張されています。

パフォーマンスの向上

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。 
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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
ンを使用してください。このオプションを使用して、hgfs（ホスト / ゲスト ファイ
ル システム）ドライバでファイル属性の検証を行う時間間隔を指定します。たとえ
ば、次のコマンドを使用すると、デフォルトの 1 秒ごとではなく、3 秒ごとに属性の
検証が行われます。

mount -o ttl=3 -t vmhgfs .host:/<共有 > <マウント ポイント >

フォルダのマウント

共有フォルダ内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）以外に、お使いのファイル システム上の任意の場所にマウントできま
す。mount プログラムを使用すると、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。次の表で例
を示します。

mount プログラムを使用する際、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、次のコマンドを入力します。

/sbin/mount.vmhgfs -h

この方法で mount を使用するには、Workstation の仮想マシン設定エディタを使用し
て、共有フォルダをセットアップして有効にする必要があります。共有が有効になっ
たら、共有フォルダをデフォルト以外の場所にマウントできます。

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。

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。

注意   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。
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旧バージョンの VMware Tools では、Linux ゲストが共有フォルダをマウントしようと
すると、vmware-guestd プログラムがマウントを試行しました。これが失敗すると、
その結果として空のフォルダだけが残されました。

新しいバージョンの VMware Tools では、Tools のサービス スクリプトがマウントを
実行するドライバをロードします。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。 

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 Configurator（vmware-config-tools.pl 
ファイル）の再実行を求めるプロンプトは表示されません。 

アクセス権処理の強化
Linux ホストおよび Windows ホストの両方で、Linux ゲストの多くの機能が向上しま
した。

Linux ホストを使用して Linux ゲストとの間で共有するファイルを作成する場合
は、ゲスト上ではホストに表示されるファイルのアクセス権と同一のアクセス権
が表示されます。

ファイルとディレクトリのアクセス権ビットのマスキングには、fmask と dmask 
を使用します。

Windows ホストを使用して Linux ゲストとの間で共有するファイルを作成する場
合は、読み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。

Linux ゲスト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。使用できるオプションは、uid、gid、fmask、
dmask、ro（読み取り専用）、および rw（読み取り / 書き込み）です。デフォル
トは rw である点に注意してください。

Workstation の Windows バージョン、または以前のリリースの Workstation 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。この動作は以前のリリースと変わりません。
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マップされたドライブの使用 
ゲストとホスト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 システムにマップできます。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。

仮想ディスクをホスト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、ディスクをホストから切断する必要があります。 

ディスクをホスト上のドライブにマップしたり、ドライブから切断したりするには、
Workstation を使用します。 Windows では、ホストの [ マイ コンピュータ ] で [ ツー
ル ] - [ ネットワーク ドライブの切断 ] コマンドを使用しようとしても、ネットワー
ク ドライブのリストにはマップされたドライブ文字は表示されません。

仮想ディスクをホスト上のドライブにマップまたはマウントする
仮想ディスクのマップを開始する前に、このディスクを使用するすべての仮想マシン
をパワーオフ状態にしておきます。また、次の点に留意してください。

Windows ホストでは、ボリュームをマウントする場合、マウントできるのは 
FAT（12/16/32）または NTFS でフォーマットされたボリュームのみです。仮想
ディスクに異なる種類のパーティション（ボリューム）が混在する場合、たとえ
ば、一部のパーティションが未フォーマットあるいは 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
ションだけをマウントできます。

スナップショットを含むディスクをマウントすることは可能ですが、ディスクに
書き込むと、過去に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。

.vmdk ファイルのいずれかが圧縮されている、あるいは読み取り専用に設定され
ている場合、その仮想ディスクをマウントすることはできません。このような仮
想ディスクをマウントするのであれば、その前に .vmdk ファイルの属性を変更し
てください。

暗号化された仮想ディスクをマップしたり、マウントしたりすることはできま
せん。
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ホスト上のドライブへの仮想ディスクのマップまたはマウントを実行するには、次の
手順を実行します。

1 メニューを開き、ホスト上のドライブに仮想ディスクをマウントします。

Windows では、[ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマッピングまたは切断 ] を選択
します。

Linux では、[ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマウントまたはアンマウント ] 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。

Windows では、[ 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 では、[ 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 ダイアログ ボックスで [ 参照 ] をクリックして、ディスク ファイル（.vmdk ファ
イル）の場所に移動して選択し、[ 開く ] をクリックします。

4 マップまたはマウントするボリュームを選択し、ホスト上で使用されていないド
ライブ文字を選択します。 

5 [OK] または [ マウント ] をクリックします。

ドライブがホスト上に表示されます。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から実行できます。 

6 （オプション）マップされたドライブを表示するには、次のいずれかを実行し
ます。

Windows では、[ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマッピングまたは切断 ] を選択
します。

Linux では、[ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマウントまたはアンマウント ] を選
択します。

ドライブをアンマップまたはアンマウントする準備ができたら、「仮想ディスクから
のホストの切断（P.207）」を参照してください。

要注意   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て
おくことをお勧めします。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
ショットまたはクローンが使用できなくなる場合があります。
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仮想ディスクからのホストの切断
マップ済み仮想ディスクに仮想マシンからもう一度アクセスするには、仮想ディスク
を切断する必要があります。2 種類の方法を使って、仮想ディスクからホストを切断
できます。

仮想ディスクからホストを切断するには、次の手順を実行します。 

次のいずれかを実行します。

Workstation の [ ファイル ] メニューを使用します。

a [ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマッピングまたは切断 ] または [ 仮想ディスク
のマウントまたはアンマウント ] を選択します。 

b ダイアログ ボックスで、切断するボリュームを選択して [ 切断 ] または [ ア
ンマウント ] をクリックします。

c エラー メッセージが表示され、強制的に切断するかどうかの確認を求めら
れる場合は、[ 強制的に切断 ] をクリックします。

d [OK] をクリックします。

選択した仮想マシンの [VM] メニューを使用します。

a [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] を選択します。

b ハード ディスクを選択して、[ ユーティリティ ] - [ 切断 ] または [ アンマウン
ト ] をクリックします。

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。
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仮想マシンをサスペンドすることで、後で同じ状態から作業を続けられるように現在
の状態を保存することができます。スナップショットを作成して仮想マシンの状態を
保存すれば、同じ状態に何度でも戻ることができます。この章では、次のトピックに
ついて説明します。

サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.209）
スナップショットの使用方法（P.211）

サスペンドおよびレジューム機能の使用
サスペンドおよび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できま
す。レジュームすると、仮想マシンをサスペンドしたときに実行されていたアプリ
ケーションが、実行中の状態で再開されます。コンテンツは、仮想マシンをサスペン
ドしたときと同じになります。

サスペンドとレジュームの動作速度は、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
理よりも時間がかかります。 

仮想マシンをレジュームしてから作業を行った場合、その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。仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し戻
したい場合は、「スナップショットの使用方法（P.211）」の説明に従ってスナップ
ショットを設定します。

ハード サスペンドまたはソフト サスペンド
サスペンド操作を実行する前にゲスト OS で VMware Tools スクリプトを実行するよう
に、[ サスペンド ] ボタンまたはメニュー コマンドを構成することができます。この
構成はソフト サスペンドと呼ばれます。 

仮想マシンの状態を保存 9
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開始する前に、ゲスト OS に VMware Tools がインストールされていることを確認しま
す。「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

Windows ゲストでソフト サスペンドを実行するときに、ゲスト OS で DHCP が使用さ
れている場合は、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。
Windows ゲストで [ レジューム ] コマンドを使用すると、新しい IP アドレスが DHCP 
から取得されます。Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストでは、ネットワークが再
起動します。

ハード サスペンドまたはソフト サスペンドを使用するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ パワー ] をクリックします。

4 [ パワー コントロール ] セクションで、ハード サスペンド（[ サスペンド ]）また
はソフト サスペンド（[ ゲストのサスペンド ]）操作を指定します。

5 [OK] をクリックします。

仮想マシンのサスペンドまたはレジューム
サスペンドと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、後で同
じ状態から作業を継続できます。 

仮想マシンをサスペンドする前に、ネットワークを停止してからサスペンドするかど
うかを指定します。「ハード サスペンドまたはソフト サスペンド（P.209）」を参照し
てください。

仮想マシンをサスペンドまたはレジュームするには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

仮想マシンをサスペンドするには、[VM] - [ パワー] - [ サスペンド ] を選択します。

仮想マシンが排他フル スクリーン モードで実行中の場合は（ツール バーが非表
示になります）、<Ctrl>+<Alt>+<Enter> キーを同時に押して、ウィンドウ モー
ドに戻します。

仮想マシンをサスペンドすると、.vmss という拡張子を持つファイルがワーキン
グ ディレクトリに生成されます。 
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サスペンドした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 [VM] - 
[ パワー ] - [ レジューム ] を選択します。

仮想マシンをレジュームすると、サスペンド時の状態が .vmss ファイルから復
元されます。

スナップショットの使用方法
スナップショットを作成して仮想マシンの状態を保存すれば、同じ状態に何度でも戻
ることができます。 

複数のスナップショットを使用する例
仮想マシンの複数のスナップショットを作成できます。 

線形処理でのスナップショット

スナップショットの線形処理では、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
業を繰り返します。各スナップショットは、1 つのシーケンス内の 1 つの復元ポイン
トです。 

図9-1  線形処理でのスナップショット復元ポイント

Workstation では、各線形処理で 100 個以上のスナップショットを作成することが可
能です。

次のような状況では、線形処理のスナップショットを使用してください。

新しいソフトウェアのテストやウィルスの検証など、仮想マシン内でリスクの大
きな変更を行なう場合。テストしていない新しいコードをプロジェクトに追加す
る場合は、その前にスナップショットを作成してください。 

新しいコードが期待通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
状態にプロジェクトをいつでも戻すことができます。新しいコードを追加しても
問題が何も生じなかった場合、仮想マシンの新しい状態を別のスナップショット
として作成できます。 

レッスン 1
Windows

オペレーティング
システム

レッスン 2 レッスン 3 レッスン 4 レッスン 5
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トレーニング コースを作成して、各レッスンの冒頭の仮想マシンの状態をス
ナップショットに保存する場合。これらのスナップショットを使用すれば、コン
ピュータの準備に時間をかける必要がなくなります。 

仮想マシンをオフにしたときに特定のスナップショットに戻るように構成するこ
ともできます。 新しいクラスのレッスンが始まると、前回の受講者の作業は常に
破棄されます。「パワーオフ時に戻る（P.220）」を参照してください。

プロセス ツリーでのスナップショット

図 9-2 に示すように、1 つのベースラインからいくつかのシーケンスをブランチとし
て保存できます。この方法はソフトウェアのテスト等で頻繁に使用されます。別バー
ジョンのプログラム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。 

図9-2  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

注意   仮想マシンがパワーオフされたときに、自動的にスナップショットが設定
され、監査記録が作業状況として保存されるように仮想マシンを構成することが
できます。「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（P.221）」を参照してください。

Windows
オペレーティング
システム

ベース
ライン

IE ベース

Firefox ベース

SP1 IE ベース 1 現在点

Firefox ベース 1

SP2 IE ベース 2

Firefox ベース 2
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Workstation では、プロセス ツリーの各ブランチに 100 個以上のスナップショットを
作成できますが、99 個以上を保持するとゲスト OS で起動時に問題を起こす場合があ
ります。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
成するようにしてください。

スナップショットの関係
スナップショット間の関係は親子の関係のようなものです。

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
ますが、子スナップショットが複数ある場合もあります。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。

仮想マシンの親スナップショットとは、現在の状態（図 9-3 の [ 現在点 ]）を表すス
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 ] または [ 移動 ] 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。

図9-3  スナップショット間の親子関係

スナップショットに取り込まれる情報
スナップショット設定時に、スナップショットは仮想マシンの次の構成を含む全状態
を収集します。

メモリ状態　仮想マシンのメモリ コンテンツ

設定状態　仮想マシンの設定

ディスク状態　すべての仮想ディスクの状態

スナップショット 2、3、および 4 は 
スナップショット 1 の子です。

スナップショット 4 は 
現在点の親であり、
したがって、仮想マシンの
親になります。
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物理ディスクの状態は、スナップショットを設定しても保存されません。ただし、独
立ディスクの状態はスナップショットによる影響を受けません。 

スナップショットは個々の仮想マシンで操作されます。仮想マシンのチームを選択し
てスナップショットを作成した場合、アクティブな仮想マシンの状態のみが保存され
ます。「チームとチーム内の仮想マシンの概要ビューとコンソール ビュー（P.284）」
を参照してください。

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、またはパワーオフするときは、その状態でスナップショッ
トを作成する必要があります。

スナップショットの競合
仮想マシン内のアプリケーションが他のコンピュータと通信を行っているとき、特に
実稼動環境にある場合は、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したとします。スナップショットを設定した後も、
サーバにその進行状況を通信しながら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。

または、仮想マシン内のアプリケーションが別のマシンのデータベースにトランザク
ションを送っているときにスナップショットを設定する状況を想定してください。ト
ランザクションが始まっているがコミットされていないときにそのスナップショット
に戻ると、データベースの混乱が起こり得ます。

バックグラウンド スナップショットの有効化または無効化
スナップショットをバックグラウンドで作成するように環境設定を設定すると、仮想
マシンの状態が保存されているときでも作業を続けることができます。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は、Workstation ウィンドウの
隅のいずれかに表示されます。

Linux ホストでは、始める前に root ユーザーとして Workstation を実行してください。
この環境設定を変更できるのは root ユーザーだけです。

Workstation が保留中のスナップショットの処理を完了する前に、他のスナップ
ショットを作成、またはスナップショットに戻った場合、進行状況ダイアログが表示
されます。次のスナップショットを設定、または操作を開始する前に、保留のスナッ
プショットの操作が完了するのを待つ必要があります。
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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。

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するには、次の手順に従っ
てください。

1 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

2 [ 優先順位 ] タブをクリックします。

3 [ スナップショット ] セクションのチェック ボックスを使用して、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します。

4 [OK] をクリックし、仮想マシンを再起動します。

仮想ディスクをスナップショットから除外
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で元の状態に保持しつ
つ、ドキュメントが含まれたディスクへの変更は常に残るようにしなければならない
場合があります。 

その場合、ディスク モードを変更してスナップショットから仮想ディスクを排除し
てください。始める前に、仮想マシンをパワーオフにし、既存のスナップショットを
すべて削除してください。

スナップショットから仮想ディスクを除外するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ 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。 

4 [ 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。

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。通常モードのディスクに書き込まれたすべてのデータ
は、恒久的にディスクに書き込まれます。

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
ワーオフするか、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、仮想ディスクを持つ仮想マシンを常に同じ状態で再起動できます。ディ
スクへの変更は、パワーオフまたはリセット時に削除される REDO ログ 
ファイルに書き込まれ、そのファイルから読み込まれます。
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スナップショット マネージャの概要
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。 

表 9-1 に、スナップショット マネージャのスナップショット ツリーに表示される可
能性があるアイコンを示します。 

スナップショット ツリーには、仮想マシンのすべてのスナップショット、およびス
ナップショット間の関係が表示されます。[ 現在点 ] アイコンはスナップショットで
はありません。仮想マシンの現在の状態を示しています。「スナップショットの関係

（P.213）」を参照してください。

表9-1  スナップショット マネージャのアイコン 

パワーオフされている仮想マシンのスナップ
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

リンク クローンの作成に使用されたスナップ
ショット

仮想マシンの記録

AutoProtect スナップショット

[ 現在点 ] アイコン

注意   スナップショットの上にマウスを置くと（クリックはしない）、そのスナップ
ショットの名前が完全に表示されます。
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ほとんどのスナップショット マネージャの操作は、[VM] - [ スナップショット ] メ
ニューのメニュー コマンドとして表示されます。ただし、次の操作はスナップ
ショット マネージャだけに表示されます。

スナップショットの名前変更　[ 名前 ] テキスト ボックスを編集できます。ク
ローン仮想マシンのスナップショット名を変更する場合は、後で区別できるよ
うに [ 説明 ] フィールドを使用します。

説明の変更または追加　[ 説明 ] テキスト ボックスを編集できます。 

スナップショットの削除　「スナップショットまたは記録の削除（P.220）」を参
照してください。

Linux ホストでは、スナップショット マネージャの外観がやや異なります。Linux ホ
ストでは、ツール バーを右クリックしてアイコンのスタイルを変更します。アイコ
ンとテキスト、アイコンのみ、テキストのみといった表示が可能です。

スナップショット マネージャを開いて使用する

アクティブな仮想マシンのすべてのスナップショットをレビューして、直接操作する
ときは、スナップショット マネージャを使用します。

スナップショット マネージャを開いて使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 [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。

3 スナップショットまたは記録を選択して、必要なアクションのボタンをクリック
します。 

<Ctrl> キーを押しながら必要なスナップショットまたは記録をクリックすると、
複数の項目を選択できます。 

[ スナップショットの作成 ] ボタンが無効になっている場合は、仮想マシンが使
用する複数のディスクのディスク モードが一致していない可能性があります。
たとえば、独立ディスクを必要とする特殊な目的を持つ構成では、スナップ
ショットを設定する前に仮想マシンをパワーオフしてください。

スナップショットの作成
スナップショットは通常、仮想マシンがパワーオン、パワーオフ、またはサスペンド
の状態のときに作成できます。 

スナップショットを作成するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

サスペンド操作が完了していること。 
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仮想マシンが別のコンピュータと通信していないこと。「スナップショットの競
合（P.214）」を参照してください。

使用している仮想マシンがパフォーマンスを特に重視している場合は、ゲスト 
OS のドライブが最適化されていること。「仮想ディスクの最適化（P.247）」を参
照してください。 

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に
は、仮想マシンはパワーオフされていること。たとえば、独立ディスクを必要と
する特殊な目的を持つ構成では、スナップショットを設定する前に仮想マシンを
パワーオフしてください。 

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するこ
と。「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。

子スナップショットを作成するには、以前のスナップショットに戻る必要があり
ます。 子スナップショットの作成により、直線的なプロセスがプロセス ツリーに
なります。「スナップショットから以前の状態を復元する（P.219）」および 「ス
ナップショットの関係（P.213）」を参照してください。

スナップショットを作成するには、次の手順に従ってください。

1 [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 一意の名前を入力します。 

3 （オプション）説明を入力します。 

スナップショットに取り込まれる仮想マシンの状態に関するメモを記録するとき
は、このフィールドを使用してください。

4 [OK] をクリックします。

保存されたスナップショットは、その仮想マシンの親スナップショットです。

5 （オプション）子スナップショットを作成するには、スナップショット マネー
ジャから以前のスナップショットに戻る必要があります。

a [VM] - [ スナップショット マネージャ ] を選択します。

b 戻る先のスナップショットを選択し、[ 移動 ] をクリックします。

仮想マシンの現在の状態は失われ、子スナップショットが作成されます。 

スナップショットまたは記録の名前変更
スナップショット マネージャを使用して、スナップショットの名前または説明をい
つでも変更できます。
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スナップショットまたは記録の名前を変更するには、次の手順に従ってください。

1 [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 スナップショットまたは記録を選択します。

3 [ 名前 ] テキスト ボックスのテキストを編集し、[ 閉じる ] をクリックします。

クローン仮想マシンのスナップショット名を変更する場合に、どの仮想マシンの
クローンなのかを指定するときは、[ 説明 ] フィールドを使用します。

スナップショットから以前の状態を復元する
Workstation 内でスナップショットを復元するときは、[ 復元 ] および [ 移動 ] コマン
ドを使用します。 

[ 復元 ] コマンドでは、[ 移動 ] コマンドを使用して仮想マシンの親スナップショット
を選択する場合と同じことが実行されます。つまり、現在の状態の親スナップショッ
トに戻ります。この状態は、スナップショット マネージャの [ 現在点 ] に相当しま
す。「スナップショットの関係（P.213）」を参照してください。 

[ 移動 ] コマンドで選択できるのは、現在の状態の親スナップショットだけではあり
ません。仮想マシンの既存のスナップショットを任意に選択できます。 

スナップショットから以前の状態を復元するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

親スナップショットに戻るには、[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。

親以外のスナップショットに戻るには、[VM] - [ スナップショット ] を選択して、
そのスナップショット名を選択します。 

仮想マシンがパワーオフされるときに常に親スナップショットに戻るように設定
するときは、「パワーオフ時に戻る（P.220）」を参照してください。

要注意   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。

しかし、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。
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パワーオフ時に戻る

パワーオフ時に常に仮想マシンが親スナップショットに戻るように設定できます。仮
想マシンの親スナップショットとは、現在の状態（[ 現在点 ]）を表すスナップ
ショットです。 

仮想マシンがパワーオフ時にスナップショットに戻るよう設定するには、次の手順に
従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ スナップショット / 再生 ] を選択します。 

4 [ パワーオフする場合 ] セクションで [ 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たは記録の削除
ほとんどの場合、スナップショットまたは記録を削除しても、他のスナップショッ
ト、記録、または仮想マシンの現状に影響はありません。スナップショットを削除す
るときは、スナップショット マネージャを使用します。

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。「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.229）」を参照してください。

スナップショットまたは記録を削除するには、次の手順に従ってください。

1 [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 （オプション）AutoProtect スナップショットを削除するときは、[AutoProtect ス
ナップショットを表示 ] が選択されていることを確認します。

注意   AutoProtect スナップショットは、スナップショット マネージャでそのス
ナップショットを復元するまで、[VM] - [ スナップショット ] のスナップショット
のリストに表示されません。AutoProtect スナップショットを表示および復元す
るには、スナップショット マネージャ（[VM] - [ スナップショット ] - [ スナップ
ショット マネージャ ]）を使用します。 

要注意   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。 
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3 スナップショットまたは記録の削除のオプションを選択します。

特定のスナップショットまたは記録を削除するには、対象のスナップショッ
トまたは記録を選択して [ 削除 ] をクリックします。

スナップショットまたは記録、およびそれらの子をすべて削除するには、対
象のスナップショットまたは記録を右クリックして、[ スナップショットと
子スナップショットを削除 ] / [ 記録と子を削除 ] を選択します。 

スナップショットの子に AutoProtect スナップショットが含まれる場合、そ
れらの AutoProtect スナップショットは [AutoProtect スナップショットを表
示 ] が選択されている場合にのみ削除されます。

スナップショットおよび記録をすべて削除するには、任意のスナップショッ
トまたは記録を右クリックして [ すべて選択 ] を選択し、[ 削除 ] をクリック
します。

4 削除するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、[OK] をクリックし、
スナップショット マネージャで [ 閉じる ] 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毎回、自動的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、仮想マシンを設定することができます。 

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には、次の手
順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ スナップショット / 再生 ] を選択します。 

4 [ パワーオフする場合 ] セクションで、オプションを選択します。

スナップショットの作成をしない　スナップショットへの変更を行わずにパ
ワーオフします。 

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（ス
ナップショット マネージャのウィンドウ内の [ 現在点 ] の親スナップショッ
ト）に戻ります。 

コンピュータの授業でインストラクターが授業終了時に仮想マシンをパワー
オフすると、生徒が行った変更が破棄され、次の授業でまた元の状態から始
めることができます。
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スナップショットを新規作成する　仮想マシンのパワーオフ後の状態でス
ナップショットを作成します。この設定は、マイルストーンを自動的に保存
する場合に便利です。スナップショットはスナップショット マネージャに
表示されます。仮想マシンをパワーオフしたときの日付と時間がスナップ
ショットの名前になります。 [ パワーオフ時に自動スナップショットが作成
された ] 旨のメッセージが表示されます。

選択画面を表示　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。 

5 [OK] をクリックします。

AutoProtect スナップショットの使用
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。 

AutoProtect のオプションは、[ 仮想マシン設定 ] ウィンドウ（[VM] - [ 設定 ]）の [ オ
プション ] タブで設定できます。AutoProtect スナップショットの時間間隔と、保持
され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、最も
古い AutoProtect スナップショットが削除されます。入力した設定に応じて、選択し
た AutoProtect スナップショットが一定の期間にわたって保持されます。この選択内
容は、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
とともに、[ 仮想マシン設定 ] ウィンドウに表示されます。この最小ディスク領域は、
[ 仮想マシン設定 ] の [ メモリ ] の設定による影響を受けます。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 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、5 分後に仮想マシンをパワーオフしたとします。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。

AutoProtect の制限事項
AutoProtect 機能には次の制限があります。

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。
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Workstation で仮想マシンに対して AutoProtect が有効になっていても、VMware 
Player では AutoProtect スナップショットは作成されません。

AutoProtect スナップショットは、記録 / 再生機能の使用中には作成されません。

AutoProtect による自動スナップショットの設定
AutoProtect 機能を使用して、一定の間隔で仮想マシンのスナップショットを作成す
るように Workstation を設定できます。 

AutoProtect によって自動スナップショットを設定するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ オプション ] タブの [ 設定 ] で、[AutoProtect] を選択します。

4 [AutoProtect の有効化 ] を選択します。

5 スナップショットの間隔を選択します。

6 保持する AutoProtect スナップショットの最大数を選択します。 

この設定は、作成および保持できる通常のスナップショットの数には影響しま
せん。 

7 [OK] をクリックします。

AutoProtect スナップショットの削除からの保護
AutoProtect の設定時に指定した最大数の AutoProtect スナップショットが 
Workstation で作成された後は、新しい AutoProtect スナップショットが作成される
たびに、最も古い AutoProtect スナップショットが削除されます。スナップショッ
ト マネージャで、AutoProtect スナップショットをこの削除から保護することがで
きます。

AutoProtect スナップショットを削除せずに保存するには、次の手順に従ってくだ
さい。 

1 [VM] - [ 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表示 ] を選択します。

3 保存する AutoProtect スナップショットを選択します。

4 [ 保持 ] をクリックします。
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スナップショットと Workstation 4 仮想マシン
Workstation 4 の仮想マシンでは、マルチスナップショットをサポートしていません。 
Workstation 7.x の機能をすべて使用するには、仮想マシンをアップグレードする必要
があります。「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。

Workstation 4 仮想マシンにスナップショットがある場合には、アップグレードする
前にスナップショットを削除する必要があります。これまで使用していた 
Workstation 4 アプリケーションを使用してスナップショットを削除してから、
Workstation 7.x にアップグレードします。
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仮想マシンのクローンは、仮想マシンをコピーするより素早く簡単に作成できます。
この章では、仮想マシンを別のホストや同じホスト上の別の場所に移動する手順と方
法、および仮想マシンを他のユーザーと共有する際の注意点について説明します。こ
の章では、次のトピックについて説明します。

仮想マシンの UUID（汎用一意識別子）（P.225）
仮想マシンのクローン（P.227）
仮想マシンの移動（P.231）
旧バージョンの仮想マシンの移動（P.233）
リンク クローンの移動（P.234）
仮想マシンを他のユーザーと共有（P.234）
VNC による仮想マシンへのリモート接続（P.235）
仮想マシンを Web サーバからのストリーミングで使用できるよう
にする（P.237）
VMware Player で仮想マシンを共有（P.238）

仮想マシンの UUID（汎用一意識別子）
すべての仮想マシンが正確に識別されるように、各仮想マシンには、UUID

（Universal Unique Identifier、汎用一意識別子）が自動的に割り当てられます。 

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ており、SiSoftware Sandra や 
IBM utility 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。 

この 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。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。特定の UUID の設定
については、「仮想マシンの UUID の指定（P.226）」を参照してください。

仮想マシンのクローン作成、
移動、および共有 10

manual_ws71.book  Page 225  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

226 VMware, Inc.

仮想マシンの移動時の UUID オプション
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尋ねるメッセージが表示されます。仮想マシン
をコピーしたことを示すと、新しい UUID が生成されます。

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。次回仮想マシンを再起動したときに、メッセージが表示されます。

UUID を常に保持または常に作成するように仮想マシンを設定する
仮想マシンが UUID を常に保持または常に作成するように設定されている場合、ユー
ザーが仮想マシンを移動またはコピーしたときにプロンプトは表示されません。 仮想
マシンの構成ファイルを編集して、このプロパティを設定できます。

UUID を常に保持または常に作成するように仮想マシンを設定するには、次の手順に
従ってください。

1 仮想マシンをパワーオフします。

2 テキスト エディタで構成ファイル（.vmx）を開きます。

3 次の行を追加します。

uuid.action = "<action>"

<action> の値は、create（新しい UUID を常に生成する）、または keep（UUID 
を常に保持する）のいずれかです。

仮想マシンの UUID の指定
UUID は仮想マシンに自動的に割り当てられていますが、生成された UUID 値を上書
きして任意の UUID を割り当てることができます。

UUID は 128 ビット整数です。この値の 16 バイトは、8 番目と 9 番目のペアの 16 進数
間でのダッシュ記号を除いては、スペースによって分けられ、次のようになります。
UUID は、たとえば次のように示されます。

00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff 

仮想マシンの UUID を指定するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオフします。

2 テキスト エディタで構成ファイル（.vmx）を開きます。
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3 uuid.bios を含む行を検索します。

この行のフォーマットは、uuid.bios = "<uuid_value>" のように、パラ
メータ値を二重引用符（"）で囲みます。構成設定は、たとえば次のように示
されます。 

uuid.bios = "00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff" 

4 既存の UUID 値を特定の UUID 値に置き換えます。 

5 ファイルを保存して閉じます。

6 仮想マシンをオンにします。

仮想マシンが起動されると、新しい UUID が使用されます。 

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。

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。次に例を示します。

仮想マシンのクローンを作成し、必要なオフィス アプリケーションを構成済み
の状態で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ソフトウェア テストの基本構成として
用い、その仮想マシンのクローンを繰り返し作成して使用することができます。

教師はその学期に必要な授業や研究を予め設定した仮想マシンを作成し、そのク
ローンを各生徒に提供することができます。

クローン機能を使用すると、ホスト ファイルシステムを参照したり、すべての
構成ファイルを指定したかを心配することなく、仮想マシンのコピーを作成でき
ます。その既存の仮想マシンは、クローンの親になります。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。クローンの主な特性は次の
とおりです。

クローンに行った変更は、親仮想マシンに影響を与えません。親仮想マシン
に行った変更も、クローンには表示されません。 

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。

クローンは独立した仮想マシンですが、リンク クローンの場合には仮想ディスクを
親仮想マシンと共有します。「クローンの種類（P.228）」および「クローンの作成

（P.229）」を参照してください。
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クローンの種類
完全クローンとリンク クローンという 2 種類のクローンを利用できます。

完全クローン

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。しかし、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します。従って、完
全クローンは親仮想マシンに設定されたスナップショットにアクセスすることはでき
ません。

リンク クローン

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 クローンは親仮想マシンのスナップショット
から作成されます。「複数のスナップショットを使用する例（P.211）」を参照してく
ださい。これにより、ディスク領域を節約でき、また、複数の仮想マシンで同じソフ
トウェアを使用できるようになります。

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が低下する
ことに注意してください。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。 

要注意   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。この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。

manual_ws71.book  Page 228  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 229

第 10章 仮想マシンのクローン作成、移動、および共有

しかし、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。

リンク クローンの作成は素早くできるので、各タスクにそれぞれ独自の仮想マシン
を容易に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
を容易に共有することも可能です。これは、共同作業も促進します。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。

クローンの作成
リンク クローンを作成する際、その親仮想マシンを誤って削除しないようにするに
は、テンプレート モードを有効にしてから仮想マシンのクローン作成ウィザードを
使用してください。

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テンプレートとして指定することにより、その親
仮想マシンを誤って削除してしまうことを防ぐことができます。 テンプレート モード
を有効にすると、仮想マシンの削除や、チームへの追加は実行できません。また、仮
想マシンのスナップショットも削除することはできません。

リンク クローンの親仮想マシン用にテンプレート モードを有効にするには、次の手
順に従ってください。

1 リンク クローンの親仮想マシンとして使用する仮想マシンを選択します。 

2 親仮想マシンに少なくとも 1 つのスナップショットが設定されていることを確認
します。 

スナップショットが設定されていない場合は、スナップショット マネージャを
開き、スナップショットを設定します。「スナップショット マネージャの概要

（P.216）」を参照してください。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ 詳細 ] をクリックします。

5 [ 設定 ] セクションで、[ 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 ] をクリックして、[OK] をクリックします。
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仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用

仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、クローンの作成を行うことができ
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 クローンを作成する場合は、予め親仮想マシンのゲスト OS のドライブを最適
化してください。ゲスト OS のツールを使用して、最適化ユーティリティを実行しま
す。「仮想ディスクの最適化（P.247）」を参照してください。 

リンク クローンの親仮想マシンの削除の防止については、「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.229）」を参照してください。

仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 仮想マシンのクローン作成ウィザードで、[VM] - [ クローンを作成 ] を選択し
ます。 

4 [ ようこそ ] ページで、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ クローンの作成元 ] ページで、親仮想マシンのどの状態からクローンを作成す
るか選択し、[ 次へ ] をクリックします。 

クローンを親仮想マシンの現在の状態から作成するか、親仮想マシンの既存のス
ナップショットから作成するかを選択できます。仮想マシンの現在の状態から作
成する場合、Workstation は、仮想マシンのクローンを作成する前にスナップ
ショットを作成します。

テンプレート モードが有効になっている場合は、現在の状態からクローンを作
成することはできません。

6 [ クローンのタイプ ] ページで、リンク クローンと完全クローンのどちらを作成
するかを指定して、[ 次へ ] をクリックします。 

7 [ 新規仮想マシンの名前 ] ページで、クローンされた仮想マシンの名前とパス名
を入力して、[ 完了 ] 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、完全クローンの作成に
は数分要します。

注意   Workstation 4.x 仮想マシン、および他の VMware 製品で作成された 
Workstation 4.x 互換の仮想マシンについては、それらのクローンを作成する前に、
Workstation 5.x 以上の仮想マシンにアップグレードする必要があります。「仮想マ
シンのバージョンの変更（P.95）」を参照してください。
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8 [ 閉じる ] をクリックして、仮想マシンのクローン作成ウィザードを終了します。

仮想マシンのクローン作成ウィザードでは、クローンのための新しい MAC アド
レスと UUID が自動的に作成されます。他の構成情報は親仮想マシンのものと同
じです。 たとえば、マシン名と固定 IP アドレス構成は、仮想マシンのクローン作
成ウィザードによっては変更されません。

9 固定 IP アドレスとの競合を避けるには、クローンをネットワークに接続する前
に、クローンの固定 IP を変更します。 

「ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構成での IP アドレスの選択（P.314）」
を参照してください。

仮想マシンの移動
Workstation を使用して作成された仮想マシンを、別のコンピュータ、または同一コ
ンピュータ上の別の格納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に仮想マシンを移動することもできます。たとえば、Windows 
ホスト上の仮想マシンを、Linux や ESX Server のホストに移動することができます。 

通常、仮想マシンの移動とは、その仮想マシンを構成するファイルを移動することを
指します。Workstation の仮想マシンに関連付けられた全ファイルへのパス名は相対
的です。つまり、各ファイルのパスは仮想マシンのディレクトリと相対的になってい
ます。たとえば、特定の仮想マシンのディレクトリにいる場合、その仮想マシンが使
用する仮想ディスク ファイルへの相対パスは <machine_name>.vmdk となります。 

異なるハードウェアを使用するホスト
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。

64 ビットと 32 ビット ホストとの間での移動

仮想マシンは、32 ビット ホストから 64 ビット ホストに移動することはできます
が、32 ビット ホストがサポートされている 64 ビット プロセッサを備えない限り、
64 ビット ホストから 32 ビット ホストに移動することはできません。

要注意   仮想マシンを移動する前に、常に仮想マシンのディレクトリに保存されてい
る全ファイルのバックアップ コピーを作成してください。 
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マルチプロセッサ ホストとユニプロセッサ ホストとの間での移動

マルチプロセッサ ホスト マシン上で稼働する 32 ビットと 64 ビット ホストおよびゲ
スト OS のサポートされているすべての構成に対して、Workstation 7.x の仮想マシン
は 8 Way 仮想対称型マルチプロセッシング（仮想 SMP）までをサポートしています。
このサポートにより、仮想マシンに最大で 8 つの仮想プロセッサを指定することがで
きます。これは 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。「8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（P.378）」および 「最
初に 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（P.379）」を参照して
ください。

仮想マシンを新しい格納場所また新しいホストに移動 
仮想マシンは、同じホスト上の別の格納場所または新しいホストに移動することがで
きます。

各 VMware 製品間での互換性についての情報は、『VMware 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。 

仮想マシンを新しい格納場所また新しいホストに移動するには、次の手順に従ってく
ださい。

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。

移動する仮想マシンがリンク クローンの場合は、「リンク クローンの移動
（P.234）」を参照してください。

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。

注意   Workstation は、Workstation 5.5 以降のみで、またサポートされているプロ
セッサを備えたホスト マシンのみで、64 ビット ゲスト OS をサポートしています。
64 ビット ゲスト OS の仮想マシンをパワーオンすると、Workstation が内部確認を行
います。ホスト CPU がサポートされていない 64 ビット プロセッサの場合、仮想マ
シンをパワーオンすることはできません。 Workstation が 64 ビット ゲスト OS をサ
ポートするプロセッサのリストについては、「PC ハードウェア（P.25）」を参照して
ください。 

注意   ホストがユニプロセッサ マシンの場合、2 つのプロセッサの指定はサポートさ
れていないため、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 つの仮想プロセッサを指定することはできますが、仮想マシンの作成を終了し
ても、その仮想マシンを 2 つ以上の論理プロセッサを備えたホスト マシンに移動し
ない限り、パワーオンできません。 
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3 仮想マシンが現在格納されているディレクトリにある全ファイルを、新しい格納
場所にコピーします。 

仮想マシンのファイルを別のホストに移動する際、新しいホストとの間がネット
ワークで接続されていない場合は、共有ネットワーク ディレクトリを使用する
か、ファイルを DVD に保存して移動するか、または、十分なディスク容量を持
つ他のストレージ メディアを使用します。 

移動するファイルについての詳細は、「仮想マシンを構成するファイル（P.98）」
を参照してください。

4 新しいホストで、Workstation を起動し、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択してから、
新しい格納場所でその仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を探してください。

5 （オプション）仮想マシンを同一ホスト上の別の格納場所に移動する場合は、[ お
気に入り ] リストからその仮想マシンを削除し、新しい格納場所を使用してリス
トに追加しなおしてください。

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場合は、必要に
応じて、以前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。

新しい格納場所の仮想マシンが正しく動作しない場合は、元の格納場所にある仮
想マシンをチェックして、コピーされていないファイルがないかどうかを確認し
てください。一部のファイルが、仮想マシンのディレクトリの外に配置されてい
る可能性があります。 

仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ]）を使用してデバイス
を選択し、新しい格納場所からアクセスできない場所が関連するファイルに指定
されていないかどうかを確認します。

仮想マシンを新しいホスト コンピュータや同じホスト コンピュータの別のディレク
トリに移動すると、Workstation は仮想ネットワーク アダプタに異なる MAC アドレ
スを割り当てます。 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 アドレスが割り当てられます。「仮想マシンの MAC 
アドレスの維持と変更（P.318）」を参照してください。

旧バージョンの仮想マシンの移動
Workstation 2.x または 3.x を使用して仮想マシンを作成した場合は、Workstation 4 以
降にアップグレードする必要があります。Workstation 7.x では Workstation 2、3、ま
たは 4 の仮想マシンをサポートしていません。 
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リンク クローンの移動
通常の Workstation 仮想マシンと同様、リンク クローンを移動することができます
が、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な状態にする必要があります。親仮想マシンを、共有ディレク
トリまたはネットワーク ファイル サーバ上に置いてください。

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。

Workstation がオリジナル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。

仮想マシンを他のユーザーと共有
他のユーザーが自分の仮想マシンにアクセスできるようにする場合には、次の点に注
意してください。

仮想マシンは、一度に 1 人のユーザーのみが実行できます。他のユーザーも、仮
想マシンのリンク クローンを作成することにより、その仮想マシンを共有でき
ます。リンク クローンでは、コピー元の親仮想マシンと同一の仮想ディスクを
使用します。「仮想マシンのクローン（P.227）」を参照してください。

Windows ホストでは、仮想マシンのファイルをシステム上で他のユーザーがア
クセスできるディレクトリに再配置する必要があります。Windows ホストのデ
フォルトの格納場所は通常他のユーザーはアクセスできません。

Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥<user_name>¥My 
Documents¥My Virtual Machines

Windows Vista および Windows 7 の場合：
C:¥Users¥<user_name>¥Documents¥Virtual Machines

新規仮想マシン ウィザードで仮想マシンを構成すると、システムやネットワー
ク ボリューム上の他の場所に仮想マシンを格納するように指定できます。

Linux ホストでは、仮想マシンのファイルの権限を適切に設定してください。

構成ファイル（.vmx）と仮想ディスク（.vmdk）に対する権限の設定は特に重要
です。たとえば、ユーザーに仮想マシンの実行は許可するが構成を変更して欲し
くない場合は、構成ファイルを書き込み可能に設定しないでください。
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VNC による仮想マシンへのリモート接続
Virtual Network Computing（VNC）ソフトウェアを使用すると、インタネット上の他
のコンピュータやモバイル デバイスからの表示や通信が可能になります。

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
タ間でのリモート制御が可能です。たとえば、Windows コンピュータ上で VNC を使
用して Linux マシンを表示できます。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。

Workstation では、仮想マシンを VNC サーバとして使用できるように設定できます。
また、他のコンピュータ上のユーザーは VNC クライアント（別名 VNC ビューア）を
インストールすると、この仮想マシンに接続できます。仮想マシンを VNC サーバと
してセットアップすると、この仮想マシンにリモート接続しているユーザーのリスト
を表示して、接続時間を確認できます。

VNC による接続中に Workstation が実行し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。

VNC サーバとしての仮想マシンの構成
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。

VNC サーバとして仮想マシンを構成するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [ 設定 ] を選択します。 

2 [ オプション ] タブをクリックし、[ リモート ディスプレイ ] を選択します。

3 [ リモート ディスプレイを有効にする ] をクリックします。

リモート ディスプレイを有効にし、ユーザーが VNC クライアントから仮想マシ
ンに接続したら、[ リモート ディスプレイ ] 設定パネルの [ 接続中のユーザーを
表示 ] ボタンを使用して接続中のユーザーのリストを表示します。

4 （オプション）ポート番号を変更します。

1 つの VNC クライアントを使用して同一ホスト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。

他のアプリケーションが特定のポート番号を使用していて、一部のポート番号は
特別な権限が必要（root または administrator ユーザーのみが受信可能）である
ことに注意してください。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。 
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5 （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。

6 [OK] をクリックします。

仮想マシンを VNC サーバとしてセットアップすると、この仮想マシンにリモート接
続しているユーザーのリストを表示して、接続時間を確認できます。リストを表示す
るには、仮想マシンのステータス バーの [VNC] アイコンを右クリックして、[ 接続中
のユーザー ] を選択します。

VNC クライアントを使用した仮想マシンへの接続
ホストに VNC クライアントをインストールして、実行している仮想マシンに接続す
ることができます。

始める前に、仮想マシンを実行しているホストのマシン名または IP アドレスを、お
よび必要に応じて VNC ポート番号とパスワードを決定します。「VNC サーバとしての
仮想マシンの構成（P.235）」を参照してください。

キーボードを米国英語以外の言語にマップする方法については、「VNC クライアント
の言語のキーボード マップの指定（P.352）」を参照してください。

VNC クライアントから仮想マシンに接続する場合の既知の問題は、次のとおりです。

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。

仮想マシンの電源状態を変更できない。つまり、パワーオン、パワーオフ、サス
ペンド、およびレジュームを行うことができません。パワーオフはできません
が、ゲスト OS はシャットダウンでき、結果的に仮想マシンをパワーオフするこ
とができます。

ゲスト OS とホスト OS の間でテキストのコピーと貼り付けを実行できない。

仮想マシン設定エディタを使用して仮想マシンを構成できない。

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。この機能に
ついては、「Direct3D グラフィックスのサポート（P.179）」を参照してください。
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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には、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ローカルまたはリモート コンピュータで、VNC クライアントを起動します。

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。VNC クライアントをダウンロードしてインストールするには、VNC 
クライアントを購入または無料で入手できる多くの Web サイトを確認してくだ
さい。

2 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。

3 全色使用するように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。

4 VNC サーバ名を指定するプロンプトには、ホスト コンピュータの名前または IP 
アドレス、およびポート番号を入力します。 

次の形式を使用してください。

<machine_name>:<port_number>

5 パスワード入力のプロンプトが表示された場合は、パスワードを入力します。 

仮想マシンを Web サーバからのストリーミングで使用でき
るようにする

仮想マシン（VM）のストリーミングを使用して、必要に応じて仮想ディスクのデー
タをフェッチします。仮想マシンを、Web サーバからのダウンロードを開始した直
後にパワーオンできます。

仮想マシンを、Web サーバから .zip または .tar ファイルでダウンロードすると、
仮想マシンのサイズによっては、非常に時間がかかる場合があります。VM のスト
リーミングを使用するには、Web サーバに、仮想マシン ディレクトリを圧縮せずに
配置します。持続接続（HTTP keep-alive 接続）をサポートするように Web サーバを
構成することをお勧めします。
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仮想マシンを Web サーバからのストリーミングで使用できるようにするには、次の
手順に従ってください。

1 仮想マシンにスナップショットがある場合は、それらを削除してください。 

「スナップショットまたは記録の削除（P.220）」を参照してください。

2 （オプション）ストリーミングのパフォーマンスを向上させるには、仮想ディス
ク マネージャを使用して、仮想マシンの仮想ディスク ファイル（.vmdk ファイ
ル）を圧縮します。

Virtual Disk Development Kit の『Virtual Disk Manager ユーザーガイド』を参照し
てください。

3 Web サーバの種類に応じて、次の keep-alive 設定を使用します。

Apache HTTP Server 1.2 以降の場合、[KeepAlive] オプションを有効にし、
サーバ負荷に応じて [MaxKeepAliveRequest] を 2000 ～ 5000、
[KeepAliveTimeout] を 2000 ～ 5000 に設定します。

Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 以降の場合、接続タイムアウ
トを 300 秒以上の値に設定し、[HTTP Keep-Alives] を読み込みます。

4 プロキシ サーバで、プロキシ接続を [Keep-alive] に設定します。

5 Web サーバへ仮想マシン ディレクトリをアップロードします。

仮想マシンを Web サーバに配置したら、ユーザーは、URL を使用して仮想マシン
をストリーミングし、Workstation または VMware Player を使用して起動できます。

「VM ストリーミングを使用した仮想マシンの起動（P.154）」を参照してください。

VMware Player で仮想マシンを共有
VMware Player は、他の VMware 製品で作成された仮想マシンを開いて再生する、無
償のアプリケーションです。Windows ホストでは、VMware Player は Microsoft Virtual 
PC と Virtual Server 仮想マシン、および Symantec LiveState Recovery のシステム イ
メージも開き、再生します。 

VMware Player は Workstation 5.5 以降に組み込まれています。 「スタンドアロン」の 
Player も次の URL からダウンロードして無償で使用できます。
http://www.vmware.com/jp/products/player/

VMware Player を使用して、仮想マシンを作成し、他の VMware 製品を持っていない
同僚、パートナー、および顧客でも VMware 仮想マシンにアクセス可能にすることが
できます。 
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VMware Player の起動と終了
VMware Player は Workstation のディストリビューションに組み込まれています。
Workstation のインストール時に、アプリケーション ファイル（Windows の場合は 
vmplayer.exe、Linux の場合は vmplayer）が他の Workstation プログラム ファイル
とともに保存されます。 

VMware Player を起動および終了するには、次の手順に従ってください。

1 次のように、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）またはコマンド 
ラインのいずれかを使用して VMware Player を開きます。

Windows で GUI を使用する場合は、[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] メ
ニューから [VMware Player] を選択します。 

Linux X セッションでは、対応するプログラム メニュー（[ システムツール ] 
メニューなど）から [VMware Player] を選択します。

コマンド ラインを使用する場合は、コマンド プロンプトを開いて、次のい
ずれかのコマンドを入力します。 

Windows では、<path>vmplayer.exe と入力します。

<path> は、ご使用のシステムでのアプリケーション ファイルへのパス
です。

Linux では、vmplayer & と入力します。

仮想マシンをストリーミングするには、仮想マシン付きのコマンドを実行
します（たとえば、vmplayer http://server.acme.com/myVM.vmx）。

詳細については、「仮想マシンを Web サーバからのストリーミングで使
用できるようにする（P.237）」を参照してください。

[ ようこそ ] ページで、次の作業を実行できます。

仮想マシンを指定する。

最近使用した仮想マシンを開く。

VMTN（VMware Technology Network）Web サイトから仮想アプライアンス
をダウンロードする。 

注意   VMware Player の使用は、VMware Player エンド ユーザー ライセンス契約を前提
としており、VMware は VMware Player に関するテクニカル サポートは一切提供して
おりません。 
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2 仮想マシンを開きます。 

VMware Player の使用および構成方法については、VMware Player のオンライン 
ヘルプを参照してください。VMware Player のメニュー バーで [ ヘルプ ] - [ ヘル
プ トピック ] を選択します。

3 VMware Player を終了するには、次のいずれかを実行します。

仮想マシンのゲスト OS をシャットダウンします。 

ゲスト OS がシャットダウンした後、VMware Player が閉じられます。

VMware Player で、[ ファイル ] - [ 終了 ]（Windows の場合）または [ ファイル ] - 
[ 終了 ]（Linux の場合）を選択します。 

VMware Player は、[ ファイル ] - [ 環境設定 ] で終了動作として設定された方法で、
仮想マシンをサスペンドまたはパワーオフします。

ストリーミングされた仮想マシンを使用している VMware Player を終了すると、
変更を保存または破棄するよう求めるプロンプトが表示されます。変更を破棄す
る場合、ローカル マシン上に作成されたディレクトリと、すべての仮想マシン
のデータが削除されます。

VMware Player 使用のための仮想マシンの設定
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 マシンと最大限の互換性を持つように仮想マシンを構成し
ます。VMware Player の構成オプションは限られているので、ユーザーが使用するホ
スト システムと互換性を持つようにするために仮想マシンへの変更を加えることも
制限されています。

次に、仮想マシンが VMware Player および広範囲のホスト マシンと最大限の互換性を
持つように仮想マシンを構成するうえで役立つ、推奨される方法を紹介します。

実際に必要な仮想デバイスを判別し、仮想マシンおよび VMware Player 経由で配
布するソフトウェアに不必要なものは含めないでください。たとえば、汎用 
SCSI デバイスは一般に不適当です。

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、Windows でも Linux 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。

仮想マシンとともに送ったイメージ 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。
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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。VMware Player 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ユーザー イン
ターフェイスにありません。さらに、複数のイメージを送信する場合、ユーザー
はイメージ間の切り替えを行うことはできません。 

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。 ユーザーのホスト 
マシンに、割り当てたメモリをサポートするのに十分な物理メモリがない場合
は、VMware Player は仮想マシンをパワーオンすることができません。

仮想マシンに 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。

ゲストに相応するスクリーン解像度を選択します。 多くの場合、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、手動で解像度を上げる方が簡単です。

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。配布
し、VMware Player で再生する仮想マシンで 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。「DVD/CD ドラ
イブのレガシー エミュレーション（P.261）」を参照してください。

[VM] - [設定] - [オプション] - [スナップショット] - [パワーオフする場合] で適切な
設定を選択します。このオプションを、[ スナップショットの作成をしない ] ま
たは [ スナップショットまで戻る ] に設定します。VMware Player では、スナップ
ショットを設定することはできません。 

[ スナップショットまで戻る ] は、パワーオフ時に自身でリセットし元の状態に
戻るデモを配布するときに便利です。
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この章では、ユーザーのニーズに最も適した仮想ハード ディスク ストレージの構成
方法について説明します。この章では、次のトピックについて説明します。

仮想マシンのディスク ストレージ（P.243）
仮想ディスクのメンテナンス タスク（P.247）
仮想マシンへの仮想ディスクおよび物理ディスクの追加（P.250）
DVD/CD-ROM およびフロッピー ドライブを仮想マシンに追加（P.259）
VMware 仮想ディスク マネージャの使用（P.263）
仮想マシンでのデュアルブート コンピュータの使用（P.264）
レガシー仮想ディスク（P.264）

仮想マシンのディスク ストレージ
実際のコンピュータと同様に、VMware Workstation 仮想マシンも独自のオペレー
ティング システム、プログラム、およびデータ ファイルを 1 個以上のハード ディス
クに保存します。 ただし、物理コンピュータと違って、Workstation には仮想マシン
のハード ディスクに対して行った変更を取り消す方法が用意されています。

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、あるいは既存のディスクドライブの設定変更を行う場合
は、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] を選択）を使用してください。

ディスクとディスク 
ドライブの使用 11
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仮想ディスクを使用するメリット
通常は、物理ハード ディスクではなく仮想ハード ディスクを使用するよう仮想マシ
ンを構成することをお勧めします。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。このようなファイルは、ホスト マシンにもリ
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
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オペレーティング システムをインストールすることがで
きます。

移植性
仮想ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ディスクはホスト マシ
ンやリモート 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。また、Windows 
ホストの Workstation を使用して仮想ディスクを作成し、それを Linux コンピュータ
に移動して Linux 向けの Workstation で使用したり、その逆を行うことも可能です。

「仮想マシンの移動（P.231）」を参照してください。

ディスクのサイズとファイル

IDE または SCSI 仮想ディスクの最大容量は 2TB です。仮想ディスクのサイズとホスト 
OS の種類に応じて、Workstation 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。これらのファイルには、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。ただし、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 
2GB に制限されたファイルのセットを使用するように仮想ディスクを構成できます。
このオプションは、2GB 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。 
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ロック ファイル 

実行中の仮想マシンは、仮想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 ファイルは、サブディレクトリ内に .lck という拡張子で作成されます。 ロッ
ク サブディレクトリは、仮想マシンの .vmdk ファイルと同じディレクトリ内にあり
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。

Workstation 6.0 リリース以降では、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 
マシン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。ロック ファ
イルは、次の両方の条件に該当する場合に、古くなったとみなされます。

現在仮想マシンを実行中の同じホスト上に、すでに作成されたロック ファイル
が存在する。

ロック ファイルを作成したプロセスが終了している。

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。ただしホスト 
OS はこのロック規定に気付かず、認識しません。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することは避けてください。

IDE および SCSI ディスク タイプ

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 ディスクに設定できま
す。Workstation 仮想マシンで利用できる LSI Logic アダプタまたは BusLogic SCSI アダ
プタ向けのドライバがインストールされているゲスト OS では、SCSI ディスクとして
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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。

いずれの種類の仮想ディスクも、両方の種類の物理ハード ディスクに格納できます。
つまり、IDE または SCSI 仮想ディスクを構成するファイルは、IDE 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。

物理ディスク
特殊な状況下では、ホスト コンピュータ上の物理ハード ドライブに仮想マシンを直
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 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、現段階
では、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
ゲスト OS からの起動はサポートされていません。

物理ディスクを使用する新しい仮想マシンを作成することも可能です。「仮想マシン
での物理ディスクの使用（P.253）」を参照してください。ただし、ほとんどの場合
は、仮想ディスクの使用をお勧めします。物理ディスクを使用する場合、仮想マシン
が使う物理ディスクやパーティションに関する情報は .vmdk の拡張子を持つファイ
ルに保存されます。

注意   32 ビットの Windows XP 仮想マシンで SCSI ディスクを使用するには、当社 Web 
サイトのダウンロード ページから専用の SCSI ドライバをダウンロードしてください。
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。 

要注意   ただし、本製品に精通しているユーザー以外は物理ディスク構成を使用しな
いでください。

要注意   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
ンで使用するオペレーティング システムの種類によって異なります。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。

仮想ディスクのメンテナンス タスク
仮想ディスクを最適化することで、パフォーマンスを改善できます。仮想ディスクを
圧縮すると、未使用の領域が回収されます。仮想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。

仮想ディスクの最適化
物理ディスク ドライブと同様に仮想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。 

仮想ディスクを最適化する前に、ホスト コンピュータ上に十分な空き作業領域があ
ることを確認してください。たとえば、仮想ディスクが 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。 

仮想ディスクがマップされていないか（Windows ゲストの場合）、マウントされてい
ない（Linux ゲストの場合）ことを確認してください。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。 

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。未使用領域を回収
するには、ディスクの圧縮を行ってください。「仮想ディスクの圧縮（P.248）」を参
照してください。

仮想ディスクを最適化するには、次の手順に従ってください。

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。

たとえば、Windows XP ゲスト OS を持つ仮想マシンでは、仮想マシン内で 
Windows XP のディスク最適化ツールを使用します。

ディスクの最適化には、かなりの時間を要します。

2 仮想ディスクの領域が事前に割り当てられているのではなく「拡張可能」な場合
には、Workstation 最適化ツールを使用して最適化します。

a 仮想マシンを選択します。 
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b 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

c [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

d [ ハードウェア ] タブで [ ハード ディスク ] を選択します。

e [ ユーティリティ ] - [ ディスクの最適化 ] を選択します。

f プロセスが終了したら、[OK] をクリックします。

3 ホスト コンピュータのディスク最適化ユーティリティを実行します。

ディスクの最適化には、かなりの時間を要します。

仮想ディスクの圧縮
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。 

次の前提条件が満たされていることを確認してください。

仮想マシンがパワーオフされていること。

仮想ディスクがマップされていないか（Windows ゲストの場合）、マウントされ
ていないこと（Linux ゲストの場合）。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。

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。仮想
マシン設定エディタを使用して、この仮想ハード ディスクのディスク情報を表
示してください。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。

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。

モードを変更するときは、独立ディスクの詳細について 「仮想ディスクをス
ナップショットから除外（P.215）」を参照してください。

仮想ディスクを圧縮するには、次の手順に従ってください。

1 [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 ディスクに対する [ 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 ディスクの圧縮処理が完了した後で、[OK] をクリックします。

manual_ws71.book  Page 248  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 249

第 11 章 ディスクとディスク ドライブの使用

仮想ディスクの拡張
仮想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。ただし、
追加された領域は、直ちに仮想マシンで使用可能になりません。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、拡張された仮想ディスクのサイ
ズに一致するように、仮想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、仮想マシンのオペレーティング シス
テム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、多く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ディスクを追加で
きます。「仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加（P.250）」を参照してください。

次の前提条件が満たされていることを確認してください。

仮想マシンがパワーオフされていること。

仮想ディスクがマップされていないか（Windows ゲストの場合）、マウントされ
ていないこと（Linux ゲストの場合）。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。

仮想マシンにスナップショットがないこと。 

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。 

仮想マシンにスナップショットがあるか、仮想マシンがリンク クローンであるか、
またはリンク クローンの親であるかどうかを確認するには、仮想マシンの [ 概要 ] タ
ブの上部にある情報をチェックしてください。

仮想ディスクを拡張するには、次の手順に従ってください。

1 [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 ディスクに対する [ 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。

5 [ 拡張 ] を選択します。

6 ディスクの拡張処理が完了した後で、[OK] をクリックします。

仮想ディスクを拡張後、ディスク管理ツールを使用して、拡張した仮想ディスクの
サイズに一致するように、ディスクパーティションのサイズを拡大する必要があり
ます。
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仮想マシンへの仮想ディスクおよび物理ディスクの追加
ここでは、仮想ディスクを作成したり、ディスクを削除したり、既存のディスクを
仮想マシンに追加したり、仮想マシンで物理ディスクを使用する方法について説明
します。

ホスト OS の汎用 SCSI ドライバを使用して、他の SCSI デバイスを仮想マシンに接続
することができます。「仮想マシンへの汎用 SCSI デバイスの追加（P.375）」を参照し
てください。

仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加
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ディスクを追加できま
す。仮想ディスクは、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 ドライブにも SCSI ドライブにも格納できます。

仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加する代わりに、既存の仮想ディスクを拡張で
きます。「仮想ディスクの拡張（P.249）」を参照してください。

仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加するには、次の手順に従ってください。

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 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

3 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ ハード ディスク ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

4 [ ディスクの選択 ] ページで、[ 仮想ディスクの新規作成 ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

5 [ ディスク タイプの選択 ] ページの [IDE] ディスクまたは [SCSI] を選択します。

「IDE および SCSI ディスク タイプ（P.245）」を参照してください。

Workstation 7.x の仮想マシンには、最大 4 個の IDE デバイスと最大 60 個の SCSI 
デバイスを設定できます。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。 

注意   SCSI 仮想ディスクを使用する Windows NT 4.0 ゲストでは、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。

manual_ws71.book  Page 250  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 251

第 11 章 ディスクとディスク ドライブの使用

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 ] セク
ションでモードに [ 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。

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。通常モードのディスクに書き込まれたすべてのデータ
は、恒久的にディスクに書き込まれます。

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
ワーオフするか、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、仮想ディスクを持つ仮想マシンを常に同じ状態で再起動できます。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削除さ
れる REDO ログ ファイルに書き込まれ、このファイルから読み込まれます。

「スナップショットに取り込まれる情報（P.213）」を参照してください。

7 [ ディスク容量の指定 ] ページで、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 0.1GB から 2TB の範囲内でサイズを指定できます。「ディスクの
サイズとファイル（P.244）」を参照してください。

8 [ ディスク ファイルの指定 ] ページで、デフォルトのファイル名および格納場所
を受け入れるか、別の格納場所を参照して選択してから、[ 完了 ] をクリックし
ます。

ウィザードが新しい仮想ディスクを作成します。ゲスト OS は、これを新しい未
使用のハード ディスクとして認識します。 

9 仮想マシン設定エディタで [OK] をクリックします。

10 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
マットを実行します。

仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加
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。 

Workstation 7.x の仮想マシンには、最大 4 個の IDE デバイスと最大 60 個の SCSI デバ
イスを設定できます。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。 

既存の仮想ディスク ドライブを仮想マシンに追加するのではなく、Windows ホスト 
マシンにマップする方法については、「マップされたドライブの使用（P.205）」を参
照してください。

仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 
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3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ ハード ディスク ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

5 [ ディスクの選択 ] ページで、[ 既存の仮想ディスクを使用 ] を選択して [ 次へ ] を
クリックします。

6 [ 既存のディスクを選択してください ] ページで、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て、[ 完了 ] をクリックします。

7 仮想マシン設定エディタで [OK] をクリックします。

仮想マシンから仮想ディスクを削除
仮想ディスクを削除すると、ディスクと仮想マシンの接続は切断されます。仮想ディ
スクを削除しても、ホスト ファイル システムからファイルは削除されません。 

仮想マシンから削除したディスクをホストにマップまたはマウントすることで、仮想
マシンをパワーオンしたり Workstation を起動したりしなくても、ゲストのデータを
ホストにコピーすることができます。 

仮想マシンから仮想ディスクを切断するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ ハードウェア ] タブで、仮想ディスクを選択して [ 削除 ] をクリックします。

仮想マシンからディスクを削除した後に、次のいずれかの操作を実行できます。

そのディスクをホストにマップできます。「マップされたドライブの使用
（P.205）」を参照してください。

そのディスクを別の仮想マシンに追加できます。「仮想マシンに既存の仮想ディ
スクを追加（P.251）」を参照してください。
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仮想マシンでの物理ディスクの使用 
未使用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。ただし、次の手順に従ってオペレーティング システムをインストール
した場合、ホストでそのデータを利用することができても、そのオペレーティング 
システムを仮想マシンの外で起動することは恐らく不可能です。 

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。

物理ディスクは高度な機能です。本製品に精通しているユーザー以外は構成しないで
ください。仮想マシンで物理ディスクを使用するには、既存の仮想マシンに物理ディ
スクを追加する方法のほか、仮想マシンを作成してその仮想マシンで使用する物理
ディスクを指定する方法があります。 

物理ディスク使用の前提条件
新規仮想マシン ウィザードを実行する前、または、仮想マシン設定エディタを使用
して物理（Raw）ディスクを追加する前に、次のタスクを実行してください。

ホストが自身のオペレーティング システムを実行中に、仮想マシンとゲスト OS 
がその物理ディスク パーティションにアクセスするので、当該パーティション
がホストによってマウントされていたり、他の仮想マシンによって使用されてい
ないことを確認します。

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。

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、オペレーティング シ
ステムをインストールすることができるパーティションの種類を確認します。 

Windows Vista および 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。

要注意   ホスト OS とゲスト OS との間のファイルの共有には、物理ディスクを使用し
ないでください。ホストとゲスト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、データが破損することがあります。ホスト OS とゲスト OS の間でファイルを
共有する場合は、共有フォルダを使用します。 「共有フォルダの使用（P.196）」を参
照してください。

注意   仮想ディスクではなく物理ディスクを使用することは、ACE パッケージに含め
て配布する仮想マシンのオプションとしては適切ではありません。 
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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。 

物理パーティションまたはディスクに、今後必要となるデータが含まれていない
ことを確認します。必要なデータが含まれている場合は、バックアップします。 

Windows ホストの場合、次のタスクを実行してください。

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
スクをセカンダリ IDE チャネルのスレーブとして構成しないようにしてく
ださい。

ご使用のホストで Windows XP または Windows Server 2003 を実行している
場合は、ダイナミック ディスクを仮想マシン内の物理ディスクとして使用
しないでください。ディスクのタイプをチェックしたり、ダイナミック 
ディスクをベーシック ディスクに変更したりするときは（データはすべて
失われます）、ディスク管理ツールを使用します。「Windows のディスク タ
イプをダイナミックからベーシックに変更（P.254）」を参照してください。

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。「Linux ホストでのパーミッションの設定

（P.256）」を参照してください。

物理ディスクがこれらの前提条件を満たしていることを確認した後に、次のいずれか
の方法によって、仮想マシン内で物理ディスクを使用します。

物理ディスクを使用する仮想マシンの作成（P.256）

既存の仮想マシンに物理ディスクを追加（P.258）

Windows のディスク タイプをダイナミックからベーシックに変更

ホストで Windows XP または Windows Server 2003 を実行している場合に、その仮想
マシンでハード ディスクを使用するときは、ベーシック ディスクを使用する必要が
あります。 

Windows のディスク タイプをダイナミックからベーシックに変更するには、次の
手順に従ってください。

1 ホストで、[ 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 ] - [ ディスクの管理 ] を選択します。

ディスク管理ツールが開きます。
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2 ディスク上の論理ボリュームをすべて削除します。 

この操作によって、ディスク上のデータはすべて破壊されます。 

3 該当するディスクのアイコンを右クリックし、[ ベーシック ディスクに戻す ] を
クリックします。 

4 ディスクにパーティションを作成します。 

Windows Server 2003 または Windows XP ホストにマップされているパーティション
のアンマップ

仮想マシンから物理ディスク パーティションを変更することを許可する場合、その
パーティションが同時にホスト上でマップされたドライブとして使用されると、パー
ティションが破損する可能性があります。

Windows Server 2003 または Windows XP ホストにマップされているパーティション
をアンマップするには、次の手順に従ってください。

1 [ 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。 

2 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。 

3 [ 削除 ] をクリックします。

Windows Vista ホストにマップされているパーティションのアンマップ

仮想マシンから物理ディスク パーティションを変更することを許可する場合、その
パーティションが同時にホスト上でマップされたドライブとして使用されると、パー
ティションが破損する可能性があります。

Windows Vista ホストにマップされているパーティションをアンマップするには、次
の手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル（クラシック表示）] - [ 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。 

2 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。 

3 [ 削除 ] をクリックし、[OK] をクリックします。 

Windows 7 ホストにマップされているパーティションのアンマップ

仮想マシンから物理ディスク パーティションを変更することを許可する場合、その
パーティションが同時にホスト上でマップされたドライブとして使用されると、パー
ティションが破損する可能性があります。
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Windows 7 ホストにマップされているパーティションをアンマップするには、次の
手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル ] を選択します。

2 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。

3 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。

4 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。 

5 [ 削除 ] をクリックし、[OK] をクリックします。 

Linux ホストでのパーミッションの設定

パーミッションが正しく設定されていれば、Workstation 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。 

Linux ホストにパーミッションを設定するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation 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
み取りおよび書き込みを実行できるようにします。 

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、VMware Workstation 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。 

2 VMware Workstation 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。 

物理ディスクを使用する仮想マシンの作成

既存の仮想マシンに物理ディスクを追加するのではなく、物理ディスクを使用する新
しい仮想マシンを作成する場合は、新規仮想マシン ウィザードを使用します。

始める前に、「物理ディスク使用の前提条件（P.253）」に記載されている作業を完了
してください。
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物理ディスクを使用する仮想マシンを作成するには、次の手順に従ってください。

1 新規仮想マシン ウィザードで [ カスタム ] セットアップを使用して、物理ディス
クを使用する仮想マシンを作成します。

2 ウィザードの [ ディスクの選択 ] ページで [ 物理ディスクを使用 ] を選択し、特定
のパーティションを使用するか、ディスク全体を使用するかを選択します。

特定のパーティションを使用する場合、仮想マシンにアクセスできるのは選択し
たパーティションのみとなります。他のパーティションもゲスト OS から認識さ
れる可能性がありますが、それらをマウント、アクセス、またはフォーマットす
ることはできません。

3 （オプション）仮想ディスクのデバイス ノードの指定や、スナップショットから
のディスクの除外を行うには、次の手順に従ってください。

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、物理ディスクを選択して [ 詳細 ] をクリックします。

c デバイス ノードを変更するときは、[ 仮想デバイス ノード ] リストから選択
します。

d スナップショットからディスクを除外するには、モードに [ 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。

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。通常モードのディスクに書き込まれたすべてのデータ
は、恒久的にディスクに書き込まれます。

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
ワーオフするか、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、仮想ディスクを持つ仮想マシンを常に同じ状態で再起動できます。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削除さ
れる REDO ログ ファイルに書き込まれ、このファイルから読み込まれます。

「スナップショットに取り込まれる情報（P.213）」を参照してください。

4 物理ディスクにゲスト OS をインストールします。 

ゲスト OS のサポートおよび既知の問題については、当社 Web サイトの [ サポー
ト ] をクリックしてください。[ ドキュメント ] の下の [ 互換性ガイド ( 英語 )] リ
ンクをクリックします。
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既存の仮想マシンに物理ディスクを追加

既存の仮想マシンに物理ディスクを追加するときは、新規仮想マシン ウィザードで
はなく、仮想マシン設定エディタを使用します。

始める前に、「物理ディスク使用の前提条件（P.253）」に記載されている作業を完了
してください。

既存の仮想マシンに物理ディスクを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

5 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ ハード ディスク ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

6 [ ディスクの選択 ] ページで、[ 物理ディスクを使用 ] を選択して [ 次へ ] をクリッ
クします。 

7 警告が表示された場合は、[OK] をクリックします。

8 [ 物理ディスクの選択 ] ページで、次の手順を実行します。

a ドロップダウン リストから使用する物理ハード ディスクを選択します。 

Workstation は最大 2TB までの物理ディスクをサポートします。

b ディスク全体を使用するのか、あるいはディスクの特定のパーティションの
みを使用するのかを選択し、[ 次へ ] をクリックします。

9 [ 個々のパーティションを使用 ] を選択した場合は、仮想マシンで使用するパー
ティションを選択して [ 次へ ] をクリックします。

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。

10 [ ディスク ファイルの指定 ] ページで、デフォルトのファイル名および格納場所
を受け入れるか、別の格納場所を指定します。

要注意   物理ディスク上の 1 つ以上のパーティションを使用して仮想マシンのディス
クを追加した後は、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 テーブルを修正しないでください。 修正した場合は、仮想マシンの物
理ディスクを再作成する必要があります。 
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11 （オプション）仮想ディスクのデバイス ノードの指定や、スナップショットから
のディスクの除外を行うには、次の手順に従ってください。

a [ ディスク ファイルの指定 ] ページで、[ 詳細 ] をクリックします。

b デバイス ノードを変更するときは、[ 仮想デバイス ノード ] リストから選択
します。

c スナップショットからディスクを除外するには、モードに [ 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。

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。通常モードのディスクに書き込まれたすべてのデータ
は、恒久的にディスクに書き込まれます。

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
ワーオフするか、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、仮想ディスクを持つ仮想マシンを常に同じ状態で再起動できます。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削除さ
れる REDO ログ ファイルに書き込まれ、このファイルから読み込まれます。

「スナップショットに取り込まれる情報（P.213）」を参照してください。

12 [ 完了 ] をクリックします。

13 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。

DVD/CD-ROM およびフロッピー ドライブを仮想マシンに
追加

Workstation 7.x の仮想マシンには、最大 4 個の IDE デバイスと最大 60 個の SCSI デバ
イスを設定できます。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。デフォルトでは、仮想マシンがパワーオンされて
いるときに、フロッピー ドライブは接続されません。

Workstation の仮想マシンは、DVD ディスクからデータを読み取ることはできます
が、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 ドライブを仮想マシンに追加
仮想マシンには DVD/CD ドライブを追加することができます。仮想 DVD または 
CD ドライブはホスト マシンの物理ドライブにも ISO イメージ ファイルにも接続可
能です。 
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仮想 DVD/CD 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 としても 
SCSI としても設定できます。たとえば、ホストコンピュータに IDE CD ドライブが設
定されている場合、仮想マシンのドライブを SCSI または IDE のいずれかに設定し、
ホストのドライブに接続することができます。ホスト上の物理ドライブが SCSI ドラ
イブの場合も同じことが言えます。

DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[DVD/CD-ROM ドライブ ] を選択して [ 次へ ] 
をクリックします。

5 [ ドライブ接続の選択 ] ページで、適宜選択を行って [ 次へ ] をクリックします。

6 （オプション）[ 物理ドライブを使用 ] を選択した場合。

a ドロップダウン リストからドライブを選択するか、[ 自動検出 ] を選択し
ます。

b CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、[ パ
ワーオン時に接続する ] の選択を解除します。 

c 仮想マシン内でドライブが使用するデバイス ノードを指定するには、[ 詳細 ] 
をクリックします。

通常モードの使用で問題が発生した場合にのみ、[ レガシー エミュレーショ
ン ] を選択してください。「DVD/CD ドライブのレガシー エミュレーション

（P.261）」を参照してください。

d [ 完了 ] をクリックします。

7 （オプション）[ISO イメージを使用 ] を選択した場合。

a イメージ ファイルのパスとファイル名を入力するか、ファイルを参照して
指定します。

b CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、[ パ
ワーオン時に接続する ] の選択を解除します。 

c 仮想マシン内でドライブが使用するデバイス ノードを指定するには、[ 詳細 ] 
をクリックします。

d [ 完了 ] をクリックします。

最初ドライバは、ゲスト OS が IDE ドライブとして認識するように設定されます。 
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8 （オプション）ドライブを SCSI ドライブとして認識させる場合は、仮想マシン設
定エディタで該当するドライブのエントリをクリックしてから、右側のパネルで
設定を編集します。

DVD/CD ドライブのレガシー エミュレーション
通常モード（つまり、レガシー エミュレーション モードではない）では、ゲスト OS 
は DVD または CD 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。

レガシー エミュレーション モードでは、DVD および CD 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。通常モードの他の機能は提供されません。ゲスト 
OS と DVD または CD 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 モードを使用してください。

[VM] - [ 設定 ] - [ 詳細 ] で仮想マシン設定エディタを使用し、仮想マシンに接続された 
DVD および CD ドライブの [ レガシー エミュレーション ] オプションを設定できます。

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 ドライブを使用する 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、このオプションのデフォルト設定は異な
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 ドライブに直接接続することはで
きません。 

一度に 2 つ以上の仮想マシンが実行しており、それらの CD 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 ドライブが切断された状態で仮想マシンを起動
してください。これにより、複数の仮想マシンが同時に CD ドライブに接続されるの
を防ぐことができます。

フロッピー ドライブを仮想マシンに追加
フロッピー ドライブを 2 つまで仮想マシンに追加できます。仮想フロッピー ドライ
ブはホスト コンピュータの物理フロッピー ドライブにも、既存のフロッピー イメー
ジ ファイルにも、あるいは新しいフロッピー イメージ ファイルにも接続可能です。
デフォルトでは、仮想マシンがパワーオンされているときに、フロッピー ドライブ
は接続されません。

フロッピー ドライブを仮想マシンに追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

manual_ws71.book  Page 261  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

262 VMware, Inc.

4 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

5 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ フロッピー ドライブ ] を選択して [ 次へ ] を
クリックします。

6 次の手順に従ってウィザードを完了します。

7 [ デバイスのステータス ] セクションで、[ パワーオン時に接続する ] オプション
を選択し、仮想マシンがパワーオンされているときにフロッピー ドライブを接
続します。

8 （オプション）仮想マシンに 2 台目のフロッピー ドライブを追加する場合は、
次のようにして、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] - [ 設定 ] - [ パワー ] - [BIOS にパワーオン ] を選
択します。 

b メイン スクリーンで [Legacy Diskette B] を選択し、数字キー パッドの 
<+> と <-> キーを使用して、使用するフロッピー ドライブのタイプを選
択します。 

c <F10> を押して設定を保管します。

CD-ROM/DVD またはフロッピー ドライブをイメージ ファイルに
接続

ホスト上の物理ドライブに接続するのではなく、既存の仮想 CD-ROM または DVD を 
ISO イメージ ファイルに、またはフロッピー ドライブをフロッピー イメージ（.flp 
または .img）ファイルに接続できます。たとえば、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、Windows のエクスプローラでは CD-ROM と
して表示されます。

ホストの構成によっては、インストール CD-ROM から仮想マシンを起動できない場
合があります。この問題を回避するには、インストール用 CD-ROM から ISO イメージ 
ファイルを作成します。 

CD-ROM、DVD、またはフロッピー ドライブをイメージ ファイルに接続するには、
次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ ハードウェア ] タブで [DVD]、[CD-ROM]、または [ フロッピー ドライブ ] を選択
します。
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4 次のいずれかを実行します。

DVD または CD-ROM ドライブの場合は、[ISO イメージを使用 ] を選択して、
パス名とファイル名を指定します。

フロッピー ドライブの場合は、次の手順を実行します。

ファイルがすでに存在する場合は、[ フロッピー イメージを使用 ] を選択
して、パス名とファイル名を指定します。

イメージ ファイルを作成するときは、[ 作成 ] をクリックして、フロッ
ピー イメージ ファイルの保存先ディレクトリを参照して指定し、ファ
イル名を指定して、[ 保存 ]（Windows ホストの場合）または [ 開く ]

（Linux ホストの場合）をクリックします。

5 （オプション）ファイルを読み取り専用にするときは、[ 読取り専用 ] チェック 
ボックスを選択します。

6 [OK] をクリックします。 

VMware 仮想ディスク マネージャの使用
VMware 仮想ディスク マネージャは Workstation のユーティリティで、これを使用し
て、スクリプト内またはコマンド ラインから仮想ディスク ファイルを作成、管理、
変更できます。

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
れ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、この方法を利用できま
す。これを物理ハード ドライブに対して行うことはできません。

ディスク タイプも変更できます。仮想マシンを作成するときに、ディスク領域をど
のように割り当てるかを次のように指定します。

すべての仮想ディスク領域を前もって割り当てる。これは、仮想ディスク マ
ネージャにおける、事前に割り当てられたディスク タイプに相当します。

仮想ディスク領域を初め小さく割り当て、必要に応じて徐々に大きくする。こ
れは、仮想ディスク マネージャにおける、拡張可能なディスク タイプに相当
します。

すべてのディスク領域を仮想ディスクに割り当てた後に、ホスト上のハード 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
仮想ディスクの全データを入れるのに十分な大きさです。
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また、仮想ディスクを 1 つのファイルに格納するのか、またはいくつかの 2GB ファイ
ルに分割するのかを変更することもできます。

スクリプトを使用して仮想ディスクの管理を自動化するこれらの機能は、
Workstation のバージョン 5.0 で新しく追加されました。 仮想ディスク マネージャの使
用方法の詳細については、当社 Web サイトの『Virtual Disk Manager ユーザーガイド』
を参照してください。

仮想マシンでのデュアルブート コンピュータの使用
ユーザーによっては、Workstation をデュアルブートまたはマルチブート コンピュー
タにインストールし、ホストにすでにインストールされているオペレーティング シ
ステムを仮想マシンで実行しています。Workstation とデュアルブート コンピュータ
との併用についての詳細は、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。

レガシー仮想ディスク
以前のバージョンの Workstation や他の VMware 製品で作成された仮想マシンが混在
する環境で Workstation 7.x を使用する場合に、いくつかの方法が用意されています。

互換性の詳細については、『VMware 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。 

Workstation 7.x を使用して、旧バージョンの Workstation  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。ただし、Workstation 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。仮想マシンをバージョン 
7.x にアップグレードする方法については、「仮想マシンのバージョンの変更（P.95）」
を参照してください。

仮想マシンをアップグレードしない場合には、VMware Tools を最新のバージョンに
アップグレードすることをお勧めします。「VMware Tools 更新プロセス（P.117）」を
参照してください。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、Workstation を使用して、バージョン 4、5.x、または 6.x の仮想マシンを作成す
ることもできます。「新規仮想マシン ウィザードの使用（P.89）」を参照してくださ
い。ウィザードで [ カスタム ] セットアップを使用します。

注意   Workstation 2、3、または 4 の仮想マシンを Workstation 7.x で使用する場合に
は、それらの仮想マシンを Workstation 7.x で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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記録 / 再生機能では、一定の期間内における Workstation 5.x、6.x、または 7.x の仮想
マシンのすべてのアクティビティを記録できます。 Workstation のムービー キャプ
チャ機能とは異なり、記録 / 再生では記録中の仮想マシンのすべてのプロセッサ命令
が記録されます。ソフトウェア開発者や QA エンジニアは、この機能を使ってバグを
記録したり、記録を再生するときにデバッガを関連付けたりできます。

この章では、次のトピックについて説明します。

記録 / 再生機能の使用（P.265）
ハードウェア、オペレーティング システム、および仮想マシンの要件（P.266）
仮想マシンの記録 / 再生機能の構成（P.267）
記録の作成（P.272）
記録の再生（P.273）
記録のトレース ファイルの使用（P.275）
記録の管理（P.276）

記録 /再生機能の使用
記録 / 再生機能では、記録を作成できます。複数の記録を作成し、スナップショット 
マネージャを使用してそれらの記録の命名、削除、および再生を行うことができま
す。 記録を行いながら再生スナップショットを挿入しておき、後でその特定のイベン
トに戻って再生できます。 マーカーを追加すると、記録内の任意の位置にマークを付
けることができます。 また、トレース ファイルを作成して、その記録内で発生したイ
ベントを記録することもできます。

記録の再生は、スナップショットと似ています。 記録を再生する際、仮想マシンの現
在の状態から記録に切り替わります。 記録の再生中はいつでも [ ライブへ移動 ] ボタ
ンをクリックして、仮想マシンの操作を再開できます。

仮想マシン アクティビティの
記録と再生 12
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ハードウェア、オペレーティング システム、および仮想
マシンの要件

記録 / 再生機能を使用するには、ハードウェア、オペレーティング システム、およ
び仮想マシンに関する一定の要件をホストおよびゲストで満たす必要があります。

ホスト CPU　サポートされるプロセッサは、Intel Pentium 4、Intel Core 2 以降の
プロセッサ、Next-Generation Intel Microarchitecture - Nehalem、
Penryn/Harpertown、および AMD Barcelona 以降のプロセッサです。他のプロ
セッサでは、記録の作成時および再生時の動作が遅くなります。 

サポート対象のプロセッサを搭載していないホストで記録 / 再生機能を使用しな
いでください。 記録を作成しようとすると、エラー メッセージが表示され、使用
中のプロセッサでは記録がサポートされていないことが通知されます。

ハイパースレッドおよび論理プロセッサが BIOS で有効になっていると、パ
フォーマンス カウンタを使用する他のアプリケーションが、記録 / 再生モード
で実行している仮想マシンに干渉する可能性があります。パフォーマンス カウ
ンタを使用するアプリケーションの例として、パフォーマンス プロファイリン
グ ツールがあります。

サポートされない仮想ハードウェア　SMP および VMI 上の準仮想化は、記録 / 再
生ではサポートされません。 

ディスク容量　記録で使用されるディスク容量は、仮想マシン上で発生するアク
ティビティの種類および記録セッションの継続時間によって異なります。デフォ
ルトでは、スクリーンショットは 15 秒ごとに作成されます。 1 分間の記録に数メ
ガバイトのディスク領域が必要になると想定してください。 高解像度ディスプレ
イ設定の仮想マシンを複数開くと、さらにディスク領域が消費されます。

ディスク モード　仮想マシンの仮想ハード ディスクが独立モードに設定されて
いる場合は、記録 / 再生機能を使用できません。 仮想マシン アクティビティの記
録では、ディスクに関するデータを「連続したスナップショット」として書き込
む必要があります。 仮想マシン設定エディタの [ 詳細 ] オプションで、ハード 
ディスク モードを変更します。

注意   仮想マシンの記録を、異なるバージョンの Workstation の間で交換することは
できません。 Workstation の古いリリースまたはベータ リリースを使用して作成した
記録は、最新バージョンの Workstation では再生できません。

注意   P4 システムで記録 / 再生機能が不安定になる場合は、BIOS でハイパース
レッドと論理プロセッサを無効にしてください。 
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サポートされるオペレーティング システム　記録 / 再生機能は、次のゲスト OS 
で使用できます。

Windows 2000、XP、2003、Vista、7

Red Hat Enterprise Linux 3 および 4

SUSE Linux 9.3 および 10.x

これらのゲスト OS の 64 ビット版は、一部の古いホスト CPU で動作しない
可能性があります。

仮想マシンのバージョン　Workstation 5.x、6.x、および 7.x の仮想マシンを記録
できます。

仮想マシンの記録 / 再生機能の構成
使用中のホストによっては、プロセッサの構成が記録 / 再生と互換性があることを
保証するために仮想マシンを構成する必要があります。また、再生および実行の設
定を構成し、VMware のデバッグ アプリケーションを有効化したり無効化したりで
きます。 

多くの CPU とゲスト OS の組み合わせでは、[ 自動 ] を選択しても記録 / 再生機能も使
用できます。使用できない場合は、[ 再生付きの自動 ] を選択するように指示するエ
ラー メッセージが表示されます。

始める前に、次の操作を実行してください。

ホストおよびゲストが「ハードウェア、オペレーティング システム、および仮
想マシンの要件（P.266）」に記載されている要件を満たしていることを確認し
ます。

仮想マシンをパワーオフします。

仮想マシンの記録 /再生機能を構成するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択して、[VM] - [ 設定 ] を選択します。

2 記録 / 再生のプロセッサ構成を設定するには、[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - 
[ プロセッサ ] を選択し、プロセッサごとに 1 個のコアを備えた 1 個のプロセッ
サを選択します。 

3 [ 優先モード ] ドロップダウン メニューで [ 自動 ] または [ 再生付きの自動 ] を選
択すると、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　ゲストを実行するときに、ゲスト コードが直接実行され、
それらがバイナリ変換されます。 ここでは、シャドウ ページ テーブルを使
用してゲスト メモリがマップされます。
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Intel VT-x または AMD-V　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。 ここでは、シャドウ ページ テーブルを使用して
ゲスト メモリがマップされます。

Intel VT-x/EPT または AMD-V/RVI　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。 このオプションでは、ハードウェア ペー
ジング サポートを使用してゲスト メモリがマップされます。

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ 再生 ] を選択します。

5 （オプション）安全のため、[ 再生 ] 設定パネルで [ 記録設定 ] コントロールを使
用して、記録機能が使用できるディスク領域の量を制限します。

最大ディスク領域　記録に使用するディスク領域を設定します。 [ 無制限 ] オ
プションでは 2GB を超えるディスク領域を使用します。 

最終保存　記録を保存する期間が設定されます。 

スナップショット頻度　スナップショットの頻度を設定します。 [5 分 ] のオ
プションでは [ 無期限 ] よりも多くのディスク領域を使用します。

6 （オプション）VMware VAssert を使ってアプリケーションをデバッグするとき
は、[VAssert を有効化する ( 試験的サポート )] チェック ボックスを選択します。

開発者やサポート エンジニアは、VAssert を使用することで、従来のアサートお
よびログ機能を利用して再生ログ内のエラーをデバッグできます。 アサートは、
記録を再生するときにのみ発生します。

7 （オプション）[Visual Studio デバッガの有効化 ( 試験的サポート )] チェック ボッ
クスを選択すると、Windows のみで Integrated Virtual Debugger for Visual Studio 
を使用できます。

開発者は記録 / 再生機能を使用してアプリケーションの実行を記録し、アプリ
ケーションの記録されたフォームをデバッグすることができます。記録されたバ
グは繰り返し再生でき、常に同じ動作を示します。

8 [OK] をクリックして、設定を保存します。

[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスのオプション
Windows では、ツール バーの [ 記録 ] ボタンをクリックすると、[ 再生の制御 ] ダイア
ログ ボックスが表示されます。Linux では、記録オプションはツール バーにありま
す。 記録の作成方法の詳細については、「記録の作成（P.272）」を参照してください。

注意   Linux では、記録にマーカーを追加することはできません。
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表 12-1 は [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスで使用できるオプションを示してい
ます。

[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスのオプション
記録を再生すると、[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスが表示されます。 詳細について
は、「記録の再生（P.273）」を参照してください。

表12-1  [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスのオプション

[再生の制御 ] 
オプション 説明

停止 進行中の記録の作成を停止します。

スナップショット
を追加 

記録内の現在位置で再生スナップショットを作成します。 再生時にこのス
ナップショットを使用して、記録を前方にスキップしたり特定のイベント
を再生したりできます。

マーカーを追加 再生スナップショットを作成せずに、記録内にマーカーを追加します。記
録内の関心のある位置を示すリマインダとして、マーカーを追加し、ラベ
ルを付けることができます。

最小化 [(-)] ボタンをクリックすると、[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスがステー
タス バーの左側に最小化されます。 最小化モードでも、仮想マシンを操作
でき、ステータス バーのコントロールを使用して記録の停止やマーカーの
追加を行うことができます。[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスを閉じるこ
とはできません。

最大ディスク
領域

記録に割り当てられている最大ディスク領域クォータが表示されます。

記録保存時間
（直近） 

1 回の記録で保存される最終部分の長さをおおまかに表示します。 たとえば
記録の最終 30 分を保存するようにした場合、記録の進行中に、いつも直前 
30 分以内に仮想マシン上で起きた変化だけが保存されます。

スナップショット
頻度

自動再生スナップショットが記録に追加される頻度が表示されます。

次の自動スナップ
ショット

次の自動再生スナップショットが記録に追加される時刻が表示されます。

最後のスナップ
ショット 

最後の再生スナップショットが記録に追加された時刻が表示されます。

注意   Linux では、記録にマーカーを追加することはできません。
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図12-1  Windows の [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックス

図12-2  Linux の [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックス

表 12-2 は [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスで使用できるオプションを示しています。

表12-2  [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスのオプション

[再生の制御 ] 
オプション 説明

再生 /一時停止 選択されている仮想マシンについて作成した最後の記録を再生します。 仮
想マシンがパワーオフされている場合は、サスペンドされている場合と同
じように記録がレジュームされます。 再生を一時停止するには 1 回クリッ
クします。 ボタンが [ 再生 ] ボタンに変わります。 再生を再開するにはもう 
1 度 [ 再生 ] ボタンをクリックします。

ライブへ移動 進行中の再生を停止し、仮想マシンの現在の状態に戻ります。

スナップショット
を追加

記録内の現在位置で再生スナップショットを作成します。 再生時にこのス
ナップショットを使用して、記録を前方にスキップしたり特定のイベント
を再生したりできます。

マーカーを追加 再生スナップショットを作成せずに、記録内にマーカーを追加します。記
録内の関心のある位置を示すリマインダとして、マーカーを追加し、ラベ
ルを付けることができます。

再生速度
コント
ロール

ズーム 
コント
ロール

最初に移動 次のマーカーに移動前のマーカーに移動

現在の再生位置スライドバー 再生スナップショット マーカー

現在の再生位置スライドバー

再生速度コントロール一時停止 再生スナップショット
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最初に移動 記録の先頭に戻ります。

前のマーカーに
移動

前の再生スナップショットが見つかる位置まで記録を再生した後、再生を
一時停止します。

次のマーカーに
移動

次の再生スナップショットが見つかる位置まで記録を再生した後、再生を
一時停止します。

このスナップ
ショットに移動

選択した再生スナップショットに記録が移動し、そのスナップショットか
ら再生します。このオプションを使用するには、再生スナップショットの
アイコンを右クリックします。

このスナップ
ショットの名前を
変更

選択した再生スナップショットの名前を変更します。このオプションを使
用するには、再生スナップショットのアイコンを右クリックします。

このスナップ
ショットより
前を削除 

選択した再生スナップショットより前の記録を削除します。選択した再生
スナップショットより前のマーカーおよび再生スナップショットがすべて
削除され、元に戻すことはできません。このオプションを使用するには、
再生スナップショットのアイコンを右クリックします。 

このスナップ
ショット以降を
削除

選択した再生スナップショットより後ろにある残りの記録を削除します。
選択した再生スナップショット以降のマーカーおよび再生スナップ
ショットがすべて削除され、元に戻すことはできません。このオプショ
ンを使用するには、再生スナップショットのアイコンを右クリックし
ます。

このマーカーの
名前を変更

選択したマーカーの名前を変更します。このオプションを使用するには、
マーカーのアイコンを右クリックします。

このマーカーを
削除

選択したマーカーを削除します。このオプションを使用するには、マー
カーのアイコンを右クリックします。

現在の再生位置
スライドバー

記録をプレビューします。スライドバーを直前のマーカーまたは再生ス
ナップショットまでドラッグして、再生を開始できます。 Linux では、
ズームインされている部分の自動スクロール機能が有効になります。[ 現
在の再生位置スライドバー ] は、進行状況タイムライン内にある赤い矢
印です。

ズーム コント
ロール

再生中のズームインおよびズームアウト機能を制御します。

表12-2  [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスのオプション（続き）

[再生の制御 ] 
オプション 説明
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記録の作成
仮想マシンのプロセッサ命令をすべて記録するには、記録を作成します。 

記録の作成中に、記録の作成を一時停止または逆方向に戻すことはできません。 記録 /
再生の構成についての詳細は、「仮想マシンの記録 / 再生機能の構成（P.267）」を参照
してください。

始める前に、次の操作を実行してください。

画面解像度の設定を確認します。記録の再生時には、仮想マシンの既存の画面解
像度が使用されます。再生中に解像度を変更することはできません。 

ハード ディスクが独立モードに設定されていないことを確認します。 仮想マシン
設定エディタの [ 詳細 ] オプションで、ハード ディスク モードを変更します。

記録を作成するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオンにします。

2 記録を開始するときは、[VM] - [ 再生 ] - [ 記録 ] を選択します。

記録固有のスナップショットが記録され、記録ダイアログ ボックスに記録の進
行状況が表示されます。 

3 （オプション）記録中に再生スナップショットを追加するときは、[ スナップ
ショットを追加 ] をクリックし、[ 再生スナップショットの追加 ] ダイアログ 
ボックスで再生スナップショットにラベルを付けます。

最小化 [(-)] ボタンをクリックすると、[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスがステー
タス バーの左側に最小化されます。 最小化モードでも、仮想マシンで記録
を表示し、ステータス バーのコントロールを使用できます。ステータス 
バーの進行状況インジケータには、記録のタイムラインが表示されます。
[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスを閉じることはできません。

再生速度コント
ロール

記録の再生速度を制御します。Windows では、右側のボタンをクリック
すると、再生速度が最大限まで上がります。左側のボタンをクリックする
と、再生速度が通常まで下がります。 Linux では、ボタンをクリックするた
びに速度が切り替わります。再生の速度は、ホストのアクティビティとゲ
ストのワークロードによって異なります。

表12-2  [ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスのオプション（続き）

[再生の制御 ] 
オプション 説明

注意   記録の作成中に Windows の [ ハードウェアの安全な取り外し ] オプションを使
用して、システムを停止せずにゲストから仮想デバイスを削除すると、予期せず記録
が終了します。
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スナップショットを作成すると、仮想マシンが数秒間一時停止します。 手動で追
加した再生スナップショットに加え、仮想マシン設定エディタで設定した頻度に
従って、再生スナップショットが自動的に追加されます。

4 （オプション）記録中にマーカーを追加するときは、[ マーカーを追加 ] をクリッ
クし、[ マーカーを追加 ] ダイアログ ボックスでマーカーにラベルを付けます。

マーカーを追加しても、仮想マシンは一時停止しません。

5 記録を停止するときは、[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスで [ 停止 ] ボタンをク
リックします。

6 （オプション）Windows では記録の作成中に、記録コントロールを最小化した
り、最小化した記録コントロール アイコンで記録を停止したり、再生スナップ
ショットを追加したり、マーカーを追加したりできます。

7 記録にラベルを追加し、[ 保存 ] をクリックします。

記録に取り込まれる仮想マシンの状態に関するメモを記録するときは、[ 説明 ] 
フィールドを使用してください。

8 （オプション）記録を保存したくない場合、[ 破棄 ] を選択し、確認のダイアログ 
ボックスで [ はい ] をクリックします。

記録の再生 
仮想マシンのプロセッサ命令を確認、再生スナップショットまたはマーカーを追加、
名前変更、または削除するには、記録を再生する必要があります。 

仮想マシンがパワーオンされており、仮想マシンの現在の状態を失わないようにする
には、開始する前にその仮想マシンのスナップショットを作成してください。 詳細に
ついては、「スナップショットの作成（P.217）」および表 9-1 「スナップショット マ
ネージャのアイコン」 （P.216）を参照してください。

記録を再生するには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ] リストから再生する仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンの最新の記録を再生するには、[VM] - [ 再生 ] - [< 記録の名前 > を再生 ] 
を選択します。

3 （オプション）Windows では記録の再生中に、再生コントロールを最小化した
り、最小化したコントロール アイコンで一時停止や再生をしたり、前や次のス
ナップショットに移動したりできます。

注意   再生中にウィンドウ モードからフル スクリーン モードに切り替えた場合、自
動調整機能は動作しません。
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4 表示されるダイアログ ボックスで、記録の再生を開始することを確認します。

5 以前の記録の再生、記録の名前の変更、説明の追加または変更、記録の削除を行
うには、スナップショット マネージャを使用します。

a [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。

b 再生する記録スナップショットを選択して、[ 再生 ] をクリックします。

記録の再生中に [ ライブへ移動 ] をクリックし、その記録を再び再生した場
合、記録は [ ライブへ移動 ] をクリックした時点ではなく、最初から始まり
ます。

6 再生をサスペンドするときは、[ 再生の制御 ] ダイアログ ボックスの [ 一時停止 ] 
ボタンをクリックします。 

ボタンが [ 再生 ] ボタンに変わります。 

7 （オプション）再生を再開するには [ 再生 ] ボタンをクリックします。

8 （オプション）記録中に発生したイベントのトレース ファイルを作成できます。

9 （オプション）再生を停止し、仮想マシンの操作を再開するには、[ ライブへ移
動 ] をクリックします。

記録を再び再生すると、記録は [ ライブへ移動 ] をクリックした時点ではなく最
初から始まります。

記録の再生中は、名前を変更したり、マーカーを削除したり、再生コントロール ダ
イアログ ボックス内にあるその他のオプションを選択したりできます。 「[ 再生の制
御 ] オプション（P.270）」を参照してください。

記録の参照
記録の長さは、数分から数時間までさまざまです。 記録が数時間におよぶときは、現
在の再生位置スライドバーを使用してランダムな間隔で記録を確認できます。 ズーム 
コントロールまたはズームイン自動スクロール機能を使用し、記録をズームインまた
はズームアウトして確認します。

記録を参照するには、次の手順に従ってください。

1 記録を開きます。

2 その記録の中で、現在の再生位置スライドバーをある位置から別の位置までド
ラッグします。

現在の再生位置スライドバーをドラッグすると、確認のダイアログ ボックスが
表示されます。 現在の再生位置スライドバーの位置から、16 秒以上の間隔をあけ
る必要があります。
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3 （オプション）確認ダイアログ ボックスで、[ 今後このダイアログ ボックスを表
示しない ] チェック ボックスを選択します。

記録を参照するたびにダイアログ ボックスが表示されることがなくなります。

4 [OK] をクリックします。

仮想マシンは直前の再生スナップショットまで戻り、ターゲット位置に達するまで再
生を実行します。 再生中、スライドバーは同じ位置に留まり、現在の再生位置スライ
ドバーの上に残りの再生時間が赤で表示されます。 記録がスライドバーの位置に達す
ると、再生は一時停止します。詳細については、図 12-1 を参照してください。

記録のトレース ファイルの使用
トレース ファイルは詳細なログであり、デバッグに役に立ちます。 記録のトレース 
ファイルを作成すると、その記録の間に発生したすべてのイベントを見ることができ
ます。 

記録のトレースの有効化
トレースはデフォルトで無効になっています。 記録のトレース ファイルを作成するに
は、有効にする必要があります。

始める前に、次の操作を実行してください。

仮想マシンをパワーオフします。

テキスト エディタで環境設定ファイルを開きます。 構成ファイルは次の場所にあ
ります。

Windows Server 2003 および Windows XP のホストでは、C:¥Documents and 
Settings¥<username>¥Application Data¥VMware

Windows Vista および Windows 7 ホストでは、
%USERPROFILE%¥AppData¥Roaming¥VMware¥

Linux ホストでは、<homedir>/<username>/.vmware/

ここで、<homedir> は、仮想マシンの作成時にログインしているユーザー
のホーム ディレクトリです。

トレースを有効にするには、次の手順に従ってください。

1 トレース ファイルを vmware.log に書き込むには、環境設定ファイルにトレー
ス コマンドを追加します。

pref.replay.enableTrace = "TRUE"

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。
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3 [ オプション ] タブで [ 詳細 ] を選択します。

4 [ 設定 ] オプションで、[ デバッグ情報を収集 ] ドロップダウン メニューの [ 完全 ] 
を選択します。 

5 [OK] をクリックします。

6 （オプション）トレース ファイルを別個の .gz ファイルに書き込むには、vmx 
ファイルにトレース コマンドを追加します。

replay.nogzTrace = false

7 記録の再生中には、ゲスト OS のウィンドウで t キーをポインタで押すと、命令
のトレースのオン / オフを切り替えることができます。 

[ トレース ] ボタンが [ 再生 ] ダイアログ ボックスに表示されます。

記録のトレース ファイルの作成
トレースを有効にすると、デバッグ用に記録の実行ファイルを作成できます。 

記録のトレース ファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

1 記録を再生します。

2 再生ダイアログ ボックスで、[ トレース ] をクリックしてトレース ファイルを開
始します。

トレース ファイルの作成中は、記録の再生速度が著しく低下します。

3 トレース ファイルを終了するときは、もう一度 [ トレース ] をクリックします。

トレース ファイルを終了しない場合、トレース ファイルは記録が最後まで再生
されると終了します。

記録の管理
長時間の記録では、大量の定期スクリーンショットが仮想マシン ディレクトリ内に
自動的に作成されます。 長時間の記録では、ディスク領域が大量に消費されることが
あります。 記録を作成するときは、Workstation は完全デバッグ モードになり、ディ
スク領域が必要となります。 ディスク領域を効率的に管理するには、不要な記録を削
除し、長時間の記録について定期スクリーンショットを無効にします。
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記録の削除 
ディスク領域を取得するために、古くて不要になった記録を削除します。

記録を削除するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 [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。

3 削除する記録を選択します。

4 記録を削除します。

対応するスナップショットと一緒に削除するには、記録を右クリックし、
[ 記録およびその子記録を削除 ] を選択します。

記録を削除するものの、記録内の対応するスナップショットをそのまま残す
には、記録を選択し、[ 削除 ] をクリックします。

定期的に記録されるスクリーンショットの無効化
長時間の記録で定期スクリーンショットを無効にすると、ハード ディスク領域が解
放されます。定期的に記録されるスクリーンショットを無効にした場合でも、各記録
の最後にスクリーンショットが 1 つは記録されます。 詳細については、「記録の作成

（P.272）」を参照してください。

定期的に記録されるスクリーンショットを無効にするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 定期スクリーンショットのコマンド ラインを、仮想マシンの構成 （.vmx）ファ
イルに追加します。 

snapshot.periodicScreenshots = "X" 

X はスクリーンショットの間隔を秒単位で表します。X のデフォルト値は 15 秒
です。

2 定期的に記録されるスクリーンショットを無効にするときは、X の値を 0 に変更
します。

3 構成ファイルを保存して閉じます。

4 記録を作成します。
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この章では、仮想マシンのチームの用途、作成方法、および構成方法について説明し
ます。この章では、次のトピックについて説明します。

チームを使用するメリット（P.279）
チームの管理（P.280）
チームとチーム内の仮想マシンの概要ビューとコンソール ビュー（P.284）
チームのメンバーの管理（P.284）
チームとチーム メンバーの電源操作（P.287）
チーム ネットワークの操作（P.288）
チームの仮想マシンのクローンとスナップショットの作成（P.291）

チームを使用するメリット
Workstation チームは、ホスト コンピュータ上に設定する仮想コンピュータのグルー
プです。チームを使用すると、関連する複数の仮想マシンをクリックひとつでパワー
オンできます。 

チームは次のような目的に使用できます。

多階層環境の仮想化　別々のクライアント、サーバ、およびデータベース仮想マ
シンを、クリックひとつで開始する。サーバの準備ができる前に、クライアント
がクエリを送信しないように起動遅延時間を構成します。 

また、起動する仮想マシン間で起動遅延を設定すると、ホストの CPU の負荷が
軽減されます。

複数のマシンのテスト環境の仮想化　仮想マシンに QA（品質保証）用のソフト
ウェア パッケージを設定し、それをテストするために仮想マシンに自動化の構
成を行う。

チームの構成 13
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ネットワーク パフォーマンスとセキュリティの仮想化　チーム仮想マシンは、
他の仮想マシンと同様にネットワークを使用することができます。さらにチーム 
メンバーは、LAN セグメントというプライベート ネットワークで通信すること
が可能です。チームのネットワーク化により、次のことが可能となります。

ホスト ネットワークからチームを完全に隔離する。チームの LAN セグメン
トは、他のネットワークからの検出やアクセスは不可能です。 

仮想 DMZ またはプロキシ サーバを作成し、チームメンバーを外部のネット
ワークに安全に接続する。

チームの各仮想マシンに特定のネットワーク バンド幅とパケット ロスを設
定する。

ホスト リソースにすべてのチーム メンバーを完全に接続する。

ユーザーがホスト ネットワークとチームの仮想マシンとの間のすべてのトラ
フィックをコントロールします。

複数の仮想マシンのモニタリングを行う　仮想マシンのサムネイル ビューを使
用し、複数のチーム仮想マシンのアクティビティを同時に表示させる。

チームの管理
チームを管理するには、チームを作成したり、削除したり、開いたり、閉じたり、
チームの名前を変更したりします。

チームを作成
新規チーム ウィザードを使用してチームを作成し、仮想マシンを追加します。

新規チーム ウィザードの実行時に仮想マシンをチームに追加する場合は、チームを
作成する前に次のアクションを実行してください。

チームに追加するすべての仮想マシンをパワーオフします。

仮想マシンのクローンを作成してそのクローンをチームに追加する場合は、ク
ローンを作成する仮想マシンをパワーオフします。

この代わりに、チームの作成後に、[ チーム ] メニューを使用して仮想マシンを追加
することもできます。

注意   Workstation 4 仮想マシンは、チームに追加できません。
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チームを作成するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation のメニュー バーで、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ チーム ] を選択します。

2 新規チーム ウィザードで、次の情報を入力します。

a チームの名前を入力し、仮想チーム ファイルの格納場所を指定します。 

デフォルトでは、チーム ファイルは仮想マシンと同じディレクトリに保管
されます。「仮想マシンの格納場所（P.84）」を参照してください。

b この時点でチームに仮想マシンを追加するか、後で追加するかを指定します。 

この時点で仮想マシンを追加する場合は、次のオプションを選択できます。

新規仮想マシン　新規仮想マシン ウィザードを起動します。「新規仮想
マシン ウィザードの使用（P.89）」を参照してください。

既存の仮想マシン　ファイル ブラウザが開き、ホスト ファイルシステ
ム内の既存の .vmx ファイルを指定できます。

仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンにチームの外部から
アクセスすることはできなくなります。「仮想マシンをチームに追加

（P.284）」を参照してください。

仮想マシンの新規クローンを作成　ファイル ブラウザが開き、ホスト 
ファイルシステム内の既存の .vmx ファイルを指定できます。仮想マシ
ンを選択すると、Workstation は仮想マシンのクローン作成ウィザード
を起動します。「クローンの作成（P.229）」を参照してください。

c LAN セグメントを追加するかどうかを指定します。 

チームの作成後に、[ チーム ] メニューを使用して LAN セグメントを追加す
ることもできます。チームを作成したときに LAN セグメントを追加する場
合は、デフォルトの名前とバンド幅を後で変更できます。 「チーム ネット
ワークの操作（P.288）」を参照してください。

チームが作成されたら、[ お気に入り ] リストに追加できます。[ チーム ] メニューを
使用して、チームをさらに構成できるほか、仮想マシンを追加または削除できます。

チームを開いてお気に入りリストに追加
チームを開くと、概要タブが表示されますが、チームに含まれる仮想マシンはパワー
オンされません。 

チームを開いてお気に入りリストに追加するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation のメニュー バーで、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択します。

2 該当チームの .vmtm ファイルの場所を参照して指定します。
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3 ファイルを選択し、[ 開く ] をクリックします。

4 （オプション）[ お気に入り ] リストにチームを追加するには、[ ファイル ] - [ お
気に入りに追加 ] を選択します。

[ お気に入り ] リストにチームが追加された後は、メニュー バーを使用しなくて
も、[ お気に入り ] リストでそのチームをクリックして、チームを開くことがで
きます。

これで、チーム内で 1 つ以上の仮想マシンをパワーオン状態にしておくことができま
す。 「チームをパワーオン（P.287）」を参照してください。

チームの名前変更
チームを作成する際、チーム ファイル（.vmtm）を保管するディレクトリの名前は、
最初にチームに付けた名前に基づいて決まります。チーム名は変更できますが、この
ファイルの名前は変更されません。

チームの名前を変更するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

チームが [ お気に入り ] リストに含まれている場合は、そのチームを右クリックし
て [ 名前の変更 ] を選択します。新しい名前を入力して、<Enter> を押します。

チームを選択して、[ チーム ] - [ 設定 ] - [ オプション ] を選択します。[ チーム名 ] 
フィールドに新しい名前を入力して、[OK] をクリックします。

チームをパワーオフまたは閉じる
チームをパワーオフすると、チーム内のすべての仮想マシンがシャットダウンされま
す。仮想マシンは、起動順とは逆の順序でパワーオフされます。「チームの起動順の
指定（P.286）」を参照してください。

チームを閉じると、Workstation ウィンドウからその概要タブが削除されます。
Workstation の設定によっては、チームのパワーオフが必要となる場合があります。

チームをパワーオンまたはパワーオフするには、次の手順に従ってください。

実行する操作に応じて、次のいずれかを実行します。

チームをパワーオフするには、チームを選択して、[ チーム ] - [ パワー ] - [ パワー
オフ ] を選択します。

電源操作の構成によっては、仮想マシンがパワーオフする前にゲスト OS が
シャットダウンされることがあります。「仮想マシンのパワーオフとリセット オ
プションの構成（P.156）」を参照してください。
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チームを閉じるには、[ ファイル ] - [ 閉じる ] を選択します。

Workstation の設定によっては、チーム内にパワーオン状態のままの仮想マシンが
ある場合は、プロンプトが表示される場合があります。プロンプトに表示される
オプションについては、「仮想マシンを閉じる /Workstation を終了する（P.68）」
を参照してください。

チームの削除
チームを削除するには、チームのメンバーであるすべての仮想マシンをあらかじめパ
ワーオフしておく必要があります。「チームをパワーオフまたは閉じる（P.282）」を
参照してください。

チームを削除する際は、次のいずれかを選択できます。

チームのみを削除（チーム内の仮想マシンは残す）

チームとチーム内の仮想マシンを削除

チームを削除するのではなく、Workstation ウィンドウからチームを取り除くには、
「仮想マシンをチームから削除（P.285）」を参照してください。

チームを削除するには、次の手順に従ってください。

1 チームを選択して、[ チーム ] - [ ディスクから削除 ] を選択します。

2 表示されるダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。

チーム内の仮想マシンを削除せずにチームのみを削除する場合は、[ 削除 ] を
選択します。 

チームとそのチーム内の仮想マシンも削除する場合は、[ チームと仮想マシ
ンを削除 ] を選択します。

チームを削除すると、すべてのチーム LAN セグメントも削除されます。削除さ
れた LAN セグメントに関連付けられている仮想ネットワーク アダプタは切断
されます。ブリッジ、ホストオンリー、NAT、およびカスタムの構成は変わり
ません。

3 [OK] をクリックします。

要注意   チームを完全に削除することにより、チーム ファイルはホスト ファイル シス
テムから削除され、関連する LAN セグメントもすべての仮想マシンから削除されま
す。 チームと一緒にチーム内の仮想マシンを削除すると、仮想マシン ファイルも永久
に削除されます。
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チームとチーム内の仮想マシンの概要ビューとコンソール 
ビュー

Workstation は、概要ビューまたはコンソール ビューにチームを表示します。

概要ビューはいつでも表示できます。「概要ビュー（P.52）」を参照してください。

コンソール ビューは、チームがパワーオンされているときにのみ表示できます。
グラブ バーを使用して領域のサイズの変更が行えます。このビューには、選択
されている仮想マシンの大きいコンソール ビューと、チーム内の他の仮想マシ
ンのサムネイル コンソール ビューが表示されます。サムネイル ビューには、起
動シーケンスの順序が（左から右方向に、上から下方向に）表示されます。

チーム内の仮想マシンの数が多い場合は、サムネイルをスクロールしてすべての仮想
マシンを表示してください。 サムネイルは、チームの起動順と同じ順に表示されま
す。左端の仮想マシンが最初に起動するマシンとなります。

Workstation はサムネイルをリアルタイムでアップデートし、実際の仮想マシンの画
面を表示します。アクティブな仮想マシンとは、[ チーム ] - [ 切り替え ] メニューを使
用して選択、または切り替えたマシンのことです。アクティブな仮想マシンは、コン
ソール下部のペインに表示されます。その仮想マシンのサムネイルは、[VMware] ア
イコンになります。

Workstation のメニューとコマンドはアクティブな仮想マシンに対してのみ直接影響
し、マウスとキーボードを使用してアクティブな仮想マシンを直接操作できます。

フル スクリーン モードでは、アクティブな仮想マシンのみが表示されます。「フル 
スクリーン モードの使用（P.168）」を参照してください。

チームのメンバーの管理
チームのメンバーを管理するには、仮想マシンをチームに追加したり、チームから削
除したり、チームのメンバーを開始および停止する順序を設定したりします。

仮想マシンをチームに追加
仮想マシンをチームに追加する際は、次の点を検討してください。

実行中のチームに追加した場合、仮想マシンはパワーオンされません。現在の
セッションで使用するには、手動でその仮想マシンをパワーオンしてください。
以降、追加された仮想マシンはチームの他の仮想マシンとともにパワーオン、パ
ワーオフされるようになります。
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仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンの操作をチーム外から行うこ
とはできません。チームに追加された時点で、その仮想マシンは [ お気に入り ] 
リストから削除されます。

仮想マシンをチームに追加するには、次の手順に従ってください。

チームを選択し、[ チーム ] - [ 追加 ] を選択してから、次のいずれかのオプションを選
択します。

新規仮想マシン　新規仮想マシン ウィザードを起動します。「新規仮想マシン 
ウィザードの使用（P.89）」を参照してください。

既存の仮想マシン　ファイル ブラウザが開き、ホスト ファイルシステム内の既
存の .vmx ファイルを指定できます。

仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンにチームの外部からアクセス
することはできなくなります。

仮想マシンの新規クローンを作成　ファイル ブラウザが開き、ホスト ファイル
システム内の既存の .vmx ファイルを指定できます。仮想マシンを選択すると、
Workstation は仮想マシンのクローン作成ウィザードを起動します。 「クローン
の作成（P.229）」を参照してください。

仮想マシンをチームから削除
仮想マシンを独立して使用する場合は、その仮想マシンをチームから削除してくださ
い。独立した仮想マシンは、起動やシャットダウンを他の仮想マシンより先に行う必
要も後に行う必要もありません。また、プライベート チーム ネットワーク内になく
てもかまいません。

仮想マシンをチームから削除するには、次の手順に従ってください。

1 削除する仮想マシンをパワーオフします。

2 チームを選んでから、[ チーム ] - [ 削除 ] を選択し、仮想マシン名を選択します。

仮想マシンはチームから削除されます。

注意   Workstation 4 仮想マシンは、チームに追加できません。

注意   仮想マシンをチームから削除すると、仮想マシンはチームの LAN セグメントか
らも削除されます。LAN セグメントに関連付けられた仮想イーサネット アダプタは
切断されます。ブリッジ、ホストオンリー、NAT、およびカスタムの構成は変わりま
せん。
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仮想マシンを削除した後、次のタスクを実行できます。

削除した仮想マシンを [ お気に入り ] リストに追加する。「仮想マシンとチームを 
[ お気に入り ] リストに追加するには、次の手順に従ってください。（P.61）」を
参照してください。

仮想マシンを削除し、そのファイルをホスト ファイル システムから消去する。 
「仮想マシンの削除（P.162）」を参照してください。

チームの起動順の指定
起動順を使用して、仮想マシンが開始および停止する順序を指定できます。また、次
の仮想マシンが開始および停止するまでの遅延間隔を秒単位で指定できます。 

パワーオンとレジュームは、チーム設定リストに設定した順序に行われます。パワー
オフは逆の順序で行われます。デフォルトの順序は、仮想マシンをチームに追加した
順序になります。デフォルトの遅延時間は 10 秒です。

起動順の設定は、テストを行うためにアプリケーションを実行する仮想マシンを、自
動化されたテスト スクリプトを実行する他の仮想マシンより先に開始させたい場合
などに役立ちます。

遅延設定により、複数の仮想マシンが開始する際の CPU の負荷が軽減され、また、
他のチーム仮想マシンが接続を試行する前に仮想マシン上のアプリケーションを起動
できるようになります。 

チームの起動順を指定するには、次の手順に従ってください。

1 チームを選択します。

2 [ チーム ] - [ 設定 ] を選択し、[ 仮想マシン ] タブをクリックします。

3 上下の矢印を使用して、リスト内の仮想マシンの順序を調整します。 

リストの一番上の仮想マシンが、最初に起動する仮想マシンになります。

4 各仮想マシンを選択し、次の仮想マシンを開始するまでの遅延間隔（秒）を指定
します。 

チームで仮想マシン間の遅延時間を厳密に設定する必要がある場合は、ホストお
よびゲスト OS の環境とアプリケーションが起動するまでに要する時間を把握し
て、調整する必要があります。

5 [OK] をクリックして、変更を保存します。
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チームとチーム メンバーの電源操作
チームの電源操作は、個々の仮想マシンのそれとほとんど同じです。しかし、チーム
では、チームのメンバーがパワーオンおよびパワーオフするシーケンスを変更するこ
とが可能です。「チームの起動順の指定（P.286）」を参照してください。

Workstation のコマンドライン アプリケーションを使用して、チームの電源操作を行
うこともできます。「付録：Workstation コマンド ラインの参照リスト（P.501）」を参
照してください。

チームをパワーオン
チームをパワーオンすると、チーム内の仮想マシンは、チーム設定エディタで指定さ
れたシーケンスによりパワーオンされます。「チームの起動順の指定（P.286）」を参
照してください。

チームをパワーオンするには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

Workstation の GUI を使用するには、[ チーム ] - [ パワー] - [ パワーオン ] を選択し
ます。

コマンド ラインを使用する場合は、「Workstation および仮想マシンの起動オプ
ション（P.501）」を参照してください。

チームをサスペンドまたはレジューム
チームをサスペンドすると、チームのすべての仮想マシンが同時にサスペンドしま
す。設定された起動順によって、仮想マシンのレジュームの順序、および各チーム仮
想マシンがレジュームする際の遅延間隔が決定します。「チームの起動順の指定

（P.286）」を参照してください。

チームのサスペンドまたはレジューム操作が行われている間に、Workstation を閉じ
ようとすると、警告ダイアログが表示されます。

チームをサスペンドまたはレジュームするには、次の手順に従ってください。

1 チームをサスペンドまたはレジュームするには、チームを選んでから、[ チーム ] - 
[ パワー ] を選択し、オプションのいずれかを選択します。

チームのすべての仮想マシンが同時にサスペンドします。

2 特定のチーム メンバーの進行状況を確認するには、[ チーム ] - [ 切り替え ] を選
択し、次に仮想マシン名を選択します。

仮想マシンのサイズによって、操作が完了するまでの時間は異なります。
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個々のチーム メンバーに対して電源操作を実行
チーム内の個々のメンバーに対する電源操作は、チームに属していない仮想マシンで
の操作と似ています。ただし、[ お気に入り ] リストからマシンを選択するのではな
く、チームのコンソール タブから選択する点が異なります。

個々のチーム メンバーに対して電源操作を実行するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 チームのコンソール タブから仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ パワー ] メニューから適切なコマンドを選択します。 

チーム ネットワークの操作
チームの利点のひとつとして挙げられるのは、LAN セグメントというプライベート
仮想ネットワークに仮想マシンを隔離できることです。これは、多階層のテスト、
ネットワーク パフォーマンスの分析、そして隔離とパケット ロスが重要な状況にあ
る場合に有用です。 

LAN セグメント以外のネットワークに関する項目の詳細については、第 14 章「仮想
ネットワークの構成（P.293）」を参照してください。

IP アドレスに関する LAN セグメントの要件
チーム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、LAN セグメントには Workstation が自動的に提供する 
DHCP サーバがありません。 

各ネットワーク クライアントには、TCP/IP ネットワーキングのための IP アドレスが
必要です。従って、LAN セグメントでチーム仮想マシンのための IP アドレスを手動
で構成する必要があります。これには、次の 2 つのオプションを使用できます。

DHCP　DHCP サーバを LAN セグメントに構成し、IP アドレスを仮想マシンに割
り当てる。 

固定 IP　各仮想マシンの固定 IP アドレスを LAN セグメントで構成する。 
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チームの LAN セグメントを作成
チームの仮想ネットワークの作成では、まず、LAN セグメントを追加して名前をつ
けます。その後で、このセグメントへの接続を構成できます。

チームの LAN セグメントを作成するには、次の手順に従ってください。

1 チームを選択して、[ チーム ] - [ 追加 ] - [LAN セグメント ] を選択します。

2 プライベート ネットワークの名前を入力して、[OK] をクリックします。 

このダイアログ ボックス内の他の設定は、後で構成できます。

LAN セグメントを作成した後、次のタスクを実行できます。

セグメントのネットワーク トランスミッション プロパティを構成する。「LAN セ
グメントを構成（P.289）」を参照してください。

ネットワーク アダプタを作成し、このセグメントに接続する。 「ネットワーク 
アダプタを追加または削除（P.290）」を参照してください。

LAN セグメントを構成
許容されるパケット ロスの割合のほか、接続タイプおよび速度などのバンド幅設定
を含む、チームの LAN セグメントのネットワーク トランスミッション プロパティを
構成できます。

LAN セグメントを構成するには、次の手順に従ってください。

1 チームを選択して、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択します。

2 [LAN セグメント ] タブをクリックして、フィールドに入力します。

このタブから、チームに構成された LAN セグメントの追加、削除、および名前
変更が行えます。 

左ペインのリストにチームに関連する LAN セグメントが表示されます。 

3 名前をクリックして構成を行う LAN セグメントを選択してください。

右ペインに、エミュレートされた LAN セグメント リンクの物理プロパティのパ
ラメータが表示されます。

名前　LAN セグメントの名前です。名前を変更するには、[ 名前 ] フィールド
に新しい名前を入力します。

Bandwidth（バンド幅）　一般的なネットワーク リンクのバンド幅を表示す
るドロップダウン メニューです。バンド幅を変更するには、ドロップダウ
ン メニューから他の接続タイプを選択します。
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Kbps　カスタムのバンド幅を設定するフィールド（KB/ 秒）です。[ バンド幅 ] 
メニューで選択が行われるとここでの変更が上書きされます。バンド幅を変
更するには、フィールドに直接数字を入力します。

パケット ロス　パケット伝送総数から失われたパケットの損失率で測られ
る、リンクの有効性とフォールトを示します。パケット ロスの設定を変更
するには、フィールドに直接数字を入力します。

4 [OK] をクリックして、変更を保存します。 

5 （オプション）実行中の仮想マシンに対してこれらの構成変更を適用する場合は、
必要に応じて、仮想マシンをパワーオン、リセット、またはレジュームしてくだ
さい。

ネットワーク アダプタを追加または削除
物理 PC には、物理ネットワーク接続ごとにネットワーク アダプタまたは NIC（ネッ
トワーク インターフェイス コントローラ）が必要です。同様に、仮想マシンが交信
する各 LAN セグメントのために、仮想マシンを仮想ネットワーク アダプタで構成す
る必要があります。 

仮想マシンを複数の LAN セグメントに同時に接続するには、その仮想マシンを複数
のネットワーク アダプタで構成する必要があります。

ネットワーク アダプタを追加または削除するには、次の手順に従ってください。

1 ネットワーク アダプタの追加または削除を行う仮想マシンをパワーオフします。

2 チームを選択して、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ 接続 ] タブで仮想マシンを選択して、次のいずれかの作業を実行します。

ネットワーク アダプタを追加するには、[ アダプタの追加 ] をクリックします。 

追加したアダプタが、[ アダプタ ] コラムに表示されます。デフォルトでは、
ブリッジされた LAN セグメントに接続しますが、他のセグメントのチェッ
ク ボックスをクリックしてこの設定を変更できます。使用するセグメント
がリストにない場合は、作成します。「チームの LAN セグメントを作成

（P.289）」を参照してください。

DHCP サーバ経由の接続を使って構成されている NIC からは、チームの LAN 
セグメントに接続できません。

アダプタを削除するには、削除するアダプタを選択して [ アダプタの削除 ] を
クリックします。 

4 [OK] をクリックします。
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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。仮想マシンをチームから削除し、仮想マシ
ンをネットワークに再接続したい場合は、切断されたネットワーク アダプタを手動
で構成する必要があります。

LAN セグメントを削除するには、次の手順に従ってください。

1 チームを選択して、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択します。

2 [LAN セグメント ] タブをクリックし、削除する LAN セグメントを選択してくだ
さい。

3 [ 削除 ] をクリックし、[OK] をクリックします。

チームの仮想マシンのクローンとスナップショットの作成
チーム内の仮想マシンのクローン作成は、他の仮想マシンのクローンを作成する場合
と同様に行えます。「クローンの作成（P.229）」を参照してください。 

チームの仮想マシンのクローンを作成する際は、次の点に留意してください。

クローン仮想マシンは、チームのメンバーにはなりません。

クローン仮想マシンは、自動的に [ お気に入り ] リストと概要ウィンドウに表示さ
れます。

親仮想マシンが LAN セグメントに構成されている場合、クローン上のその LAN 
セグメントのネットワーク アダプタは切断されます。ネットワークに接続する
には、仮想イーサネット アダプタを手動で再構成する必要があります。

スナップショットは、仮想マシンに対してのみ機能し、チーム全体には機能しませ
ん。チームがアクティブの場合、ツール バーの [ スナップショット ] ボタンを使用し
て、アクティブな仮想マシンのみのスナップショットを作成できます。

チームに属するすべての仮想マシンの状態を保存するには、チームをパワーオフして
から、各仮想マシンでスナップショットを作成し、その後でチームを再度パワーオン
します。
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この章では、VMware Workstation が提供する仮想ネットワーク コンポーネントを簡
単に紹介し、仮想マシンでの使用方法を説明します。この章では、次のトピックにつ
いて説明します。

仮想ネットワークのコンポーネント（P.293）
一般的なネットワーク構成（P.294）
カスタム ネットワーク構成の例（P.299）
ネットワーク構成の変更（P.303）
ブリッジ ネットワークの構成（P.305）
仮想ネットワークのサブネット設定または DHCP 設定の変更（P.308）
ホスト仮想ネットワーク アダプタの構成（P.310）

仮想ネットワークのコンポーネント
Workstation には、仮想ネットワーク用に仮想マシンを設定するためのブリッジ、
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 
ネットワークのオプションが用意されています。 

仮想スイッチ
仮想スイッチは、物理スイッチと同様に他のネットワーク コンポーネント同士を接
続します。Workstation は必要に応じて仮想スイッチを作成します。Windows の場合
は最大 10 個、Linux の場合は最大 255 個の仮想スイッチが作成されます。1 つのス
イッチには 1 つ以上の仮想マシンを接続することが可能です。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。

仮想ネットワークの構成 14
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使用可能な他のネットワークは、VMnet2、VMnet3、VMnet4、VMnet5、VMnet6、
VMnet7 と呼ばれます。 

DHCP サーバ
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）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 ネットワーク アドレスを提供します。
たとえば、ホストオンリー構成や NAT 構成では DHCP サーバを使用します。

ネットワーク アダプタ
新規仮想マシン ウィザードで、どのネットワーク タイプを使用して仮想マシンを作
成しても、仮想ネットワーク アダプタが１つ、その仮想マシンに設定されます。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 ゲス
トでは、Intel Pro/1000 MT サーバ アダプタとして認識されます。

仮想マシン設定エディタを使用して、各 Workstation 6.0 以降の仮想マシンに最大 10 
個のネットワーク アダプタを作成し、構成します。Workstation 4 または 5.x の仮想マ
シンでは、仮想ネットワーク アダプタの最大数は 3 個に制限されます。詳細につい
ては、「ネットワーク構成の変更（P.303）」を参照してください。

一般的なネットワーク構成
新規仮想マシン ウィザードまたはマシン設定エディタで標準のネットワーク オプ
ションを選択すると、ネットワーク構成が自動的にセットアップされます。 

新規仮想マシン ウィザードで [ 標準 ] セットアップ パスを選択した場合、ウィザード
は仮想マシンにネットワーク アドレス変換（NAT）を設定します。ブリッジ ネット
ワーク、NAT、ホストオンリー ネットワークなど、一般的な構成を選択する場合は、
[ カスタム ] セットアップ パスを選択します。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。 

表14-1  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 参照先

ブリッジ VMnet0 ブリッジ ネットワーク（P.295）

NAT VMnet8 ネットワーク アドレス変換（NAT）（P.297）

ホストオンリー VMnet1 ホストオンリー（Host-Only）ネットワーク（P.298）
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仮想マシン設定エディタ、仮想ネットワーク エディタ（Windows ホストおよび Linux 
ホスト）、およびホスト コンピュータに適切な設定を選択することにより、さらに特
殊な構成も設定できます。どのホストでも、すべてのネットワーク構成に必要なソフ
トウェアは、Workstation のインストール時にインストールされます。 

複数台の仮想マシンを同じ仮想イーサネット スイッチに接続できます。Windows が
ホストの場合、1 つの仮想スイッチに接続できる仮想ネットワーク デバイスの数には
制限がありません。Linux ホストでは、最大 32 のデバイスを接続できます。

以前のバージョンの Workstation で仮想ネットワーク設定を設定していて、新しい
バージョンにアップグレードした場合、以前のネットワーク設定は完全に保存される
可能性もあれば、部分的に保存される可能性もあります。詳細については、「アップ
グレードを開始する前に（P.43）」を参照してください。

ブリッジ ネットワーク
ブリッジ ネットワークでは、ホスト コンピュータのネットワーク 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 コンピュータがネットワークに
接続されている場合、一般的にこのオプション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。仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタが、ホスト 
コンピュータの物理ネットワーク アダプタに接続することで、ホスト コンピュータ
の使用している LAN へ接続できるようになります。 

ブリッジ ネットワークは、ホスト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。ブリッジ ネットワークでは、ネットワーク上の他のコン
ピュータが仮想マシンを認識することができ、仮想マシンと直接通信できます。ブ
リッジ ネットワークは、有線および無線の物理ホストのネットワーク カードで使用
できます。

図14-1  ブリッジ ネットワークのセットアップ
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ブリッジ ネットワークのセットアップ

Windows と Linux のどちらのホストでも、ブリッジ ネットワークを利用して有線
ネットワークと無線ネットワークに接続することができます。

ブリッジ ネットワークをセットアップするには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

新しい仮想マシンの場合は、新規仮想マシン ウィザードで、[ ファイル ] - [ 新規 ] - 
[ 仮想マシン ] - [ カスタマイズ（上級）] を選択して、[ ブリッジネットワークを
使用 ] を選択します。

既存の仮想マシンの場合は、[VM] - [ 設定 ] を選択します。

a [ 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。

b [ ネットワーク接続 ] セクションで、[ ブリッジ：物理ネットワークに直接接
続 ] を選択します。

c （オプション）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、[ 物理ネットワークの接続状態を複製 ] を選
択します。 

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。

IP アドレスの設定要件
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。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。一般に、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
バから自動的に取得しますが、ユーザーがこの設定をゲスト OS に手動で行うことが
必要な場合もあります。

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。

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。 

manual_ws71.book  Page 296  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 297

第 14 章 仮想ネットワークの構成

ネットワーク アドレス変換（NAT）
NAT は、ホストの IP と MAC アドレスを共有するように仮想マシンを構成します。仮
想マシンとホストはネットワーク外部では認識されないネットワーク ID を共有しま
す。NAT は、１つの IP アドレスまたは MAC アドレスの使用をネットワーク管理者か
ら許可されているときに役に立ちます。外部ネットワーク上の IP アドレスを仮想マ
シンに設定できない場合、NAT を使用して仮想マシンをインターネットや他の 
TCP/IP ネットワークにアクセスさせることができます。 NAT ではホスト コンピュータ
のネットワーク接続を使用します。ﾕ NAT は、イーサネット、DSL、および電話モデ
ムとともに使用できます。 

図14-2  NAT のセットアップ

NAT を選択すると、仮想マシンは多様な標準 TCP/IP 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 で別のコン
ピュータにログインしたりすることが可能です。NAT では、ホスト コンピュータの
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。つまり、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コンピュータに送信す
ることはできません。この構成では、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。NAT の詳細につい
ては、「NAT の使用（P.327）」を参照してください。

注意   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 コン
ピュータで、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。
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NAT のセットアップ

デフォルトでは、新規仮想マシン ウィザードで [ 標準 ] セットアップを使用して仮想
マシンを作成するときに NAT が使用されます。

IP アドレスの設定要件
NAT を使用する仮想マシンは、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 コンピュータで設定されま
す。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。

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 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 コンピュータとの通信を実現しま
す。このアプローチは、隔離された仮想ネットワークを構築する必要がある場合に便
利です。この構成では、仮想マシンはインターネットに接続できません。ホストオン
リー ネットワークの詳細については、「ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構
成での IP アドレスの選択（P.314）」を参照してください。

図14-3  ホストオンリー ネットワークのセットアップ
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ホストオンリー ネットワークのセットアップ

ホストオンリー ネットワークは、仮想マシンの作成時または作成後にセットアップ
できます。

ホストオンリー ネットワークをセットアップするには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

新しい仮想マシンの場合は、新規仮想マシン ウィザードで、[ ファイル ] - [ 新規 ] - 
[ 仮想マシン ] - [ カスタマイズ（上級）] を選択して、[ ホストオンリー ネット
ワークを使用 ] を選択します。

既存の仮想マシンの場合は、[VM] - [ 設定 ] を選択します。

a [ 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。

b [ ネットワーク接続 ] セクションで、[ 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。

IP アドレスの設定要件

ホストオンリー ネットワークを使用する場合、仮想マシンとホスト仮想アダプタは、
独自のイーサネット ネットワークに接続されます。VMware DHCP サーバは、この
ネットワーク上のアドレスを提供します。

ルーティングおよび接続共有

ホスト コンピュータに適切なルーティングまたはプロキシー 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 コンピュータの物理ネッ
トワーク アダプタを接続することができます。これによって、仮想マシンを Token 
Ring 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 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共有機能を構成する方法に関する
詳しい情報は、該当する Windows のドキュメントを参照してください。 

カスタム ネットワーク構成の例
Workstation 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。このような仮想ネットワークは、外部ネットワークに接続す
ることも、ホスト コンピュータ上で完全に独立して実行することも可能です。
Windows ホストでは、仮想ネットワーク エディタを使用してホスト上の複数のネッ
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。
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複雑な仮想ネットワークを構築する前に、ホストとゲスト OS へのネットワーク デバ
イスの構成を理解する必要があります。図 14-4 は、仮想ネットワークで可能なデバ
イスの多様な組合わせを示したものです。この例では、Web サーバをファイア
ウォール経由で外部ネットワークに接続しています。 システム管理者のマシンは、2 
番目のファイアウォールを使用して Web サーバに接続します。

図14-4  2 つのファイアウォールを備えたカスタム構成

これ以外のカスタム構成については、「上級仮想ネットワーキング（P.313）」と 
「NAT の使用（P.327）」を参照してください。

カスタム ネットワーク構成のセットアップ
カスタム ネットワーク構成をセットアップするには、4 台の仮想マシンを作成し、仮
想マシン設定エディタを使用して各仮想マシンの仮想ネットワーク アダプタの設定
を調整します。各仮想マシンに適当なゲスト OS とアプリケーションをインストール
し、それぞれに必要なネットワーク設定を行ってください。 
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カスタム ネットワーク構成をセットアップするには、次の手順に従ってください。

1 新規仮想マシン ウィザードを使用して、4 台の仮想マシンを構成します。

a [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択します。

b 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。

c 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。 

仮想ネットワーク アダプタのセットアップとオペレーティング システムの
インストールは、手順 7 で行います。

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 仮想マシン設定エディタを使用して、2 番目の仮想ネットワーク アダプタを
追加します。 

「ネットワーク構成の変更（P.303）」を参照してください。 

c 2 番目のアダプタを [ カスタム ]（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 仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ネットワーク アダプタを追加し
ます。

c アダプタを [ カスタム ]（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 3 を開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ネットワーク アダプタを追加し
ます。

c アダプタを [ カスタム ]（VMnet2）に接続します。

d 仮想マシン設定エディタを使用して、2 番目の仮想ネットワーク アダプタを
追加します。 

e 2 番目のアダプタを [ カスタム ]（VMnet3）に接続します。
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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 4 を開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ネットワーク アダプタを追加し
ます。

c アダプタを [ カスタム ]（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。

Windows ホストでは、コマンド プロンプトを開いて、次のコマンドを実行
します。

ipconfig /all

各仮想アダプタが使用しているネットワーク アドレスを書きとめておいて
ください。

Linux ホストでは、ターミナルを開いて、次のコマンドを実行します。

ifconfig

各仮想スイッチが使用しているネットワーク アドレスを書きとめておいて
ください。

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 Windows ホストおよび Linux ホストで、DHCP サーバを使用してネットワーク ア
ドレスを構成するには、次の手順に従ってください。

a [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。

Linux では、[ 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 ] を選択するか、お使いの Linux バージョンの相当するメニュー パスを
選択します。

b [VMnet2] を選択し、[ 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 ] オプションをチェックします。 

サブネットの変更についての詳細は、「Windows ホストでのサブネット設定
または DHCP 設定の変更（P.308）」と 「Linux ホストでのサブネット設定ま
たは DHCP 設定の変更（P.309）」を参照してください。
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9 各ゲスト OS でネットワークを構成します。

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 で使用する値
域内の IP アドレスを手動で割り当てます。

マシン 2　仮想マシン 2 には、VMnet2 で使用する値域内の IP アドレスを割
り当てます。

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。

マシン 4　VMnet3 で使用する値域内の 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。

ネットワーク構成の変更
仮想マシン設定エディタを使用して、仮想マシンに仮想ネットワーク アダプタを追
加したり、既存のアダプタのネットワーク構成を変更したりできます。 

仮想マシンのネットワークの種類の確認
カスタム ネットワーク接続をセットアップしない限り、仮想マシンはブリッジ、
NAT、またはホストオンリー ネットワーク接続を使用します。新規仮想マシンウィ
ザードで [ 標準 ] セットアップ パスを使用して仮想マシンを作成した場合、新しい仮
想マシンではネットワークの種類に NAT が使用されます。

詳細については、「一般的なネットワーク構成（P.294）」を参照してください。

仮想マシンのネットワークの種類を確認するには、次の手順に従ってください。 

1 仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] を選択します。

3 ネットワーク アダプタを選択します。 

[ ネットワーク接続 ] セクションに詳細情報が表示され、そこから設定を変更で
きます。 

ネットワークの種類を変更するには、「既存の仮想ネットワーク アダプタの変更
（P.304）」を参照してください。
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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。

仮想ネットワーク アダプタを追加するには、次の手順に従ってください。

1 アダプタを追加する仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。 

4 [ ネットワーク アダプタ ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 使用するネットワークの種類を選択します。 

6 （オプション）[ カスタム ] を選択した場合は、使用する VMnet ネットワークをド
ロップダウン メニューから選択します。

VMnet0、VMnet1、および VMnet8 も技術的にはリストから選択できますが、通
常これらは、ブリッジ、ホストオンリー、および NAT 構成にそれぞれ使用され
ます。これらのスイッチをカスタム構成で使用するには、別の手順を行う必要が
あります。他の VMware スイッチを選択してください。

7 [ 完了 ] をクリックします。 

新しいアダプタが追加されます。

8 [OK] をクリックして、設定を保存します。

既存の仮想ネットワーク アダプタの変更
仮想ネットワーク アダプタの変更を開始する前に、割り当てるネットワークの種類
を決定します。「一般的なネットワーク構成（P.294）」を参照してください。

既存の仮想ネットワーク アダプタを変更するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ ハードウェア ] タブで、変更するアダプタを選択します。

4 使用するネットワークの種類を選択します。 

5 （オプション）[ カスタム ] を選択した場合は、ネットワークに使用する VMnet 仮
想ネットワークをドロップダウン メニューから選択します。 
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VMnet0、VMnet1、および VMnet8 も技術的にはメニューから選択できますが、
通常これらは、ブリッジ、ホストオンリー、および NAT 構成にそれぞれ使用さ
れます。これらのスイッチをカスタム構成で使用するには、別の手順を行う必要
があります。他の VMware スイッチを選択してください。

6 [OK] をクリックします。

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。

ゲストが DHCP を使用している場合、リースを解放してから取得します。IP アド
レスを固定に設定した場合は、ゲストに適切な仮想ネットワーク上のアドレスが
割当てられていることを確認します。

ブリッジ ネットワークの構成
Windows ホストと Linux ホストでは、ブリッジ ネットワークを構成することができ
ます。ホスト上のブリッジ ネットワークの設定の表示と変更、ブリッジ ネットワー
クに使用するホスト上のネットワーク アダプタの決定、および VMnets と呼ばれる特
定の仮想ネットワークへの特定のネットワーク アダプタのマップを行うことができ
ます。 

Windows ホストでの VMnet0 自動ブリッジ ネットワーク 
オプションの構成

VMnet0 ブリッジ ネットワークを構成すると、行った変更がホスト上のブリッジ ネッ
トワークを使用するすべての仮想マシンに反映されます。

Windows ホストで VMnet0 ブリッジ ネットワークを構成するには、次の手順に従っ
てください。

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

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 コンピュータ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。 

2 [ 自動設定 ] をクリックし、VMnet0 に自動的にブリッジする利用可能な物理ネッ
トワーク アダプタのチェック ボックスを選択します。

ネットワーク アダプタに制限を設定する方法については、「含めるアダプタのリ
ストに対するホスト ネットワーク アダプタの追加または削除」を参照してくだ
さい。

3 [OK] をクリックします。
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含めるアダプタのリストに対するホスト ネットワーク アダプタの追加また
は削除

複数の物理ネットワーク アダプタが取り付けられているホスト システムでは、
Workstation がどのアダプタを使用するかは任意選択です。したがって、選択した
ネットワーク アダプタに制限を設定することも、制限を削除することもできます。 

含めるアダプタのリストに対してホスト ネットワーク アダプタを追加または削除す
るには、次の手順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

2 [ 自動設定 ] をクリックします。

3 [ 含めるアダプタ ] セクションで、次のいずれかを実行します。

アダプタを削除するには、アダプタの選択を外します。

アダプタを追加するには、アダプタを選択します。 

4 [OK] をクリックします。

物理ネットワーク アダプタをカスタム仮想スイッチへのブリッジに指定

ブリッジ アダプタ マップを変更する前に、仮想ネットワーク アダプタをどの仮想
ネットワークに割り当てるのかを確認してください。

物理ネットワーク アダプタをカスタム仮想スイッチへのブリッジに指定するには、
次の手順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

2 [ ブリッジ先 ] ドロップダウン メニューからアダプタを選択します。

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、VMnet9 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。

3 [OK] をクリックします。

要注意   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る仮想マシンは、そのネットワークを経由するネットワー
ク接続を失うことになります。 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しなければなりません。 

このことは特に、ホスト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 VMnet に割り当てた場合に問題となります。この場合、VMnet が自
動選択されたアダプタに引き続きブリッジされたように見えますが、使用可能な唯一
のアダプタは別の VMnet に割り当てられています。
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Linux ホストでの VMnet0 自動ブリッジ ネットワーク オプションの
構成

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 コンピュータ上でアクティブなネットワーク アダプタの 1 つにブリッジ接続さ
れます。

Linux ホストで VMnet0 自動ブリッジ ネットワーク オプションを構成するには、次の
手順に従ってください。

1 Linux ホストの場合は、次のいずれかを実行します。

デスクトップから操作します。 

ターミナル ウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。

/usr/bin/vmware-netcfg

2 プロンプトで管理者のパスワードを入力します。

3 ネットワーク エディタ内のテーブルに VMnet0 の列が表示されない場合は、
[ ネットワークの追加 ] をクリックして、[ 仮想ネットワークの追加 ] ダイア
ログ ボックスへの入力を完了します。

4 テーブルの VMnet0 の列を選択して [ ブリッジ ] を選択します。

5 次のいずれかを実行します。

自動ブリッジを使用するには、[ 自動設定 ] をクリックしてダイアログ ボック
スを完了します。

複数のチェック ボックスを選択した場合、仮想マシンは最初に使用できる
ホスト ネットワーク アダプタにブリッジ接続されます。リスト内のアイテ
ムが無効化されている場合、そのアダプタはすでに別の VMnet へのブリッ
ジ接続に使用されているため、使用できません。

1 つのホスト ネットワーク アダプタを指定するには、[ ブリッジ接続 ] リスト 
ボックスを使用します。

6 [ 保存 ] をクリックします。

2 番目の自動ブリッジ ネットワーク インターフェイスの設定 
ホスト コンピュータがネットワーク アダプタを 2 つ備えており、それぞれが異なる
ネットワークに接続されている場合、そのホスト コンピュータの仮想マシンを両方
のネットワーク アダプタとブリッジ接続させ、いずれか１つまたは両方の物理ネッ
トワークにアクセスできるように設定できます。 
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複数のネットワーク アダプタが存在するホスト コンピュータに Workstation 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。Windows ホストで、
複数のブリッジ ネットワークをセットアップするには、「Windows ホストでの 
VMnet0 自動ブリッジ ネットワーク オプションの構成（P.305）」を参照してくださ
い。Linux ホストで、複数のブリッジ ネットワークをセットアップするには、「Linux 
ホストでの VMnet0 自動ブリッジ ネットワーク オプションの構成（P.307）」を参照し
てください。

仮想ネットワークのサブネット設定または DHCP 設定の変更
Windows ホストと Linux ホストでは、仮想ネットワーク エディタを使用してサブ
ネット設定と DHCP 設定を変更できます。 

IP ネットワークはサブネット マスクを使用して分割されます。サブネット マスクを
変更する際、Workstation はその仮想ネットワーク上の他のコンポーネント（DHCP、
NAT、およびホスト仮想アダプタ）向け IP アドレスの設定も自動的に更新します（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 リー
スの範囲、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
アダプタの IP アドレスが含まれます。 

ただし、これらの設定を一度デフォルト値から変更した場合、値が有効範囲内であれ
ば Workstation 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 はサブネットの範囲に基づいて設定をリセットします。Workstation はそ
のカスタム設定が変更されていないとみなします。設定を一度変更してから後でデ
フォルトに戻しても、自動更新は行われません。

Windows ホストでのサブネット設定または DHCP 設定の変更
サブネット設定を変更するには、サブネット マスクを構成します。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。つまり、変更が必要な
のは通常 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 の箇所だ
けです。一般的にサブネット マスクは変更しないでください。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。

Windows ホストでサブネット設定または DHCP 設定を変更するには、次の手順に
従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

2 [ サブネット IP] フィールドでサブネット IP アドレスを変更し、[ サブネット マス
ク ] フィールドでサブネット マスクを変更します。

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。 

manual_ws71.book  Page 308  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 309

第 14 章 仮想ネットワークの構成

3 [OK] をクリックします。

4 [DHCP 設定 ] ダイアログ ボックスでは、特定の仮想ネットワークで Workstation 
の DHCP サーバが提供する IP アドレスの範囲を変更できます。 

また、仮想ネットワーク上のクライアントに提供される DHCP リースの有効期間
を設定することも可能です。

5 [OK] をクリックします。

Linux ホストでのサブネット設定または DHCP 設定の変更
NAT およびホストオンリー ネットワークの種類では、サブネット IP の設定を行うこ
とができます。Linux ホスト上の仮想ネットワークのサブネット設定を変更するに
は、仮想ネットワーク エディタを使用します。

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.conf ファイルを編集します。「Linux ホストでの DHCP 
サーバの構成（P.316）」を参照してください。

Linux ホストでサブネット設定または DHCP 設定を変更するには、次の手順に従って
ください。

1 Linux ホストの場合は、次のいずれかを実行します。

デスクトップから [アプリケーション] - [システムツール] - [仮想ネットワーク
の構成 ] を選択するか、お使いの Linux バージョンの相当するメニュー パス
を選択します。

ターミナル ウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。

/usr/bin/vmware-netcfg

2 プロンプトで管理者のパスワードを入力します。

3 ネットワーク エディタ内のテーブルに任意のネットワークの種類の列が表示さ
れない場合は、[ ネットワークの追加 ] をクリックして、[ 仮想ネットワークの追
加 ] ダイアログ ボックスへの入力を完了します。

ホストオンリーのネットワークの種類には VMnet1 を使用して、NAT のネット
ワークの種類には VMnet8 を使用してください。

4 編集するネットワークに対応するテーブル内の列を選択し、必要に応じて [NAT] 
または [ ホストオンリー ] を選択します。

5 DHCP サービスを使用する、ホスト仮想アダプタを使用する、または両方を使
用するかどうかを指定するには、それぞれ該当するチェック ボックスを選択し
ます。
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6 サブネット IP を指定するには、次のいずれかを実行します。

未使用のサブネット IP が自動的に選択されるようにするには、[ サブネット 
IP] テキスト ボックスを空のままにします。

仮想ネットワーク エディタを次に起動する際に、サブネット IP がテキスト 
ボックスに表示されます。

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。

7 [ 保存 ] をクリックします。

ホスト仮想ネットワーク アダプタの構成
Workstation のインストール時に、ご使用のホスト OS の構成に、2 つのネットワーク 
アダプタが追加されます。1 つはホストからホストオンリー ネットワークへの接続
を、もう 1 つはホストから NAT ネットワークへの接続を可能にします。 

余分な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、使用しない仮想
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、このようなアダプタがホスト コンピュータのネットワーク構成
に不正に干渉する可能性があります。

ホスト仮想ネットワーク アダプタの接続または切断 
ホスト仮想ネットワーク アダプタを切断する前に、その仮想ネットワーク アダプタ
を使用する予定があるかどうかを確認してください。 

ホスト仮想ネットワーク アダプタを接続または切断するには、次の手順に従ってく
ださい。 

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

2 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 ] オプショ
ンをクリックします。

3 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 ] オプショ
ンの選択を外します。
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2 つの異なるホストオンリー ネットワークの設定
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ホスト コンピュー
タにセットアップします。

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、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。

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。

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。

Windows ホストおよび Linux ホストの場合、最初のホスト オンリー ネットワークは 
Workstation をインストールする際に自動的に設定されます。Windows ホストと 
Linux ホストに複数のホストオンリー ネットワークをセットアップするには、「ホス
ト仮想ネットワーク アダプタの接続または切断（P.310）」を参照してください。

Linux ホストでは、ホストオンリー ネットワークがセットアップされると、少なくと
も 4 つのネットワーク インターフェイス（eth0、lo、vmnet1、および vmnet2）が表
示されます。これらの 4 つのインターフェイスは、個別のサブネットに異なる IP ア
ドレスを持つ必要があります。
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この章では、本製品に精通しているユーザー向けに、ネットワーク機能と特殊な構成
について詳しく説明します。また、この章では高度な仮想ネットワークに関する次の
項目について解説します。

ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構成での IP アドレスの選択（P.314）
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.316）
仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更（P.318）
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.320）
Linux 上のホストオンリー ネットワークに関する潜在的問題点（P.321）
ホストオンリー仮想マシンの構成（P.322）
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.324）
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.326）
NAT の使用（P.327）
高度な NAT 構成（P.330）
Workstation での Samba の使用（P.339）
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ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構成での IP 
アドレスの選択

ホストとホストオンリー ネットワークに設定された仮想マシンはすべて、同じ仮想
スイッチを使用してこの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（ネットワーク アドレス変換）構成でもプライベート ネットワークをセット
アップします。これは TCP/IP ネットワークでなければなりません。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。ホスト仮想アダプタは、ホスト コンピュータを 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。これは、一般的には Workstation が提供する DHCP サーバを使用し
て行われます。このサーバは、ブリッジ ネットワーク上にある仮想（または物理）
マシンにはサービスを提供しません。 

DHCP サーバが割り当てるものとは別のアドレスを一覧から「固定に」割り当てるこ
とも可能です。

サブネット番号の割り当ての仕組み
Workstation 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 構成も、Workstation 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 ネットワークを使用します。 

仮想マシンによって使用されるネットワークの種類の確認

サブネット番号を割り当てる前に、仮想マシンで使用されているネットワークの種類
を確認してください。

仮想マシンで使用されているネットワークの種類を確認するには、次の手順に従って
ください。

[ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

仮想ネットワークに関連付けられているサブネット番号の一覧が [ サブネット アドレ
ス ] 列に表示されます。
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DHCP と固定アドレスの割り当てのどちらを使用するかの指定
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。たとえ
ば、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
動された時からネットワークに接続することができ、特別な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したい場合、
プライベート ネットワークにネーミング規約かネーム サーバ、あるいはその両方を
設定しなければなりません。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 VMware 
DHCP サーバを構成したほうが便利です。 

IP アドレス割り当てのための DHCP 規則
一時的な仮想マシンについては、DHCP を使用して、DHCP に IP アドレスを割り当て
させてください。 

ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークごとに、利用可能な IP アドレ
スが表 15-1 および表 15-2 で示される規則に従って割り当てられます。表の <net> 
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
ワーク番号を指します。Workstation 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。

表15-1  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 192.168.0.2-92.168.0.127 

 <net>.128-<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128-92.168.0.253 

 <net>0.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>0.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 

表15-2  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>0.2 NAT デバイス 192.168.0.2

 <net>0.3-<net>.127 固定アドレス 192.168.0.3-92.168.0.127 
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Windows ホストでの DHCP サーバの構成
Windows ホストでは、仮想ネットワーク エディタを使用して DHCP サーバを構成し
ます。

Windows ホストに DHCP サーバを構成するには、次の手順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。 

2 [DHCP 設定 ] をクリックして、選択した仮想ネットワークに対する設定を変更し
ます。

3 [DHCP の設定 ] ダイアログ ボックスが表示されます。必要な変更を行い、[OK] を
クリックします。

Linux ホストでの DHCP サーバの構成
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。

Linux ホストに DHCP サーバを構成するには、次の手順に従ってください。

ホストオンリー DHCP サーバを構成するには、vmnet1 の DHCP 構成ファイル
（/etc/vmware/vmnet1/dhcp/dhcp.conf）を編集します。 

NAT ネットワーク用の DHCP サーバを構成するには、vmnet8 の構成ファイル
（/etc/vmware/vmnet8/dhcp/dhcp.conf）を編集します。 

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 マシン内に限定される
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。 

 <net>.128-<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128-92.168.0.253

 <net>0.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>0.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 

表15-2  NAT ネットワークでの IP アドレスの使用（続き）

 範囲 アドレス利用 例 

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、次にネット
ワーク エディタを実行するときに失われます。
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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 コンピュータ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 コンピュータ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 フィルタの構成方法に関する詳細は、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。 

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、そのシステム宛てに送信されていない 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 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。この問題は、Windows XP Professional ま
たは Windows XP Home Edition がホストの場合は関係ありません。

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
ているのを発見した場合は、ホスト マシンで転送機能が有効になっていないか確認
してください。有効になっている場合は、無効にします。

Windows ホストでパケット転送を無効にするには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

次の手順を実行して、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 [ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、[ ファイル名を指定し
て実行 ] ダイアログ ボックスに services.msc と入力します。

b [ サービス ] ウィンドウが表示されるので、Routing and Remote Access サー
ビスを無効にします。

Windows 管理ツールを使用して、次のようにしてルーティングとリモート アク
セスを無効にします。

a Windows 2003 Server がホストの場合は、[ スタート ] - [ プログラム ] - [ 管理
ツール ] - [ ルーティングとリモート アクセス ] を開きます。 

左側のアイコンにはホスト名が記載されています。アイコンに緑の点が付い
ていれば、IP 転送機能がオンになっています。 
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b IP 転送機能をオフにするには、アイコンを右クリックし、[ ルーティングと
リモート アクセス ] を無効にします。 

すると赤い点が表示され、IP 転送機能は無効になります。 

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
るのを発見した場合は、ホスト マシンで転送機能が誤って有効になっていないか確
認してください。有効になっている場合は、無効にします。 

Linux ホストでパケット転送を無効にするには、次の手順に従ってください。

ご使用の Linux システムのタイプに応じて、次のいずれかの方法を使用します。

特殊なファイル /proc/sys/net/ipv4/ip_forward に 0（ゼロ）を書き込んで
転送機能を無効にします。root（su-）の権限で、次のコマンドを入力してくだ
さい。

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ご使用の Linux ディストリビューションに応じて、適切な構成オプションを使用
する。たとえば、コントロール パネルを使用したり、カーネルをコンパイルす
るときに設定を行ったり、システムの起動時に指定値を入力したりします。 

使用中のディストリビューションでの設定方法に関する詳細は、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。

仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更
仮想マシンをパワーオンすると、Workstation 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）アドレスを自動的に割り当てま
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。 

VMware Workstation では、仮想マシンにホスト システム内の独自の MAC アドレスが
必ず割り当てられます。次に示す条件の両方に該当する場合、仮想マシンには、毎回
パワーオンする度に同一の MAC アドレスが割り当てられます。

仮想マシンが移動されていない。 つまり、仮想マシンの構成ファイルのパス名と
ファイル名が同じままである。

構成ファイル内の特定の設定に対して、変更が加えられていない。

ただし、Workstation では、複数のホスト システム上で実行される仮想マシンに対す
る自動的な一意の MAC アドレスの割り当てが、必ずしも保証されるわけではありま
せん。 
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MAC アドレスの変更を回避
特定の仮想マシンに自動的に割り当てられる MAC アドレスを変更したくない場合、
仮想マシンの構成ファイルを移動しないでください。構成ファイルを別のホストや同
一ホスト上の別の場所に移動すると、MAC アドレスが変更されてしまいます。

仮想マシンの構成ファイル（.vmx）内の特定の設定を変更しないでください。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、設
定は変更されません。手動で構成ファイルの編集を行う場合は、次のオプションを削
除または変更しないでください。

ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset
uuid.location
uuid.bios
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（例：0）。

同じ MAC アドレスを任意の仮想マシンに手動で割り当てる
MAC アドレスを Workstation に割り当てさせるのではなく、手動で割り当てると、次
の事項が保証されます。

仮想マシンを移動しても、パワーオン時に特定の仮想マシンに必ず同じ MAC ア
ドレスが割り当てられます。

ネットワークで接続された環境内のすべての仮想マシンに一意の MAC アドレス
が提供されます。

同じ MAC アドレスを任意の仮想マシンに手動で割り当てるには、次の手順に従って
ください。

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 ファイル）か
ら次で始まる 3 行を削除します。 

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
（例：0）。

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
しないように気を付けてください。アダプタを削除してから後で再作成すると、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。
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Linux ホストの場合、以前の VMware 製品を使用して作成した仮想マシンの構成
ファイルには、.cfg という拡張子が付けられていることがあります。

2 構成ファイル内の UUID 行の上に次の行を追加します。

ethernet[n].address = 00:50:56:XX:YY:ZZ 

この行で、4 番目の値のペア（XX）は 00h と 3Fh との間の有効な 16 進数でなけ
ればなりません。また、YY および ZZ は 00h と FFh との間の有効な 16 進数でな
ければなりません。Workstation の仮想マシンは任意の MAC アドレスをサポート
しないため、上記のフォーマットを使用する必要があります。 

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。 

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 ネットワークは完全に独立したネットワークで、このネットワーク
に関連付けられたネットワーク インターフェイス（VMnet1）を備えています。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、routed や gated といったルーティング サーバ プロセスは、処理を実行しないよ
うに構成されていない限り、自動的にこのホストオンリー ネットワークを検出して、
ネットワークへの root 情報を提供してしまいます。 

ルーティング情報を受信するためだけにプロセスを実行している場合、-q オプショ
ンを指定してルーティング構成を実行することで、この問題は簡単に解決します。こ
れによってホストオンリー ネットワークはルーティング情報の提供は実行せずに、
受信のみを実行します。 

しかし、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 情報を提供しないようにこれらの
サービスを構成してください。

多くの Linux ディストリビューションが提供している routed のバージョンでは、イ
ンターフェイスに情報を提供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。お使いのシステムのマニュアル ページの routed(8) を参照してください。 

gated の構成で、vmnet1 インターフェイスをあらゆるプロトコル活動から明示的に
除外する必要があります。gated を使用するマルチホーム システム上のホストオン
リー ネットワークで仮想マシンを実行する必要があり、その過程で問題が生じた時
は、VMware の Web サイトにサポート リクエストを提出して、当社のテクニカル サ
ポートにお問い合わせください。
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Linux 上のホストオンリー ネットワークに関する潜在的問
題点 

Linux でホストオンリー ネットワークの構成時に直面する一般的な問題を次に示し
ます。

Workstation をインストール後、Linux ホストの DHCPD が動作し
なくなった

Workstation をインストールする前にマシン上で DHCP サーバの dhcpd ユーティリ
ティを実行していた場合、そのマシンに存在するすべてのネットワーク インター
フェイス上のクライアントからの DHCP リクエストに応答するように構成されていた
可能性があります。ホストオンリー ネットワークが構成されると、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、利用可能な状態になる
ため、dhcpd がこれを検出する可能性があります。 

この場合、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 の構成ファイルに次の形式の行を追加することです。

subnet <net>.0 netmask 255.255.255.0 {}

この場合、<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、このネットワークから送信される DHCP 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、
マシンにイーサネット インターフェイス eth0 が 1 つだけある場合、dhcpd を起動す
る度に、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 

これによって、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、古い DHCP 
サーバであることが考えられます。この場合、Internet Systems Consortium（ISC）Web 
サイトで入手できる DHCP の最新バージョンにアップグレードしてみてください。 
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DHCP と DDNS 
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できます。 ただ
し、Workstation で使用される DHCP サーバは、割り当てる IP アドレスとクライアン
ト名との関係を動的に確立する（つまり、ダイナミック ドメイン名サービス

（DDNS）を使用して DNS サーバを更新する）方法を提供していません。

このため、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。 

ホストオンリー仮想マシンの構成
2 つのホストオンリー インターフェイス（VMnet1 と VMnet2）をすでに作成してい
る場合、次のいずれかの構成の仮想マシンを設定できます。

構成 1　仮想マシンに仮想ネットワーク アダプタを 1 つ構成し、その仮想アダプ
タをデフォルトのホストオンリー インターフェイス（VMnet1）に接続します。
この構成の使用については、「構成 1 または 2 を使用した設定（P.322）」を参照
してください。

構成 2　仮想マシンに仮想ネットワーク アダプタを 1 つ構成し、その仮想アダプ
タを新たに作成されたホストオンリー インターフェイス（VMnet2）に接続しま
す。この構成の使用については、「構成 1 または 2 を使用した設定（P.322）」を
参照してください。

構成 3　仮想マシンに仮想ネットワーク アダプタを 2 つ構成し、その内 1 つをデ
フォルトのホストオンリー インターフェイス（VMnet1）に、もう 1 つを新しく
作成したホストオンリー インターフェイス（VMnet2）に接続します。この構成
の使用については、「構成 3 を使用した設定（P.323）」を参照してください。

構成 1 または 2 を使用した設定
仮想マシン設定エディタを使用して、仮想マシンを、デフォルトのホストオンリー 
アダプタまたはカスタム ホストオンリー アダプタに接続します。

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、次にネット
ワーク エディタを実行するときに失われます。
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構成 1 または 2 を使用して設定するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ 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。

4 [ ネットワーク接続 ] セクションで、次のいずれかを実行します。

デフォルトのホストオンリー インターフェイス（VMnet1）に接続するに
は、[ ホストオンリー ] を選択します。

新たに作成されたホストオンリー インターフェイスに接続するには、[ カス
タム ] を選択して、右側のドロップダウン メニューから [VMnet2] を選択し
ます。 

5 （オプション）デバイスのリストにネットワーク アダプタが表示されない場合
は、「仮想ネットワーク アダプタの追加（P.304）」の手順に従って、アダプタを 
1 つ追加します。

構成 3 を使用した設定
この仮想マシンに 2 つのネットワーク デバイスがあることを確認します。仮想ネッ
トワーク アダプタの追加の詳細については、「仮想ネットワーク アダプタの追加

（P.304）」を参照してください。

構成 3 を使用して設定するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ ハードウェア ] タブで、1 つ目の [ ネットワーク アダプタ ] を選択します。

5 [ ネットワーク接続 ] セクションで、[ ホストオンリー ] を選択します。 

このアダプタは、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。 

6 2 つ目のネットワーク アダプタをリストで選択し、[ ネットワーク接続 ] セク
ションで [ カスタム ] を選択して、ドロップダウン メニューで [VMnet2] を選択し
ます。
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ホスト仮想ネットワーク アダプタの構成の完了
構成を完了するには、実際のコンピュータ上の物理アダプタの場合と同様に、該当す
る VMnet サブネット上の IP アドレスを各仮想ネットワーク アダプタに割り当てる必
要があります。

仮想ネットワーク アダプタの構成を完了するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオンして、ゲスト OS をインストールします。 

構成 1 と 2 では、ネットワーク アダプタが 1 つ表示されます。構成 3 では、2 つ
のネットワーク アダプタがゲスト内に表示されます。 

2 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。

3 （オプション）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、次の手順を実行します。

Windows ホストでは、コマンド プロンプトを開いて、次のコマンドを実行
します。

ipconfig /all

Linux ホストでは、ターミナルを開いて、次のコマンドを実行します。

ifconfig

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もできます。

次のいずれかの方法を使用します。いずれの場合も、ホストオンリー インターフェ
イスが 2 つ必要です。

ルータ ソフトウェアをホスト コンピュータで実行する。

ルータ ソフトウェアを独自の仮想マシンで実行する。 

ここでは、各ホストオンリー ネットワークに仮想マシンが 1 台しかない単純な構成
を例に挙げて説明を行っています。必要に応じて仮想マシンやホストオンリー ネッ
トワークを追加して、より複雑な構成を設定することが可能です。
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2 つのホストオンリー ネットワーク間のルーティングを設定するには、次の手順に
従ってください。

1 「構成 1 または 2 を使用した設定（P.322）」の手順に従って、1 番目（デフォル
ト）のホストオンリー インターフェイスへの接続を設定します。

2 「構成 1 または 2 を使用した設定（P.322）」の手順に従って、2 番目（VMnet2）
のホストオンリー インターフェイスへの接続を設定します。

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、「構成 3 を
使用した設定（P.323）」の手順に従って、これらの 2 つのホストオンリー イン
ターフェイスへの接続を持つ第 3 の仮想マシンを設定します。

ホスト コンピュータ上でルータ ソフトウェアを実行する場合は、この手順をス
キップしてください。

4 VMnet DHCP サーバのサービスを停止します。

Windows ホストの場合は、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] - [DHCP] を
選択し、サービスを選択して [ 停止 ] をクリックします。

Linux ホストの場合は、ターミナルを開き、次のコマンドを使用して 
vmnet-dhcpd サービスを停止します。

killall -TERM vmnet-dhcpd

5 各仮想マシンにゲスト OS をインストールします。

6 ホスト コンピュータまたは 3 番目の仮想マシンに、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）。

7 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。

Windows ホストの場合は、コマンド プロンプトを表示して ipconfig /all 
コマンドを実行し、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 ホストの場合は、ターミナルを開いて ifconfig コマンドを実行し、
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。 

8 次のいずれかの手順を実行して、IP アドレスを割り当てます。

ホスト コンピュータでルータを実行している場合は、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。 
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最初の仮想マシンのネットワーク構成では、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 
番目の仮想マシンのネットワーク構成では、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。 

3 番目の仮想マシンでルータを実行している場合、最初の 2 台の仮想マシン
に、3 番目の仮想マシンが使用するアドレスに基づくデフォルトのルータ ア
ドレスを設定します。 

最初の仮想マシンのネットワーク構成では、デフォルトのルータ アドレス
は VMnet1 に接続されている 3 番目の仮想マシンのネットワーク アダプタの 
IP アドレスです。 2 番目の仮想マシンのネットワーク構成では、デフォルト
のルータ アドレスは VMnet2 に接続されている 3 番目の仮想マシンのネット
ワーク アダプタの IP アドレスです。 

これで仮想マシン 1 と仮想マシン 2 からルータのマシンに PING を通すことがで
きます。ルータ ソフトウェアが正しく設定されていれば、1 番目と 2 番目の仮想
マシン間で通信することができます。

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 では、Workstation 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 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 は root の所有権と root のグループ所有権で vmnet デバイスを作成しま
す。つまり、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つのは root 
ユーザーのみとなります。

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 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
を使用している場合は、/dev/vmnet0 へのアクセス権が必要です。

他の一部のユーザーに 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（su -）のアカウントから行
う必要があります。たとえば、次のようなコマンドを入力します。

chgrp <newgroup> /dev/vmnet0
chmod g+rw /dev/vmnet0
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ここで、<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。

全ユーザーが仮想ネットワーク アダプタ（この例では /dev/vmnet0）をプロミス
キャス モードに設定できるようにするには、次のコマンドをホスト OS で root ユー
ザーとして実行します。

chmod a+rw /dev/vmnet0

NAT の使用
NAT は、ホストで使用可能なほぼすべての種類のネットワーク接続を利用して、仮想
マシンがほとんどのクライアント アプリケーションを使用できるようにする方法を
提供します。ただし唯一の要件として、ネットワーク接続が TCP/IP をサポートして
いる必要があります。 

利用できる IP アドレスが限られている場合、あるいは非イーサネット 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、NAT が威力を発揮します。NAT は、
プライベートな VMnet ネットワーク内での仮想マシンのアドレスをホスト マシンの
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 マ
シンがリクエストを送信したかのように認識します。

ホスト コンピュータは NAT ネットワーク上に 1 つホスト仮想アダプタを持ちます
（これはホストオンリー ネットワーク上のホスト仮想アダプタと同じものです）。こ
のアダプタを使用して、ホストと仮想マシンがファイルの共有等の目的で通信する
ことができます。NAT デバイスはホスト仮想アダプタからのトラフィックは転送し
ません。

NAT デバイスによる VMnet8 仮想スイッチの使用方法
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あ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、ゲストとホストでの構成はほとんど必要ありません。
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NAT ネットワーク上の DHCP
ネットワークの構成作業を簡易化するために、Workstation のインストール時に 
DHCP サーバがインストールされます。このため、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。 

NAT ネットワーク上の DHCP サーバ（ホストオンリー ネットワーク構成でも使用さ
れる）は、<net>.128 から <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 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 から <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 はホストアダプタに、<net>.2 は NAT デバイスに割り当てられています。
詳細については、「IP アドレス割り当てのための DHCP 規則（P.315）」を参照してく
ださい。

NAT ネットワーク上の 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 ネットワーク上の DNS
NAT デバイスは、NAT ネットワーク上の仮想マシンに対して DNS サーバとして機能
します。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。

DHCP 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、自動的に NAT 
デバイスを DNS サーバとして使用します。ただし、別の DNS サーバを使用するよう
に仮想マシンを静的に構成することもできます。

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
を設定する必要があります。
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NAT ネットワークから外部へのアクセス
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自動的に使用できます。これは、
Web 閲覧、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
といった、ほとんどのクライアント アプリケーションに当てはまります。 追加のプロ
トコル サポートが NAT デバイスに組み込まれており、FTP や ICMP エコー（PING）が 
NAT を介して透過的に機能できます。

ホストが接続されている外部ネットワークには、NAT ネットワーク上の全仮想マシン
がホスト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
ストの IP アドレスを使用するためです。NAT ネットワーク上の仮想マシンは TCP/IP 
を使用して、ホスト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。 

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。追加の作業は必要ありません。

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 デバイス上に転送用ポートを手動で構成し、特定ポートあてのネット
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
することは可能です。「高度な NAT 構成（P.330）」を参照してください。

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 コンピュータを含む）
でも利用できます。ネットワークで WINS サーバ使用している場合、NAT ネットワー
クを使用する仮想マシンは、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
メインにあれば、WINS サーバが認識するホストの共有ファイルや共有フォルダにア
クセスすることができます。
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高度な NAT 構成
NAT を構成して Windows と Linux 用にカスタム構成を設定できます。 

Windows ホスト上での NAT の構成
仮想ネットワーク設定を使用して Windows ホスト上に NAT を構成します。NAT 構成
ファイルの編集については、「Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成

（P.330）」を参照してください。

Windows ホストで NAT を構成するには、次の手順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ] を選択します。

2 [NAT 設定 ] メニューのコントロールを使用して、次のように NAT を構成します。

仮想 NAT デバイスを停止および開始するには、該当するボタンをクリック
します。

仮想ネットワーク用の NAT の設定を編集するには、ドロップダウン メ
ニューから VMnet ネットワークを選択して [ 編集 ] をクリックします。 

3 ポート転送の設定や変更、あるいは仮想 NAT デバイスに使用させる DNS サーバ
の指定を行うには、[DNS の設定 ] をクリックします。

4 [OK] をクリックします。

Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成
Windows ホスト コンピュータの上級ユーザーであれば、NAT や DHCP の構成ファイ
ルを編集して、カスタム構成を設定することができます。ホスト OS が C ドライブに
インストールされている場合、NAT と DHCP の構成ファイルの格納場所は次のとおり
です。

表15-3  NAT と DHCP ファイルの場所

ファイルの種類 場所

NAT Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥All 
Users¥Application Data¥VMware¥vmnetnat.conf

Windows Vista および Windows 7 の場合：
C:¥ProgramData¥VMware¥vmnetnat.conf

このファイルについての詳細は、「NAT 構成ファイルの内容（P.332）」を
参照してください。

DHCP Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥All 
Users¥Application Data¥VMware¥vmnetdhcp.conf

Windows Vista および Windows 7 の場合：
C:¥ProgramData¥VMware¥vmnetdhcp.conf
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仮想ネットワーク エディタ（[ 編集 ] - [ 仮想ネットワーク エディタ ]）を使用すると、
数多くの主要な NAT および DHCP 設定を変更できます。 

構成ファイルに対して手動で変更を加えた場合、それらの変更内容は、仮想ネット
ワーク エディタを使用した際に失われる可能性があります。仮想ネットワーク エ
ディタで設定を変更する前に、変更したファイルのバックアップ コピーを作成して
おいてください。その後で、手動で行った変更の内容を、該当する構成ファイルにコ
ピーして戻すことができます。

1024 より下のポートからの接続指定
クライアント マシンがサーバへの TCP または UDP の接続を行う場合、接続はクライ
アント（ソースポート）上の特定のポートからサーバ（送信先ポート）の特定のポー
トへ接続します。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。この構成は、NFS ファイル サーバとして使用されて
いるマシン上等でときどき見られます。

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。この動作を vmnetnat.conf ファイルで指定することが
できます。

この動作は、[privilegedUDP] と [privilegedTCP] セクションの中にあるエント
リによってコントロールされます。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15-4  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> 自動検出設定は、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 VMware NAT デ
バイスで自動的に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> ポートの設定は、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、常に 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。
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Linux ホスト上での NAT の構成
NAT デバイスの構成にホスト上のデフォルト NAT 構成ファイルを使用します。この
ファイルは、/etc/vmware/vmnet8/nat/nat.conf にあります。

NAT 構成ファイルの例は、「Linux の nat.conf ファイルのサンプル（P.337）」を参照し
てください。 

NAT 構成ファイルの内容

NAT 構成ファイルは、次の場所にあります。

Windows ホストの場合
C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥VMware¥vmnetnat.conf

このファイルを編集した後で、仮想ネットワーク エディタ（[ 編集 ] - [ 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。

Linux ホストの場合
/etc/vmware/vmnet8/nat/nat.conf

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。セクションの最初には、[dns] のよ
うに角括弧の付いたテキストが記されています。各セクションには設定可能な構成パ
ラメータが含まれています。構成パラメータには、ip = 192.168.27.1/24 のような
フォーマットが使用されています。NAT 構成ファイルには、次のセクションが含まれ
ています。

[host] のセクション

[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。

ip　NAT デバイスに使用させる IP アドレスです。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 マスクです。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
ポートです。

device　使用する VMnet デバイスです。Windows デバイスは、vmnet<x> の形
式を取り、<x> は VMnet の番号です。Linux デバイスは、/dev/vmnet<x> の形式
です。
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activeFTP　アクティブな FTP を許可するかどうかを示すフラグです。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] のセクション

timeout　NAT ネットワークに UDP マッピングを保存しておく時間（秒）です。

[dns] のセクション

この [dns] セクションは Windows ホスト向けです。Linux ではこのセクションは使用
されません。

policy　DNS 転送に使用するポリシーです。指定可能な値は次のとおりです。

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。

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。

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）です。

retries　NAT デバイスが DNS への応答を中止するまでの再試行の回数です。

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です。

nameserver1　使用する DNS サーバの IP アドレスです。

nameserver2　使用する DNS サーバの IP アドレスです。

nameserver3　使用する DNS サーバの IP アドレスです。

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] のセクション

[netbios] のセクションは Windows ホスト向けです。Linux ではこのセクションは使
用されません。

nbnsTimeout = 2　NBNS クエリーをタイムアウトするまでの時間（秒）です。

nbnsRetries = 3　各 NBNS クエリーの試行回数です。

nbdsTimeout = 3　NBDS クエリーをタイムアウトするまでの時間（秒）です。
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[incomingtcp] のセクション

[incomingtcp] のセクションは、NAT の TCP ポート転送を構成する際に使用します。
ここでは、仮想マシン上の IP アドレスにホストのポート番号を割り当てることがで
きます。 

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されます。

8887 = 192.168.27.128:21

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。パラメータをこのように設定した場合、外部マシンがホス
トにポート 8887 で接続すると、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（これは FTP の標準ポートです）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] のセクションは、NAT の UDP ポート転送を構成する際に使用します。
ここでは、仮想マシン上の IP アドレスにホストのポート番号を割り当てることがで
きます。 

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されます。 これは、ホストの
ポート 6000 から仮想マシンのポート 6001 に X サーバのトラフィックを転送する方法
を示したものです。

6000 = 192.168.27.128:6001

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。この設定で外部マシンがポート 6000 でホストに接続すると、
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。

NAT を使用する際の注意点
NAT を使用する際には、次の項目を考慮してください。

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。 

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

（たとえば、一部の Peer to Peer アプリケーション）が自動的に動作せず、場合に
よってはまったく機能しない可能性もあります。
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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。

NetLogon での NAT の使用 
Windows ホスト上で稼動する Windows ゲスト OS の仮想マシンで 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
ンすることができます。これによって、WINS サーバが認識するファイル シェアにア
クセスすることができます。 

NetLogon を使用するには、WINS サーバと Windows ドメイン コントローラの動作方
法に関する知識が必要です。ここでは、NetLogon が使用できるように仮想マシン設
定する方法を説明します。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。次の方法を使用して、仮
想マシンを WINS サーバに接続できます。

すでにホストに WINS サーバが設定されている場合は、NAT ネットワークで使用
される DHCP サーバが提供する WINS サーバに接続できます。 

WINS サーバがホストに設定されていない場合は、WINS サーバの IP アドレスを
手動で入力して仮想マシンから接続できます。

ホストに設定されている既存の WINS サーバに NAT を使用して接続

NAT を使用して接続するには、同じワークグループかドメインの WINS サーバがホス
トに設定されていなければなりません。この手順は、Windows 2000、XP、2003 
Server、NT、Me、および 9x バージョンのゲストを対象とします。

Windows Vista および Windows 7 の違いについては、特定の手順で説明します。 

NAT を使用してホスト上の既存の WINS サーバ設定に接続するには、次の手順に従っ
てください。

1 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。

Windows Vista の場合は、[ ネットワークと共有センター ] を開いて、該当す
る仮想ネットワーク アダプタを使用する接続の [ 状態の表示 ] リンクをク
リックします。
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Windows 7 の場合は、[ ネットワークと共有センター] を開いて、該当する仮
想ネットワーク アダプタを使用する接続の [ ローカル エリア接続 ] リンクの
いずれかをクリックします。

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。

Windows Vista の場合は、[ ローカル エリア接続の状態 ] ウィンドウで [ プロパ
ティ ] をクリックして、許可を求めるプロンプトが表示されたら [ 続行 ] を
クリックします。

Windows 7 の場合は、[ ローカル エリア接続の状態 ] ウィンドウで [ プロパ
ティ ] をクリックします。

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。

WINS サーバの IP アドレスを手動で入力

同じワークグループやドメイン内の WINS サーバがホストにまだ設定されていない場
合は、IP アドレスを使用して接続します。

WINS サーバの IP アドレスを手動で入力するには、次の手順に従ってください。

1 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。

Windows Vista の場合は、[ ネットワークと共有センター ] を開いて、該当す
る仮想ネットワーク アダプタを使用する接続の [ 状態の表示 ] リンクをク
リックします。

Windows 7 の場合は、[ ネットワークと共有センター] を開いて、該当する仮
想ネットワーク アダプタを使用する接続の [ ローカル エリア接続 ] リンクの
いずれかをクリックします。

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。

Windows Vista の場合は、[ ローカル エリア接続の状態 ] ウィンドウで [ プロパ
ティ ] をクリックして、許可を求めるプロンプトが表示されたら [ 続行 ] を
クリックします。
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Windows 7 の場合は、[ ローカル エリア接続の状態 ] ウィンドウで [ プロパ
ティ ] をクリックします。

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 ] フィールドに 
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 仮想マシンから接続する各 WINS サーバごとに、手順 5 ～ 手順 6 を繰り返し
ます。

8 [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。

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、そのドメインのシェアにアクセスすることが
可能です。ただし、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シェアに限定されます。

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。その際、該当するドメイン 
コントローラの管理者ユーザーのユーザー ID とパスワードが必要になります。

Linux の nat.conf ファイルのサンプル
# 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
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# 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...
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# FTP (both active and passive FTP is always enabled)
#   ftp localhost 8887
#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

Workstation での Samba の使用
Linux ホスト上ですでに Samba を実行している場合、Workstation と連動するように 
Samba を構成できます。

Samba 構成を変更して、Workstation の仮想イーサネット アダプタ vmnet1 で使用し
ている IP サブネットを構成に含めます。vmnet1 が使用しているサブネットを確認す
るには、次のコマンドを実行します。

/sbin/ifconfig vmnet1

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。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 ファイルにユーザーを追加するには、次の手順に従ってください。

1 root としてログインします。

su
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2 Samba パスワードのコマンドを実行します。

smbpasswd -a <username>

ここで、<username> は、追加するユーザー名です。 

3 画面の指示に従います。 

4 root のアカウントからログアウトします。

exit

ブリッジ ネットワークとホストオンリー ネットワークでの Samba 
サーバの使用

ホストオンリー ネットワークとブリッジ ネットワークで Samba サーバを使用するに
は、smb.conf ファイルのパラメータを 1 つ変更する必要があります。interface パ
ラメータを定義して、Samba サーバが複数のインターフェイスにサービスを提供す
るようにします。次はそのパラメータの一例です。

interface = eth0 vmnet1

この例では、Samba サーバが eth0 インターフェイスと vmnet1 インターフェイス
（それぞれブリッジ 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イン
ターフェイス）の両方をモニタし、使用するように設定しています。

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するに
は、構成ファイルを構成する必要があります。 

ネットワーク アクセスなしで Samba を使用するには、次の手順に従ってください。

1 次の構成ファイルを開きます。

/etc/samba/smb.conf

2 次に下記の行を構成ファイルに追加し、変更を保存します。

interfaces = vmnet*

3 Samba を再起動します。
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ここでは、仮想マシンでの各種デバイスの使用方法について説明します。

この章では、次のトピックについて説明します。

パラレル ポートの使用（P.341）
シリアル ポートの使用（P.345）
キーボード機能の構成（P.350）
仮想マシンでの USB デバイスの使用（P.362）
仮想マシンでのスマート カードの使用（P.369）
汎用 SCSI デバイスのサポート（P.373）
8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（P.378）

パラレル ポートの使用
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へは問題なく接続できま
すが、パラレル ポートを使用して、高い信頼性で仮想マシンに接続できるのはプリ
ンタのみです。

現時点では、Workstation 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 DMA（Direct 
Memory Access）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。パラレル ポート ストレー
ジ デバイスは、仮想マシンでは使用しないでください。

デバイスの接続 16
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仮想マシンへの仮想パラレル ポートの追加
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
にポートを自動検出しますが、Windows 95/98 のように自動検出を行わないオペレー
ティング システムもあります。 

仮想マシンに仮想パラレル ポートを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。 

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

5 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

6 次のようにして、パラレル ポートに対して使用するオプションを指定します。

[ 物理パラレル ポートを使用する ] を選択した場合は、[ 次へ ] をクリックし
て、ドロップダウン メニューからポートを選択します。

[ 出力ファイル ] を選択した場合は、[ 次へ ] をクリックして、パスとファイル
名を入力するか、ファイルの場所を参照して指定します。

7 パワーオン時にパラレル ポートを接続しない場合には、[ デバイスのステータス ] 
で、該当するチェック ボックスを選択解除します。

8 [ 完了 ] をクリックします。

9 ゲスト OS が Windows 95 または Windows 98 の場合、ゲスト OS の新しいハード
ウェアの追加ウィザードを実行すると、新しいデバイスが検出されます。 

このウィザードを表示するには、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロール パネル ] - 
[ 新しいハードウェアの追加 ] を選択します。 
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パラレル ポートの ECR エラーのトラブルシューティング
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。ハードウェアが ECR をサポートしていても、BIOS で無効に設定され
ている可能性があります。

パラレル ポートの ECR エラーをトラブルシューティングするには、次の手順に従っ
てください。

1 ホストを再起動します。

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、ホスト コン
ピュータの 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。

Linux ホストでのパラレル ポートの構成
パラレル ポートがゲストで正常に動作するには、まずホストに正しく設定されてい
なければなりません。パラレル ポートの問題のほとんどは、ホスト構成の誤りによ
るものです。

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 ポートを使用することはできません。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。ホストからデバイスにアクセスする
には、[VM] - [ 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。

Linux 2.6.x カーネル向けのパラレル ポートの構成
パラレル ポートをサポートする 2.6.x カーネルは、modprobe <modulename>、および 
modprobe parport_pc モジュールを使用します。Workstation 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。つまり、m に設定される必要があり
ます。 
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Linux 2.6.x カーネル向けのパラレル ポートを構成するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 modprobe <modulename> および  modprobe parport_pc の各モジュールがシス
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 ファイルでもリストを参照できます。 

2.6.x では、parport_pc を読み込んでも、すべてのモジュールは読み込まれま
せん。 

2 記載されているどのパラレル ポート モジュールも読み込まれていない場合は、
次のコマンドを使用してください。

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。 

問題が解決されない場合は、lp モジュールが読み込まれている可能性がありま
す。このモジュールが実行されていると、仮想マシンはパラレル ポートを正常
に使用できません。 

3 lp モジュールが読み込まれている場合は、root として次のコマンドを実行して、
このモジュールを削除してください。

rmmod lp

4 /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules ファイルで lp モ
ジュールを参照している行が削除されているか、行の先頭にポンド記号（#）を
挿入してコメント アウトされていることを確認します。 

構成ファイルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異
なります。この行を削除した後にホストを再起動すると、構成ファイルは 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

パラレル ポートでのデバイスへのアクセス権の構成
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。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。
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パラレル ポートでのデバイスへのアクセス権を構成するには、次の手順に従ってく
ださい。

1 次のコマンドを実行して、デバイスの所有者およびグループを特定します。

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 で始まる行（lp グループを定義する行）に、Workstation ユーザーのユーザー
名を追加します。 

次の行は、userj というユーザー名を持つユーザーの例です。

lp::7:daemon,lp,userj

ユーザーが次にホストにログインすると、変更が反映されます。

シリアル ポートの使用
Workstation の仮想マシン 1 台で、最大 4 つの仮想シリアル ポートを使用できます。
この仮想シリアル ポートは、次のような方法で構成することが可能です。

仮想シリアル ポートをホスト コンピュータの物理シリアル ポートに接続

仮想シリアル ポートをホスト コンピュータのファイルに接続

直接、2 台の仮想マシン間、または仮想マシンとホスト コンピュータで稼動する
アプリケーションとの間を接続

これらの選択肢ごとに、仮想マシンをオンにしたときにシリアル ポートを接続する
かどうかも指定できます。

注意   仮想プリンタの機能によってシリアル ポートが自動的に構成され、仮想マシン
に追加のドライバをインストールしなくても、ゲストはホスト プリンタを使用でき
るようになります。「仮想マシン内でのホスト プリンタの使用（P.187）」を参照して
ください。
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仮想マシンへの仮想シリアル ポートの追加
仮想シリアル ポートを使用して、モデムおよびプリンタなどのデバイスを仮想マシ
ンが使用できるようにしたり、仮想マシンからホストまたは別の仮想マシンにデバッ
グ データを送信したりします。

仮想シリアル ポートを使用して、データを以下に送信できます。

物理シリアル ポート　外部のモデムや携帯用デバイスなどのデバイスを仮想マ
シンで使用できるようにします。仮想プリンタ機能を有効にすると、
Workstation は自動的に仮想シリアル ポートを作成します。

ホスト上の出力ファイル　仮想マシンで実行中のプログラムが仮想シリアル 
ポートに送信するデータを記録します。

ホスト上のアプリケーション　ホスト上のアプリケーションを使用して仮想マシ
ンのシリアル ポートから送信されるデバッグ情報を記録できるようにします。

別の仮想マシン　一方の仮想マシン（サーバ）のシリアル ポートから送信され
るデバッグ情報を、もう 1 台の仮想マシン（クライアント）のアプリケーション
を利用して記録できるようにします。

仮想マシンに仮想シリアル ポートを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。 

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

5 ハードウェア追加ウィザードで、[ シリアル ポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリッ
クします。

6 [ シリアル ポートの種類 ] ページで、次のいずれかを実行します。

モデムなどの物理デバイスの場合は、[ ホストの物理シリアルポートを使用 ] 
を選択して [ 次へ ] をクリックし、このシリアル接続に使用するホスト コン
ピュータ上のポートを選択します。

アプリケーションからのデータを出力ファイルに記録するには、[ ファイル
に出力 ] を選択して [ 次へ ] をクリックし、パスとファイル名を入力するか、
ホスト上のファイルの場所を参照して指定します。

ホスト上または別の仮想マシン上のデバッグ アプリケーションに接続する
には、[ 名前付きパイプに出力 ] を選択して、[ 次へ ] をクリックします。 
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7 [ 名前付きパイプに出力 ] を選択した場合は、次のいずれかを実行します。

Windows ホストの場合は、[ 名前付きパイプの指定 ] ページでパイプ名を指
定します。 

パイプ名は、¥¥.¥pipe¥<namedpipe> の形式を取らなければなりません。
つまり、¥¥.¥pipe¥ で始まる必要があります。

Linux ホストの場合は、[ パス ] 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。 

8 また、[ 名前付きパイプに出力 ] を選択した場合は、次のいずれかも実行します。

デバッグ情報をホスト上のアプリケーションに送信するには、次の手順に
従ってください。

i 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 ] または 
[ この端末はクライアントです ] を選択します。 

仮想マシン側から最初に接続を開始するには、[ この端末はサーバです ] 
を選択します。

ii 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。 

デバッグ情報を別の仮想マシンに送信するには、次の手順に従ってください。

i 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 ] を選択し
ます。 

ii 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。 

9 [ パワーオン時に接続する ] チェック ボックスが選択されていることを確認しま
す（必要な場合）。

10 [ 完了 ] をクリックします。

11 （オプション）このシリアル ポートでポーリング モードを使用するには、仮想マ
シン設定エディタの [ ハードウェア ] タブで、[ ポーリングで CPU を放棄する ] を
選択します。 

これは、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便
利なオプションです。ゲストのシリアル 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 時間を放棄するように強制します。
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2 台の仮想マシン間の接続を設定している場合は、1 台目の仮想マシンがサーバとし
て設定されています。2 台目の仮想マシンについてこ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。 

始める前に、ゲスト OS を使って、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。

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。

シリアル接続の入力スピードを変更するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンをオフにして、Workstation ウィンドウを閉じます。

2 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）に次の行を
追加します。

serial<n>.pipe.charTimePercent = "<x>" 

<n> 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。 

<x> は正の整数値で、ゲストのシリアル ポートがデフォルト設定されている速
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かけるように（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 文字の転送にかける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。

シリアル ポートの速度がゲスト OS で適切に設定されていると想定し、この設定
を試してください。まず 100 から始めて、数を徐々にへらし、接続が正確に動
作する最高速度を確認します。
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仮想シリアル ポートを使用したデバッグ
仮想マシンを使用して、2 台の物理コンピュータやモデム、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

この構成では、仮想マシン（ターゲット仮想マシン）にデバッグの対象となるカーネ
ル コードが存在し、Windows ホスト上で Debugging Tools for Windows（WinDbg）
またはカーネル デバッガ（KD）を実行している場合を例に挙げています。

始める前に、ホストで、新しいバージョンの Debugging Tools for Windows（パイプ
経由のデバッグをサポートしているもの）を使用していることを確認してください。
バージョン 5.0.18.0 以降が必要です。

Windows ホストから仮想マシン内のアプリケーションをデバッグするには、次の手
順に従ってください。

1 「仮想マシンへの仮想シリアル ポートの追加（P.346）」の手順に従って、ター
ゲット仮想マシンを準備します。 

名前付きパイプの構成時に、[ この端末はサーバです ] を選択するようにしてく
ださい。

2 仮想マシンをオンにします。

3 [VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューを選択して、シリアル ポートが接続され
ていることを確認します。 

[Serial<n>] 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。

4 ホストで、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて、次のコマンドを入力し
ます。

<debugger> -k com:port=¥¥.¥pipe¥<namedpipe>,pipe
<debugger> は、WinDbg または KD です。

5 <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

この構成は、Linux ホストで Workstation を使用している場合に便利です。ここでは、
ターゲット仮想マシンにデバッグの対象となるカーネル コードが存在し、同じホス
ト上のデバッガ仮想マシンで Debugging Tools for Windows（WinDbg）またはカーネ
ル デバッガ（KD）を実行している場合を例に挙げています。 

始める前に、デバッガ仮想マシンとして使用する予定の Windows ゲストに、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。

別の仮想マシンからアプリケーションをデバッグするには、次の手順を実行します。

1 「仮想マシンへの仮想シリアル ポートの追加（P.346）」の手順に従って、仮想マ
シンを準備します。 

2 両方の仮想マシンをオンにします。

3 [VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューを使用して、シリアル ポートが接続され
ていることを確認します。 

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。 

キーボード機能の構成
Workstation でホット キーに使用するキーの組み合わせ、および Virtual Network 
Computing（VNC）クライアントで使用するキーボード用の言語を変更できます。ま
た、Windows および Linux ホストのプラットフォーム固有のキーボード機能を構成で
きます。

Windows ホストの拡張仮想キーボードの使用
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。また、Windows のキー操作処理や下位層に存在しないマル
ウェアを迂回して、迅速にキーボード入力が直接処理されるため、セキュリティも向
上します。

拡張仮想キーボードを使用すると、<Ctrl>+<Alt>+<Delete> を押した際に、ゲスト
とホストの両方ではなく、ゲスト システムのみがコマンドに反応します。

始める前に、Workstation 7.x のインストールまたは Workstation 7.x へのアップグ
レードを行っただけで、まだコンピュータを再起動していない場合は、再起動して
ください。 
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Windows ホストで拡張仮想キーボードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。 

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ 全般 ] を選択します。 

5 設定を有効または無効にするには、[ 拡張仮想キーボードを使用 ] チェック ボッ
クスを選択または選択解除して、[OK] をクリックします。

仮想マシンのホット キー
ホット キーでは、仮想マシンでホット キーに使用するキーの組み合わせを選択でき
ます。たとえば、ホット キーにすべて <Ctrl>+<Shift>+<Alt> というキーの組み合わ
せを指定しておくことができます。 

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> な
ど）がゲスト OS に送信されずに Workstation で受信されてしまうことを防ぐことが
できます。ホット キーは次の目的で使用できます。

仮想マシン間の切り替え 

フル スクリーン モードの切り替え 

入力の解放 

<Ctrl>+<Alt>+<Del> を（ホストにではなく）仮想マシンだけに送信 

コマンドを（ホストにではなく）仮想マシンだけに送信 

ホット キーのデフォルト設定は、環境設定エディタ（[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ホット
キー ] を選択）に示されています。変更するには、環境設定エディタを使用します。

キーの組み合わせでの <Ctrl>+<Alt> の使用

<Ctrl>+<Alt> は、Workstation 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。

キーの組み合わせで <Ctrl>+<Alt> を使用するには、次の手順に従ってください。

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 ゲストに送信するキーの組み合わせの 3 つ目のキーを押します。 
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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。

始める前に、仮想マシンが VNC サーバとして稼働するように設定します。「VNC サー
バとしての仮想マシンの構成（P.235）」を参照してください。

また、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 のインストール ディレクトリに含まれています。

Windows XP ホストの場合、このディレクトリは C:¥Documents and 
Settings¥All Users¥Application Data¥VMware¥vnckeymap にあります。

Windows Vista および Windows 7 ホストでは、このディレクトリは 
C:¥ProgramData¥VMware¥vnckeymap にあります。

Linux ホストの場合は、ディレクトリは /usr/lib/vmware/vnckeymap にあり
ます。

使用するキーマップ ファイルが別の場所にある場合は、ファイルへのパスを特定し
ます。

また、言語コードも特定します。次のリストを使用してください。

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）
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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、次の手順に従ってく
ださい。

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 ファイル）を開
き、次に示す行を追加します。ここで、<port number> は使用するポート番号
です。

RemoteDisplay.vnc.enabled = "TRUE"

RemoteDisplay.vnc.port = "<port number>"

2 次のプロパティのいずれかを構成ファイルに追加します。ここで、<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。

Workstation 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には、次のプロパティを設定します。

RemoteDisplay.vnc.keyMap = "<xx>"

別の場所にあるキーボード マップ ファイルを使用するには、ファイルの絶
対パスに次のプロパティを設定します。

RemoteDisplay.vnc.keyMapFile

これで、仮想マシンを起動し、VNC クライアントからその仮想マシンに接続できる
ようになりました。 「VNC クライアントを使用した仮想マシンへの接続（P.236）」を
参照してください。

Linux ホストでのキーボードのマッピング
状況によっては、仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）でプロパティを設定
し、キーのマッピングを変更する必要がある場合があります。

リモート X サーバのキーボード マッピングの構成

キーボードが、ローカル X サーバで正常に動作する一方で、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。構成ファイル（.vmx）
で、追加のプロパティを設定する必要があります。

始める前に、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。

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。

ローカル X サーバの場合は、Workstation が、X キー コードを PC スキャン コードに
マッピングし、キーを正常に識別します。Workstation は、リモート X サーバを実行
しているのが PC であるか異種のコンピュータであるかを判別できないため、ローカ
ル X サーバでしかこのキー コード マッピングを利用しません。この場合、プロパ
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ティを設定して、Workstation にキー コード マッピングを使用するように指示するこ
とができます。キー コード マッピングの詳細については、「X キー コードと Keysyms 
の比較（P.355）」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、次の手順に従ってくだ
さい。

1 仮想マシンをオフにして、Workstation ウィンドウを閉じます。 

2 仮想マシンをホストしているマシンで、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）ま
たは ~/.vmware/config に次のいずれかの行を追加します。

Workstation が XFree86 サーバとして認識しない XFree86 ベースのサーバを
使用している場合は、次のプロパティを使用します。 

xkeymap.usekeycodeMap = "TRUE" 

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 に指示します。 

Workstation が XFree86 サーバとしてリモート サーバを認識する場合は、次
のプロパティを使用します。 

xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = "TRUE"

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 に指示します。 

3 ファイルを保存して閉じます。

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。 

始める前に、次のタスクを実行してください。

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.353）」
を参照してください。キー コード マッピングの詳細については、「X キー コード
と Keysyms の比較（P.355）」を参照してください。

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.358）」には、ほぼすべての v-scan コードが
記載されています。 
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特定のキーのマッピングを変更するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオフにして、Workstation ウィンドウを閉じます。 

2 仮想マシンをホストしているマシンで、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）ま
たは ~/.vmware/config に次の行を追加します。

xkeymap.keycode.<code> = "<v-scan_code>"

<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。 

たとえば、次の行を使用して、左の <Ctrl> キーと <Caps_Lock> キーを置換える
ことができます。

xkeymap.keycode.64 = "0x01d # X Caps_Lock -> VM left ctrl"
xkeymap.keycode.37 = "0x03a # X Control_L -> VM caps lock"

3 ファイルを保存して閉じます。

X キー コードと Keysyms の比較
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 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、その 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、その 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 
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 
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 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。
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X サーバは、X キー コードと keysyms 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
ドを持ちますが、ドイツ語の <Z>keysyms は英語の <Y>keysyms ではなく、
<Z>keysyms と同じです。

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 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 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 に指示するプロパティを設定する必要がある場合があります。 

始める前に、次のタスクを実行してください。

いくつかのキーのマッピングを変更するには、正確にマッピングされていない各
キーの keysyms 名を特定します。 

キーに割り当てられた keysyms 名の確認は、xev または xmodmap -pk コマンド
を実行するのが最も簡単な方法です。X ヘッダ ファイル 
/usr/include/X11/keysymdef.h には keysyms の完全なリストが含まれていま
す。keysyms 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。 

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。

表は、Workstation 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 keysyms マッピングを変更します。
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Workstation 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
ているため、すべてのキーボードや X キー コードから keysyms へのマッピングで完
全に正しいわけではありません。たとえば、ユーザーが xmodmap コマンドで <Ctrl> 
キーと <Caps_Lock> キーを置き換えている場合、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。この状況を修正
するには、構成設定を使用します。

Keysyms のマッピング方法を構成するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオフにして、Workstation ウィンドウを閉じます。 

2 仮想マシンをホストしているマシンで、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）ま
たは ~/.vmware/config に次の 1 つ以上の行を追加します。

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、次のプロパティを設定します。

xkeymap.nokeycodeMap = "TRUE"

詳細については、「X キー コードと Keysyms の比較（P.355）」を参照してく
ださい。

Workstation で、キーボードの表は xkeymap ディレクトリにあるが、それを
検出できない場合は、次のプロパティを設定します。

xkeymap.language = "<keyboard_type>"

値 <keyboard_type> には、xkeymap ディレクトリにある表のいずれかを指
定する必要があります。ただし、キーボードが検出できない場合、恐らく完
全に正しい表が存在しないと考えることができます。変更された表を作成し
て、次で説明する xkeymap.fileName プロパティを使用する必要がある場
合があります。

xkeymap ディレクトリにない別の keysyms マッピング表を使用するには、
次のプロパティを設定します。ここで、<file_path> は、表へのパスです。

xkeymap.fileName = "<file_path>"

表は、次の形式で各キーの keysyms を示している必要があります。

<sym> = "<v-scan_code>"

<sym> の値は X keysyms 名、<v-scan_code> は C のシンタックスの 16 進数
（たとえば、0x001）です。keysyms ごとに新しい行を使用してください。 

完全な keysyms のマッピングをコンパイルするのは大変な作業です。既存
の表を編集して、小さな変更を行っていくことをお勧めします。
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いくつかのキーの keysyms のマッピングを変更するには、それぞれ別の行
で、キーごとに次のプロパティを設定します。

xkeymap.keysym.<sym> = "<v-scan_code>"

値 <sym> 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（P.358）」には、ほぼすべての v-scan コードが記載されて
います。xkeymap の表も便利です。

3 ファイルを保存して閉じます。

V-Scan コード表
表 16-1 は、104 キー US キーボード用の v-scan コードを示したものです。

表16-1  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

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
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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

Z 0x02c

X 0x02d

C 0x02e

V 0x02f

B 0x030

表16-1  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
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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

上方向キー 8 数字パッド 0x048

PgUp 9 数字パッド 0x049

- 数字パッド 0x04a

左方向キー 4 数字パッド 0x04b

5 数字パッド 0x04c

右方向キー 6 数字パッド 0x04d

表16-1  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
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+ 数字パッド 0x04e

End 1 数字パッド 0x04f

下方向キー 2 数字パッド 0x050

PgDn 3 数字パッド 0x051

Ins 0 数字パッド 0x052

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

上方向キー ファンクション
パッド

0x148

Page Up ファンクション
パッド

0x149

左方向キー ファンクション
パッド

0x14b

右方向キー ファンクション
パッド

0x14d

End ファンクション
パッド

0x14f

下方向キー 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

表16-1  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
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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。

U.S 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。

仮想マシンでの USB デバイスの使用
1 つの仮想マシンには、同時に最大で 20 個の USB デバイスを接続できます。
Workstation には、仮想マシンごとにデュアル インターフェイス USB コントローラ、
USB 1.1 デバイス用の UHCI コントローラ、および USB 2.0 デバイス用の EHCI が用意さ
れています。

USB 2.0 をサポートするためには、ホストが USB 2.0 をサポートしていること、およ
び、Workstation で USB 2.0 サポートが有効化されていることが必要です。USB 2.0 サ
ポートは、Workstation 6.x 以降の仮想マシンでのみ使用できます。USB 2.0 デバイス
とは、最新モデルの USB フラッシュ デバイス、USB ハード ドライブ、iPod、iPhone 
などの高速デバイスのことです。

ホストで USB 2.0 デバイスを USB ポートに接続すると、デバイスは自動的に 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 2.0 のサポートが有効になって
いる仮想マシンでは、この動作がシミュレートされます。「仮想マシンの USB 2.0 コ
ントローラの有効化（P.363）」を参照してください。

ホスト OS が USB をサポートしていなければなりませんが、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 USB 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、Workstation 7.x で、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

（ディスク）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。

Delete ファンクション
パッド

0x153

Windows 左 0x15b

Windows 右 0x15c

メニュー 0x15d

表16-1  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
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[ 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 デバイスを仮想マシンに接続できます。
取外し可能デバイスとして [ すべての USB 入力デバイスを表示 ] オプションを選択し
ない場合は、これらのデバイスがホスト上の USB ポートに接続されていても、仮想
マシンへの接続に使用できる取外し可能デバイスとして表示されません。このオプ
ションによって、ユーザーは仮想マシン内で特別な USB ヒューマン インターフェイ
ス デバイス（HID）を使用できます。

仮想マシンの USB 2.0 コントローラの有効化
デフォルトでは、仮想マシンの USB コントローラおよび高速 USB 2.0 デバイスが有
効になっています。USB 2.0 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。

古いバージョンの Workstation を使用して仮想マシンを作成した場合、USB 2.0 デバイ
スのサポートは有効になっていません。USB コントローラは、Workstation 7.x の仮想
マシン設定エディタで有効にすることができます。 

始める前に、ご使用の構成に該当する次のいずれかのタスクを実行してください。

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。

ゲストが USB 2.0 デバイスをサポートしていることを確認します。

Windows XP ゲストで、USB 2.0 を使用するために最新のサービス 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。

仮想マシンで USB 2.0 デバイスを使用する予定がない場合は、仮想マシン設定エディ
タを使用して、USB 2.0 のサポートを無効にできます。

仮想マシンの USB 2.0 コントローラを有効化するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ ハードウェア ] タブで [USB コントローラ ] を選択します。 

4 [USB 2.0 デバイスの高速サポートを有効にする ] チェック ボックスを選択して、
[OK] をクリックします。
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USB コントローラの仮想マシンへの追加
デフォルトでは、仮想マシンの作成時に USB コントローラが含められます。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。

このコントローラは、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。

USB コントローラを仮想マシンに追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

4 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

5 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[USB コントローラ ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

6 [USB] ページで [ 完了 ] をクリックします。

7 仮想マシン設定エディタで [OK] をクリックします。

これで、仮想マシンを起動して、自動または手動で USB デバイスとスマート カード 
リーダーを接続できるようになりました。

USB デバイスの接続
仮想マシンが実行中で、そのウィンドウがアクティブなときに、USB デバイスがホス
トに差し込まれると、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。 

USB デバイスを手動で仮想マシンに接続（[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択）した
場合、Workstation はホスト上で仮想マシンの使用ポートへの接続を維持するので、
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 はデバイスを再接続します。 Workstation 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 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、Workstation がデバイスの接続を行えない旨のメッセー
ジが表示されます。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。 
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USB デバイスの自動接続の有効化または無効化

仮想マシンをパワーオンするときに、USB デバイスが自動的に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。

USB デバイスの自動接続を有効化または無効化するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

USB マウスおよびキーボード デバイスへの接続の設定を変更する予定がない場
合に限り、仮想マシンをパワーオンまたはパワーオフできます。この予定がある
場合は、仮想マシンをパワーオフする必要があります。

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ ハードウェア ] タブで [USB コントローラ ] を選択します。

4 [ 新しい USB デバイスを自動的に接続 ] チェック ボックスを選択または選択解除
して、設定を有効または無効にし、[OK] をクリックします。

[ すべての USB 入力デバイスを表示 ] の有効化または無効化

デフォルトでは、[ すべての USB 入力デバイスを表示 ] オプションが無効になってい
ます。このオプションを有効にすると、ユーザーは仮想マシン内の特別な USB HID を
排他的に使用できます。 

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ときは、USB デバイスの
自動接続を無効にすることをお勧めします。 

始める前に、仮想マシンがパワーオフ状態になっていることを確認します。

[ すべての USB 入力デバイスを表示 ] を有効または無効にするには、次の手順を実行
します。

1 [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 ] チェック ボックスを選択して、設定を有効
または無効にし、[OK] をクリックします。

[ すべての USB 入力デバイスを表示 ] チェック ボックスを有効にすると、仮想マ
シンをパワーオンしたときに、すべての HID（USB 1.1 および 2.0 のマウスやキー
ボード デバイスなど）が取外し可能デバイスとして表示されます。

注意   ゲストに接続されている HID は、ホストでは使用できません。 
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USB デバイスの手動での接続

ホストに接続されているデバイスが、パワーオン時に仮想マシンに自動的に接続され
ない場合は、デバイスを手動で接続することができます。 

始める前に、USB マウス、キーボード、およびその他の入力デバイスについて、これ
らのデバイスの表示を有効にする必要があります。「[ すべての USB 入力デバイスを
表示 ] の有効化または無効化（P.365）」を参照してください。

また、仮想マシンを使用しているときに、デバイスをホストに差し込むと、通常は、
自動接続機能により、デバイスが仮想マシンに接続されます。この動作が発生しない
場合は、デバイスを手動で接続できます。

USB デバイスを手動で接続するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。 

2 仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。

3 [VM] - [ 取外し可能デバイス ] - [<device_name>] を選択します。 

ここで、<device_name> は、ホストに差し込まれた USB デバイスです。 デバイ
ス名の横にチェックマークが表示され、接続されていることを示します。

物理 USB デバイスがハブを使用してホスト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。

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 XP および Windows Server 2003 ホストでは、Microsoft Windows の新しい
ハードウェアの検出ウィザードにより、実行を求めるプロンプトが表示されます。
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。

PDA の同期化による PDA ドライバのインストール
PDA を初めて仮想マシンに同期化させる際、ホストで VMware USB デバイス ドライ
バを読み込み、ゲストで PDA ドライバを読み込む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、ゲストが同期化を行う前にデバイスが切断されてしまうこと
があります。 
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PDA を同期化して PDA ドライバをインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 USB デバイスを、仮想マシンをホストしているコンピュータに接続します。

2 PDA をホストと同期化します。

3 ゲストで、PDA ドライバのインストールを完了します。

4 接続エラーの警告をすべて無視します。

5 PDA を再度同期化します。 

通常は、この 2 回目の同期が成功します。

Linux ホストでの USB デバイスへのアクセスと使用
Linux ホストでは、Workstation 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。 

始める前に、仮想マシンに USB コントローラがない場合は、追加します。「USB コン
トローラの仮想マシンへの追加（P.364）」を参照してください。

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。

Linux ホストで USB デバイスにアクセスし使用するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 root として、次のコマンドを実行します。

mount -t usbfs none /proc/bus/usb

2 USB デバイスをホストに接続して、使用を開始します。

ホストとゲストの間でのデバイス コントロールの共有方法
ホスト、ゲストを問わず、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
のオペレーティング システムに限られます。ホストが 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。

Windows ホストでのデバイス コントロール
デバイスを仮想マシンに接続すると、ホスト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に戻ります。
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USB ストレージ デバイスがホスト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
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び接続して
ください。

Windows XP および Windows Server 2003 ホストでは、仮想マシンに USB ネットワー
クやストレージ デバイスを接続する際、「デバイスを安全に取り外すことができま
す」という内容のメッセージがホストに表示されることがあります。これは正常な動
作であり、メッセージ画面は無視してもかまいません。ただし、物理コンピュータか
らデバイスを取り外さないでください。 

ネットワークまたはストレージ デバイスがホストから切断されない場合は、該当す
るシステム トレイ アイコンを使用して、デバイスを切断します。WindowsXP および 
Windows Server 2003 では [ ハードウェアの安全な取り外し ] という名前です。

Linux ホストでのデバイス コントロールの問題のトラブルシューティング

Linux ホストでは、ホストが使用していないデバイス、つまりホスト OS のドライバ
が要求していないデバイスであれば、ゲスト OS が使用することができます。

ホストがデバイスを使用中に、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択してゲストにその
デバイスを接続しようとすると、ホストのドライバを切断するかどうかを尋ねるダイ
アログ ボックスが表示されます。デバイスの切断は、失敗する場合があります。

（PDA のように）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ていたに
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。

Linux ホストでデバイス コントロールの問題をトラブルシューティングするには、次
の手順に従ってください。

1 自動接続に問題がある場合は、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択し、デバイス
を切断して再接続します。

2 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。

3 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の詳細については、Linux ディストリビュータが提
供するドキュメントを参照してください。
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4 切断が失敗する場合は、次のいずれかを実行します。

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 構成ファイルでそれを無効に
します。

これらの構成ファイルの編集の詳細については、Linux ディストリビュータ
が提供するドキュメントを参照してください。

デバイス ドライバを手動でアンロードするには、root（su -）として、
rmmod コマンドを使用します。 

仮想マシンからの USB デバイスの切断
USB デバイスを取り外したり、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択して仮想マシンか
ら切断する前に、安全な状態であることを確認してください。 

デバイス メーカーが指定する、デバイスを物理コンピュータから取り外す際の手順
に従います。これは、デバイスを物理的に取り外す場合も、ホストから仮想マシン
に、仮想マシンからホストに、または仮想マシン間で移動する場合も同じです。 

データ ストレージ デバイス（たとえば、ZIP ドライブ）を扱う場合は、特に注意して
ください。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。

仮想マシンでのスマート カードの使用
スマート カードは、クレジット カードほどのサイズのプラスチックのカードであり、
コンピュータ チップが埋め込まれています。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。[VM] - 
[ 取外し可能デバイス ] を選択して、それらにアクセスできます。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。

スマート カードは、仮想マシン間またはホストと 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。共有を無効にする手順
については、「スマート カード共有を無効にする（P.372）」を参照してください。
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スマート カード リーダーをコンピュータに挿入すると、リーダーは 2 つの別々の 
USB デバイスとして Workstation インターフェイスに表示されます。これは、ス
マート カードは、仮想モードと USB パススルー モードという相互に排他的な 2 つ
のモードのどちらかで使用できるためです。どちらか一方のモードを選択する必要
があります。 

仮想モード（推奨）　スマート カード リーダー装置は、[ 取外し可能デバイス ] で 
[ 仮想 <smart_card_reader_model>] として使用できます。仮想リーダーを仮
想マシンに接続すると、Windows XP ゲストでは [USB スマート カード リーダー] 
として表示されます。Windows Vista および Windows 7 のゲストでは、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。仮想モードでは、スマート カード リーダーは、ホスト上のアプリ
ケーション間、およびホスト上の異なるゲスト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　スマート カード リーダー装置は、[ 取外し可能デバイス ] 
で [<smart_card_reader_model>] として使用できます。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。仮想モードでの接
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 モードを使用する場合は、メーカーから提
供されたデバイスをインストールする必要がある場合があります。 

スマート カードは、多くの Linux ディストリビューションで使用できます。VMware 
では、Linux ホストで稼動する Windows ゲストでのスマート カードの使用が完全に
サポートされています。ただし、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。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。

仮想マシンでホストのスマート カード リーダーを使用するには、次の前提条件を満
たしていることを確認してください。

Windows ホストの場合は、SCardSvr.exe というサービスがまだ実行されてい
ない場合は、開始してください。

Linux ホストの場合は、libpcsclite ライブラリがインストールされていること
を確認してください。最新の Linux ディストリビューションには、このライブラ
リが含まれています。また、pcscd デーモンが実行されていることも確認してく
ださい。
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仮想マシンに USB コントローラがあることを確認してください。 

USB コントローラは、スマート カード リーダー自体が 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 
コントローラが含められます。USB コントローラを削除した場合は、再度追加す
る必要があります。「USB コントローラの仮想マシンへの追加（P.364）」を参照
してください。

仮想マシンでスマート カードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 スマート カード リーダーをホスト マシンに接続します。

2 仮想マシンを起動します。

3 スマート カード リーダーを仮想マシンに接続するには、[VM] - [ 取外し可能デバ
イス ] - [ 仮想 <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 スマート カード リーダーの場合、[ 取外し可能
デバイス ] メニューに 2 つのアイテムが表示されます。両方のアイテムはともに
リーダのモデル名を使用しますが、1 つのアイテムは [ 仮想 ] で始まります。

Linux ホストで、間違ったアイテムを選択し、[ 仮想 ] スマート カード アイテム
を選択する手順については、「Linux ホストで仮想スマート カード リーダーの使
用に切り替え（P.372）」を参照してください。

4 スマート カード リーダーから仮想マシンを切断するには、[VM] - [ 取外し可能デ
バイス ] - [ 仮想 <smart_card_reader_model>] - [ 切断 ] を選択します。

5 仮想マシンからスマート カードを取り出すには、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] - 
[ 仮想 <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。

6 仮想マシンにスマート カードを挿入するには、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] - 
[ 仮想 <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。
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Linux ホストで仮想スマート カード リーダーの使用に切り替え
Linux ホストにスマート カード リーダー機能を実装する方法のため、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 を
終了し、ホストで pcscd デーモンを再起動する必要があります。

Linux ホストで仮想スマート カード リーダーの使用に切り替えるには、次の手順に従
います。

1 非仮想スマート カード リーダーとの接続を切断するには、[ 取外し可能デバイス ] 
メニューで [ 切断 ] を選択します。

2 仮想マシンをパワーオフして、Workstation ウィンドウを終了します。

3 スマート カード リーダーのホストとの接続を物理的に切断します。

4 ホストで pcscd デーモンを再起動します。

5 スマート カード リーダーをホストに物理的に接続します。

6 Workstation を起動し、仮想マシンをパワーオンして、仮想スマート カード リー
ダーを接続します。

「仮想マシンでのスマート カードの使用（P.369）」を参照してください。

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、およびホストにはドライバがあるけれども
ゲストにはない場合は、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、グローバル構成ファイルにあります。グ
ローバル構成ファイルは、Workstation の環境設定エディタ（[ 編集 ] - [ 環境設定 ]）
でデフォルト設定を変更したときに作成されます。ファイルの場所は、ホスト OS に
よって異なります。

ほとんどの Windows ホストの場合：

C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥VMware¥VMware 
Workstation¥config.ini

Windows Vista および Windows 7 ホストの場合：

C:¥ProgramData¥VMware¥VMware Workstation¥config.ini

Linux ホストの場合：

/etc/vmware/config
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スマート カード共有を無効にするには、次の手順に従います。

1 config.ini ファイルがホスト コンピュータ上に存在しない場合は、
Workstation メニュー バーから [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、環境設定エディタ
で少なくとも 1 つの設定を変更します。

2 config.ini ファイルをテキスト エディタで開き、次の行を追加します。

usb.ccid.useSharedMode = "FALSE"

3 ファイルを保存して閉じます。

4 他のユーザーが変更できないように、このファイルのアクセス権を設定します。

汎用 SCSI デバイスのサポート
汎用 SCSI は、ホストに接続された 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。汎用 SCSI ドライバを使用すると、Workstation で、ゲスト OS によってサポー
トされている SCSI デバイスを仮想マシンが実行することができます。

理論上、汎用 SCSI はデバイスに一切依存しませんが、当社の検証では、ゲスト OS、
デバイス クラスおよび特定の SCSI ハードウェアに影響を受けることが判明していま
す。あらゆる SCSI ハードウェアを試行し、問題が発生した場合には当社のテクニカ
ル サポートまでご連絡ください。 

Windows ホストの場合、仮想マシン内でホスト SCSI デバイスにアクセスするには、
管理者アクセスを持つユーザーとして Workstation を実行しなければなりません。

Linux ホストの場合、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 だけにアクセス権が設定されています。システム管理者は、これらのデバイ
スに対して読み取りおよび書き込み権限を持つグループを作成し、そのグループに必
要なユーザー名を登録できます。 
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一部の Windows ゲストで必要なアダプタまたはドライバの
インストール

以前の Windows ゲスト OS では、特別なホスト バス アダプタをインストールする必
要がある場合があります。32 ビットの Windows XP ゲストで SCSI デバイスを使用す
るには、当社が提供する特別なドライバをインストールする必要があります。

Windows 9.x および Me ゲストでの SCSI アダプタのインストール

汎用 SCSI デバイスを Windows 95、Windows 98、Windows Me ゲストで使用中にデバ
イスに問題が生じた場合は、LSI 社の Web サイトから最新の Mylex（BusLogic）
BT/KT-958 互換のホスト バス アダプタをダウンロードしてください。ドライバのイン
ストールは、Web サイトの指示に従って行ってください。

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に上書きしてしまい
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。 

32 ビット Windows XP ゲスト向けの SCSI ドライバのインストール
32 ビットの Windows XP 仮想マシンで SCSI デバイスを使用するには、特別な SCSI ド
ライバが必要です。これは、当社 Web サイトのダウンロードのページで入手するこ
とができます。 

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。この作業は、汎用 SCSI デバイスを追加する前に行ってください。

始める前に、Windows NT のインストール CD を用意します。

Windows NT 4.0 ゲストに BusLogic ドライバをインストールするには、次の手順を実
行します。

1 [SCSI アダプタ ] コントロール パネルを開くには、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コント
ロールパネル ] - [SCSI アダプタ ] を選択します。

2 [ ドライバ ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

3 左側のベンダーのリストから [BusLogic] を選択します。

4 右側の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 画面の指示に従って Windows NT CD を挿入し、[OK] をクリックします。

6 画面の指示に従って再起動します。
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Linux ホストでの同時アクセスの回避 
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、後に任意の 1 つの数字が割
り当てられます。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。 

Linux 環境では、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
どの一部のデバイスに、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、すでに割り当てられているエントリだけでなく、/dev にあ
る該当する sg エントリも使用して認識します。Workstation 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
ントリと元の /dev エントリであれば同時に使用される可能性があります。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。

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。 

始める前に、次の必要な権限があることを確認してください。

Windows ホストの場合、汎用 SCSI デバイスとしてホスト SCSI デバイスにアクセ
スするには、管理者アクセスを持つユーザーとして Workstation を実行しなけれ
ばなりません。

Linux ホストの場合、汎用 SCSI には、汎用 SCSI ドライバ（sg.o）バージョン 
2.1.36 以降が必要です。これは、カーネル 2.2.14 以降で提供されています。ま
た、デバイスを使用する許可（つまり、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なければなりません。

要注意   同じ汎用 SCSI デバイスをホストとゲストの両方で使用しないようにしてくだ
さい。デバイスでの予期しない動作の発生や、データの破損または消失の原因になり
ます。
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汎用 SCSI デバイスを仮想マシンに追加するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。 

2 [VM] - [ 設定 ] を選択します。 

3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ 汎用 SCSI デバイス ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

5 [SCSI デバイスの選択 ] ページで、SCSI デバイスのドロップダウン メニューから、
マッピングする物理デバイスを選択します。

使用するデバイスがリストに表示されない場合は、「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.376）」を参照してください。 

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。

6 [ パワーオン時に接続する ] チェック ボックスを選択して、自動接続動作を構成
し、[ 完了 ] をクリックします。

7 [ ハードウェア ] タブの [ 仮想デバイスノード ] セクションで、このドライブに使
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。

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
仮想マシン設定エディタを使用して汎用 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デバイスが表示されない場合があります。 

この問題のトラブルシューティングを始める前に、次を把握しておいてください。

デバイスがホスト システムで使用する SCSI バスの番号。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。 

SCSI バスの番号を判別できない場合は、winobj などのサードパーティ製ツール
を使用してこの情報を判別することもできます。winobj は、Windows 
Sysinternals の Web サイトから無料でダウンロードできます。

デバイスが仮想マシンとホストで使用するターゲット ID。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。 ターゲット ID を確認するに
は、デバイスのマニュアルを参照してください。
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Workstation がデバイスを検出できない主な原因としては、次のような点が考えられ
ます。

ホストにデバイスのドライバがインストールされていない。 

ホスト上のドライバがデバイスの検出を妨げている。

ホスト OS で使用できるドライバの無いデバイスを仮想マシンが使用している。 
この場合は、手動でそのデバイスを仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に追加
します。デバイスを追加するこの方法は、上級者以外にはお勧めいたしません。 

汎用 SCSI デバイスの検出に関する問題をトラブルシューティングするには、次の手
順に従ってください。

1 ホストにこのデバイスのデバイス ドライバがインストールされているかどうか
を確認します。

2 デバイス ドライバがインストールされておらず、インストールする場合は、イ
ンストールを行い、デバイスが仮想マシン設定エディタに正常に表示されている
かどうかを確認します。 

ホストとゲスト間での、デバイスが使用中であるために発生する競合を回避する
には、ホストにドライバをインストールしないようにするとよいでしょう。

ドライバがインストールされているのに正常に表示されない場合や、ホストにド
ライバをインストールできないか、またはインストールしたくない場合は、残り
の手順に進んでください。

3 ホストにオリジナル SCSI デバイス ドライバがすでにインストールされている場
合は、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。

4 仮想マシンをパワーオフし、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。

5 .vmx ファイルで次の行を追加または変更します。ここで、X は、デバイスがホ
スト システムで使用する SCSI バスの番号であり、Y は、デバイスが仮想マシン
とホストで使用するターゲット ID です。

scsiZ:Y.fileName = "<deviceName>"

"<deviceName>" には、次を使用します。

"scsiX:Y"
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次の例は、オプションの設定方法です。問題のあるデバイスは CD-ROM ドライ
ブであり、構成ファイル内の既存のエントリは次のとおりです。

scsi0:4.fileName = "CdRom0"

ホスト上のデバイスがターゲット ID4 でバス 2 に配置されている場合は、この行
を次のように変更します。

scsi0:4.fileName = "scsi2:4"

問題が、仮想マシンに SCSI アダプタと汎用 SCSI デバイスが存在しているにも関
わらず、仮想マシンのパワーオン時に Workstation がデバイスを認識できなかっ
たことであった場合は、この時点で作業を終了できます。 

6 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か、または、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 .vmx ファイルに追加します。

scsiZ:Y.deviceType = "scsi-passthru"

既存の SCSI デバイスを汎用 SCSI デバイスとして使用する場合は、この時点で作
業を終了できます。

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 デバイスを追加するには、次の行を .vmx ファイルに追加します。こ
こで、Z は、デバイスが仮想マシンで使用する SCSI バスの番号です。

scsiZ:Y.present = "true"
scsiZ.present = "true"

それでも、仮想マシン設定エディタで、この仮想マシンで使用可能な SCSI デバイス
のリストにデバイスが含まれない場合は、当社のテクニカル サポートにお問い合わ
せください。

8 Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用
仮想 SMP を使用すると、複数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、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。 

次のホストは 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。

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
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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を使用するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

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を選択
します。[ プロセッサ構成 ] ページで、数を指定します。 

既存の仮想マシンの場合は、[VM] - [ 設定 ] を選択し、[ ハードウェア ] タブで [ プロ
セッサ ] を選択して、数を指定します。 

最初に 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
ESX Server で作成された仮想マシンを、マルチプロセッサ ホスト マシン上で稼働す
る Workstation 7.x を使用して開くことができます。ただし、ESX Server で仮想マシン
を作成したときに 9 個以上のプロセッサが指定されていても、Workstation を使用し
て、9 個以上の仮想プロセッサの指定された仮想マシンをパワーオンすることはでき
ません。 

プロセッサ数は、仮想マシンの概要ビュー、または仮想マシン設定エディタを使用し
て確認できます。9 個以上の仮想プロセッサの指定された仮想マシンを使用するに
は、仮想マシンをパワーオンする前に、プロセッサ数を変更する必要があります。

最初に 9 個以上の仮想プロセッサが指定された仮想マシンを使用するには、次の手順
に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 [VM] - [ 設定 ] を選択します。

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。
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4 [ ハードウェア ] タブで [ プロセッサ ] を選択して、[ プロセッサ数 ] が [ その他
（x）] に設定されていることを確認します。ここで、x は ESX Server で最初に指定
されたプロセッサの数です。

Workstation 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。

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、仮想マシン設定エディタでオプションとして表示されなくな
ります。

5 [ プロセッサ数 ] の設定を [1]、[2]、[4]、または [8] に変更して、[OK] をクリック
します。
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ユーザーが仮想マシンで実行できる操作を制限したり、操作に不慣れなユーザー向け
にユーザー インターフェイスを単純化するような作業のために、構成オプションを
使用することができます。たとえば、授業で毎回使用する仮想マシンの構成が常に同
じ状態となるようにすることができます。

この章では、次のトピックについて説明します。

ユーザー インターフェイスの制限（P.381）
仮想マシンによるフル スクリーン切り替えモードの常時使用の設定（P.384）
ゲストの ACPI S1 スリープ（P.393）

ユーザー インターフェイスの制限
ユーザー インターフェイスの制限機能を有効にするには、仮想マシンの構成ファイ
ルの編集およびファイルへのアクセス権の設定を実行するための十分な権限が必要で
す。ユーザー インターフェイスの制限は、設定を作成した特定の仮想マシンにのみ
適用されます。

ユーザー インターフェイスの制限機能を有効にすると、次のような変更が行われ
ます。

ツール バーが一切表示されません。

[VM] メニュー内の [ パワー]、[ スナップショット ]、[ 再生 ]、および [ 取外し可能デ
バイス ] メニューのすべての機能が無効になります。

仮想マシン設定エディタへのアクセスは提供されません（[VM] - [ 設定 ]）。

Windows ホスト用の特殊な
目的のための構成オプション 17
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ユーザーが仮想ネットワークの設定を変更できなくなります（[ 編集 ] - [ 仮想ネッ
トワーク エディタ ]）。

ユーザーは、構成ファイル（.vmx ファイル）か、デスクトップ上のショート
カットをダブルクリックして、仮想マシンを起動します。ユーザーは、仮想マシ
ンを終了してシャットダウンを行います（[ ファイル ] - [ 終了 ]）。また、
Workstation を起動して、[ お気に入り ] リストまたは [ ファイル ] メニューから
インターフェイスの制限された仮想マシンを開くことも可能です。

ユーザー インターフェイスの制限の有効化
ユーザー インターフェイスを制限すると、メニューやツール バーからスナップ
ショットのコントロールにアクセスできなくなります。ただし、ユーザーが限られた
範囲内でスナップショットをコントロールできるようにすることは可能です。イン
ターフェイスが制限された仮想マシンにスナップショットを設定し、パワーオフ時の
オプションを [ 選択画面を表示 ] に設定した場合、仮想マシンのシャットダウン時に
通常の選択画面が表示され、ユーザーは [ スナップショットの作成をしない ]、[ ス
ナップショットの作成 ]、[ スナップショットまで戻る ] のいずれかを選択できます。

ユーザー インターフェイスの制限を有効にするには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオフにして、VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

2 仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）をテキスト エディタで開きます。 

3 ファイルの好きな個所に次の行を追加します。

gui.restricted = "TRUE"

4 （オプション）システムの一般ユーザーが構成ファイルに読み取り専用のアク
セスしか持たないように、そのファイルへのアクセス権を設定することも可能
です。 

5 デスクトップ上に構成ファイルへのショートカットを作成して、適切な名前を付
けます。

ユーザー インターフェイスの制限とスナップショットへの復帰
ユーザー インターフェイスの制限機能をスナップショットと組合わせて使用すれば、
ユーザーの仮想マシンを常に同じ状態からスタートすることができます。一般的に、
制限されたユーザー インターフェイスで仮想マシンを実行しているユーザーは、仮
想マシンのパワーオンとパワーオフのみを実行でき、パワーオンにすると仮想マシン
は自動的に起動します。仮想マシンにスナップショットが設定されており、仮想マシ
ンをオフにするたびにスナップショットに戻るように設定されている場合、ユーザー
は仮想マシンをスタートさせることとオフにすることしかできません。仮想マシン
は、常に設定したスナップショットから開始されます。
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ユーザー インターフェイスを制限し、スナップショットに復帰するには、次の手順
に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオンし、該当する状態となっていることを確認します。 

2 スナップショットを作成します。 

「スナップショットの作成（P.217）」を参照してください。

3 仮想マシンをパワーオフするたびにスナップショットに戻るように設定します。
[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナップショット / 再生 ] を選択し、[ パワーオフ
時 ] の [ スナップショットまで戻る ] を選択します。 

4 仮想マシンがパワーオフされた状態で、次のようにして、ユーザー インター
フェイスの制限を行います。 

a VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

b 仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）をテキスト エディタで開き
ます。 

c ファイルの好きな個所に次の行を追加します。

gui.restricted = "TRUE"

5 （オプション）システムの一般ユーザーが構成ファイルに読み取り専用のアク
セスしか持たないように、そのファイルへのアクセス権を設定することも可能
です。

6 デスクトップ上に構成ファイルへのショートカットを作成して、名前を付け
ます。

7 構成ファイルへのショートカットをダブルクリックしてこの仮想マシンを実行し
ます。

仮想マシンは、ユーザー インターフェイスが制限された状態で、スナップ
ショットの時点から開始します。ユーザーにはツール バーは表示されず、
[VM] - [ パワー ] メニューまたは仮想マシン設定エディタへのアクセスも提供
されません。

8 [ ファイル ] - [ 閉じる ] を選択します。

これで仮想マシンはオフになり、次にその仮想マシンをオンにすると、スナップ
ショットの状態に戻ります。
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ユーザー インターフェイスの制限の無効化
[VM] メニューの項目をユーザーが再び利用できるようにするには、ユーザー イン
ターフェイスの制限機能を無効にします。

ユーザー インターフェイスの制限を無効にするには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオフにして、VMware Workstation ウィンドウを閉じます。 

2 構成ファイル（.vmx）を開き、次のいずれかを行います。

gui.restricted = "FALSE" と設定します。

gui.restricted = "TRUE" という行を削除するか、コメント アウトします。 

3 構成ファイルへの変更を保存し、ファイルを閉じます。

4 ショートカットをダブルクリックして仮想マシンをスタートします。 

インターフェイスが制限されない状態で、仮想マシンがスナップショットからス
タートします。

仮想マシンによるフル スクリーン切り替えモードの常時
使用の設定

フル スクリーン切り替えモードは、Windows ホスト上の Workstation のランタイム 
オプションです。Workstation がフル スクリーン切り替えモードで稼動している場
合、ユーザーは Workstation ユーザー インターフェイスにアクセスすることはできま
せん。仮想マシンを作成、再構成、起動することもできません。システム管理者がこ
れらの機能を使用します。 

Workstation がフル スクリーン切り替えモードで稼動しており、1 台以上の仮想マシ
ンが稼動している場合、ホット キーを使用することにより、仮想マシン間の移動や
ホスト OS へのアクセスが可能です。

フル スクリーン切り替えモードのためのグローバル構成設定を指定
Workstation をフル スクリーン切り替えモードで実行するには、Workstation グローバ
ル構成ファイルで 1 つ以上のプロパティを設定する必要があります。 

グローバル構成ファイルは、Workstation の環境設定エディタ（[ 編集 ] - [ 環境設定 ]）
でデフォルト設定を変更したときに作成されます。ファイルの場所は、ホスト OS に
よって異なります。

ほとんどの Windows ホストの場合：

C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥VMware¥VMware 
Workstation¥config.ini

Windows Vista および Windows 7 ホストの場合：

C:¥ProgramData¥VMware¥VMware Workstation¥config.ini
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フル スクリーン切り替えモードのためのグローバル構成設定を指定するには、次の
手順に従ってください。

1 config.ini ファイルがホスト コンピュータ上に存在しない場合は、
Workstation メニュー バーから [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、環境設定エディタ
で少なくとも 1 つの設定を変更します。

2 config.ini ファイルをテキスト エディタで開き、少なくとも次の行の 1 つを追
加します。

fullScreenSwitch.cycleHost = "TRUE"

この設定では、パワーオン状態の仮想マシンを切り替えるためにホット 
キーを使用する場合、その中にホスト OS を加えます。「仮想マシンおよび
ホスト コンピュータをサイクル表示するためのホット キー（P.387）」を参
照してください。

FullScreenSwitch.hostDirectKey = "<value>"

この設定では、直接ホスト OS に切り替えるホット キーを指定できます。
「ホスト OS のホット キー（P.389）」を参照してください。

3 （オプション）他のフル スクリーン切り替えモード設定を使用する場合は、それ
らを指定します。

他の仮想マシンまたはホスト コンピュータに切り替えるためのホット キーを指
定するには、次のセクションをこの順番で参照してください。

仮想キー コード（P.386）

グローバル構成ファイルの他のエントリ（P.389）

4 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、このファイルのアクセス権を設定します。

6 preferences.ini ファイルをテキスト エディタで開き、次の行を追加します。

pref.fullScreen.v5 = "TRUE"
pref.autoFitFullScreen = "fitGuestToHost"

ほとんどの Windows ホストでは、このファイルは次の場所にあります。

%USERPROFILE%¥Application Data¥VMware¥preferences.ini

Windows Vista および Windows 7 ホストでは、このファイルは次の場所にあり
ます。

%USERPROFILE%¥AppData¥Roaming¥VMware¥preferences.ini

特定の仮想マシンに切り替えるためのホット キーを指定するには、「仮想マシンの
ホット キー（P.388）」を参照してください。
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仮想キー コード
Workstation がフル スクリーン切り替えモードで稼動しているときに使用するホット 
キーを構成するには、ホット キーごとに仮想キー コードを指定する必要があります。
仮想キーコードは 16 進数形式を使用しており、0x の後に 16 進数が続きます。たとえ
ば、5A という仮想キー コードを値として使用する場合は、0x5A と入力します。

Microsoft 社から、仮想キー コードの参照リストが提供されています。この参照リス
トにアクセスするには、Microsoft 社の MSDN ウェブ サイトで仮想キー コードをキー
ワードとして入力してください。 

ホット キー エントリには、修飾キーも含まれます。修飾キーとは、<Ctrl>、<Alt>、
<Shift>、および <Windows> キーを指します。<Windows> キーとは、<Ctrl> キーと 
<Alt> キーの間にあるキーです。これらのキーの組み合わせを使用することもできま
す。表 17-1 は、修飾キーのキーコードのリストです。

表17-1  ホット キー エントリの修飾キー

修飾キー 16 進数値

修飾なし 0x0

Alt 0x1

Ctrl 0x2

Shift 0x4

Win（Windows） 0x8

Ctrl+Alt 0x3

Alt+Shift 0x5

Ctrl+Shift 0x6

Ctrl+Alt+Shift 0x7

Win+Alt 0x9

Win+Ctrl 0xa

Win+Ctrl+Alt 0xb

Win+Shift 0xc

Win+Shift+Alt 0xd

Win+Shift+Ctrl 0xe

Win+Shift+Ctrl+Alt 0xf
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サイクル キーと切替キーを定義するときは、次のことに注意してください。

<Pause> と <Ctrl> キーを一緒に使用しないでください。<Pause> は、他の修飾
キーと一緒に使用できます。

<F12> キーを使用するときは 1 つ以上の修飾キーを使用してください。<F12> 
キーだけ使用することはできません。

<Shift> と <Ctrl>、<Alt> キーしか含まない組合せを使用することはできません。
これらのキーは、他のキーと組み合せた修飾キーとしてのみ使用できます。 

キーと修飾キーを組合わせて表記する際は、該当するキーの仮想キー コードを入力
してからコンマで区切り、次に修飾キーの値を入力してください。たとえば、
<Ctrl>+<Shift>+<F1> という値のエントリは、0x70,0x6 です。

仮想マシンおよびホスト コンピュータをサイクル表示するための
ホット キー

Workstation がフル スクリーン切り替えモードで稼動している場合、ホスト コン
ピュータ上の複数の稼動中仮想マシンをサイクル表示するためのホット キーまたは
ホット キーの組み合わせを指定できます。ホット キーは、次のように機能します。

指定したホット キーを押すごとに、次の仮想マシンが順番に表示されます。さ
らに、サイクルにホスト OS を含めることもできます。

特定の仮想マシンが稼動してない場合、そのマシンはとばされます。 

1 台の仮想マシンだけが稼動しており、ホスト OS がサイクルに含まれていない
場合、ホット キーを押しても効果はありません。

仮想マシンをサイクル表示するためのホット キーは、グローバル構成ファイル
（config.ini）に定義されています。2 つのオプションがサイクルをコントロールし
ています。

FullScreenSwitch.cycleKey

このオプションの値はホット キーを定義します。これは、<key>,<modifier> 
として指定されます。デフォルトはありません。たとえば、複数の仮想マシンの
サイクル表示に、修飾なしの Pause キーを使用するためには、config.ini ファ
イルに次の行を加えます。オプションがすでにリストされている場合は、その値
を修正します。

FullScreenSwitch.cycleKey = "0x13,0x0"
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FullScreenSwitch.cycleHost

ホスト OS をサイクルに含めるには、このオプションを TRUE に設定します。デ
フォルトは FALSE です。たとえば、サイクルにホスト OS を含めるには、
config.ini ファイルに次の行を加えます。オプションがすでにリストされてい
る場合は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.cycleHost = "TRUE"

仮想マシンとホスト コンピュータに直接切り替えるホット キー
Workstation がフル スクリーン切り替えモードで稼動している場合、ホスト コン
ピュータ上の使用可能な仮想マシンに直接切り替えるためのホット キーまたはホッ
ト キーの組み合わせを指定できます。指定したホットキーを押すごとに、画面は指
定された仮想マシンに切り替わります。さらに、ホスト OS に直接切り替えるための
ホット キーも指定できます。

仮想マシンのホット キー
仮想マシンへの切り替えに使用するホット キーを定義するには、仮想マシンの .vmx 
ファイルにローカル構成の設定を追加します。

次の形式を使用してください。

<option> = "<value>"

構成ファイル中のエントリは任意の順序で表示できます。このオプションの値はホッ
ト キーを定義します。これは、<key>,<modifier> として指定されます。デフォル
トはありません。 

たとえば、特定の仮想マシンに切り替えるために <Ctrl>+<Shift>+<F1> を使用する
には、その仮想マシンの .vmx ファイルに次の行を加えます。オプションがすでにリ
ストされている場合は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.directKey = "0x70,0x6"

いずれかの特定の仮想マシンが稼動していない場合、その仮想マシン表示のための
ホット キーを押しても効果はありません。
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ホスト OS のホット キー

ホスト OS への切り替えに使用するホット キーを定義するには、グローバル構成ファ
イル（config.ini）に所定の行を追加します。このオプションの値はホット キーを
定義します。これは、<key>,<modifier> として指定されます。デフォルトはあり
ません。 

たとえば、ホスト OS に切り替えるために <Ctrl>+<Shift>+<F9> を使用するには、
config.ini ファイルに次の行を加えます。オプションがすでにリストされている場
合は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.hostDirectKey = "0x78,0x6"

グローバル構成ファイルの他のエントリ
表 17-2 にあるグローバル構成ファイル（config.ini）のエントリはオプションで
す。仮想マシンを相互に、またはホスト コンピュータから隔離する必要がある作業
環境において重要な、仮想マシンの特定の機能をコントロールすることができます。

表17-2  グローバル構成ファイルのオプションのエントリ

オプション 説明
デフォルト
設定

Isolation.tools.copy.disable このオプションは、ある仮想マシンま
たはホスト OS のデータを、別の仮想
マシンまたはホスト OS にコピーでき
るようにするかどうかを決定します。 

TRUE

Isolation.tools.paste.disable このオプションは、ある仮想マシンあ
るいはホスト OS でコピーされたデー
タを、別の仮想マシンあるいはホスト 
OS に貼り付けられるようにするかどう
かを決定します。 

TRUE

Isolation.tools.HGFS.disable このオプションを TRUE に設定した場
合、デフォルトでフォルダの共有が無
効になるように指定されます。フォル
ダの共有は、仮想マシン間およびホス
ト コンピュータとファイルを共有する
方法の 1 つです。 

TRUE

mks.CtlAltDel.ignore ゲストにキーボード フォーカスがある
場合に、Microsoft Windows Secure 
Attention Sequence（SAS）によって通
常生成されるダイアログ ボックスを表
示せず、ゲストに渡すようにする場合
は、このプロパティを TRUE に設定し
ます。
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vmware-fullscreen を使用した仮想マシンの実行 
ユーザーのコンピュータ上でフル スクリーン切り替えモードの Workstation を起動
し、仮想マシンを開始および停止するには、vmware-fullscreen コマンドを使用し
ます。コマンドは特定の情報を仮想マシンへ送信することができます。 

ユーザーはコマンドを出す方法を決めなくてはなりません。たとえば、ホスト OS で
起動しているカスタム アプリケーションやスクリプトを使用して、1 つ以上の 
vmware-fullscreen コマンドを発行できます。 あるいは、ユーザーがホスト コン
ピュータにログインすると仮想マシンがスタートするように、ホスト OS のスタート
アップ グループ中のショートカットに、仮想マシンを起動するコマンドを含めるこ
ともできます。

起動または終了する各仮想マシンごとに 1 回ずつ、vmware-fullscreen コマンドを
発行する必要があります。このコマンドのシンタックスは次のとおりです。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation¥vmware-fullscreen.exe [-poweron 
<parameters> | -poweroff <parameters> | -exit | -switchto 
<paramters> | -query | -listvms]

Windows のコマンド プロンプトでこれらのコマンドを入力することも、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。

mks.fullscreen.allScreenSaver マシンがアイドル状態であるとホスト 
OS が判断したときにスクリーン セー
バーを実行することを許可する場合
は、このプロパティを TRUE に設定し
ます。

msg.autoAnswer この設定を行わない場合に表示される 
Workstation のダイアログ ボックスを、
表示しないようにするにはこのプロパ
ティを TRUE に設定します。これらの
ダイアログ ボックスではデフォルトの
回答が選択されます。

表17-2  グローバル構成ファイルのオプションのエントリ（続き）

オプション 説明
デフォルト
設定
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表 17-3  に、使用可能なオプションとパラメータの説明を示します。 

表17-3  vmware-fullscreen プログラムのコマンドライン オプション

オプション パラメータ 説明

-poweron

または
-fullscreen

"<config-file>" 仮想マシンをパワーオンします。"<config-file>" は
必須であり、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）へのフ
ル パスを指定します。 
-poweron を指定すると、仮想マシンが起動してもすぐ
には表示されません。しかし、直接切替キーまたはサイ
クル キーで仮想マシンを表示することができます。
-fullscreen を指定すると、仮想マシンはフル スクリー
ン モードに直ちに移行し、ユーザーが後で切り替えるま
で見えない状態で稼動することはありません。

-s <variable>=<value> （オプション）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 -s スイッチでコマン
ド ラインに指定できます。

-name=<alias> （オプション）仮想マシンに別名を設定します。その別
名は -switchto や -poweroff コマンドで使用できます。

-directkey=<keyspec> （オプション）仮想マシンの直接切替キーを指定します。 
直接切替キーが仮想マシンの構成ファイルの中で指定さ
れている場合、コマンド ラインが構成ファイルより優先
されます。次はこのスイッチの例です。
-directkey=0x70,0x6

-poweroff "<config-file>"

または
<alias>

指定した仮想マシンをパワーオフします。 仮想マシンを
指定するには、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）への
フル パス、または -name スイッチを使用して別名を定義
した場合は別名を使用できます。

-exit すべての仮想マシンをパワーオフして Workstation を終
了します。 

-switchto 使用するパラメータに応じて、指定した仮想マシン、ホ
スト OS、またはサイクル内の次のマシン（仮想マシンま
たはホスト）に切り替えます。切り替える前に、仮想マ
シンがパワーオンの状態でなければなりません。

"<config-file>" 仮想マシンに切り替えます。"<config-file>" では、
仮想マシンの構成ファイル（.vmx）へのフル パスを指定
します。

<alias> 仮想マシンに切り替えます。<alias> では、-name ス
イッチを使用して定義した別名を指定します。

ホスト ホスト OS に切り替えます。

next -qu サイクル内の次のマシンに切り替えます。
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vmware-fullscreen ログ ファイル
vmware-fullscreen プログラムはログ ファイルに書き込みを行います。このログ 
ファイルは、開始、終了、あるいは他のコマンドを Workstation へ渡す際に 
vmware-fullscreen によって報告されたエラーを記録します。これは、稼動中の仮
想マシンの情報を格納する vmware.log ファイルとは異なります。

vmware-fullscreen ログ ファイルの名前は、vmware-<username>-<pid>.log で
す。デフォルトでは、vmware-fullscreen ログ ファイルは、ホスト コンピュータに
ログインしたユーザーの temp ディレクトリにあります。この格納場所は、TEMP 環
境変数によって指定できます。デフォルトの場所は次の通りです。

Windows XP ホストの場合：

C:¥Documents and Settings¥<username>¥Local Settings¥Temp

Windows Vista および Windows 7 ホストの場合：

C:¥Users¥<username>¥AppData¥Local¥Temp¥

管理者は、Workstation グローバル構成ファイル（config.ini）に次の行を加えるこ
とで、このログ ファイル用の異なる格納場所を指定できます。

fullScreenSwitch.log.filename="<path>"

フル パスを使用することをお勧めします。相対パスを使用する場合、格納場所は、
ホスト コンピュータの再起動後に vmware-fullscreen コマンドが初めて発行された
時にアクティブであったディレクトリからの相対位置となります。

-query Workstation がフル スクリーン切り替えモードで実行し
ているかどうかを判別します。実行している場合は、プ
ロセス ID とウィンドウ ハンドルも表示します。

-listvms 現在パワーオンの状態にあるすべての仮想マシンを表示
します。リストは vmware-fullscreen ログ ファイルに
加えられます。

表17-3  vmware-fullscreen プログラムのコマンドライン オプション（続き）

オプション パラメータ 説明
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ゲストの ACPI S1 スリープ 
Workstation では、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、スタンバイ機
能を持つ一般的なゲスト 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 内でサスペンドとして実装されま
す。Workstation の [ レジューム ] ボタンを使用して、ゲストを再開できます。

仮想マシンの構成ファイル（.vmx）内で次のエントリを使用すると、ACPI S1 スリー
プはパワーオン サスペンドとして実装されます。

chipset.onlineStandby = TRUE

ゲスト OS は完全にパワーダウンされません。次の作業を行って仮想マシンを再開す
ることができます。

キーボード入力

マウス入力

CMOS 外部タイマーのプログラミング

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。
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この章では、Workstation を使った仮想マシンの作成方法とエンド ユーザーへのデプ
ロイ方法についての概要を紹介します。ACE（Assured Computing Environment）の
機能は、Windows ホスト上で動作するバージョンの Workstation のみで利用可能で
す。この章では、次のトピックについて説明します。

VMware ACE を使用するメリット（P.395）
管理 Workstation のネットワークおよびディスク領域の要件（P.398）
ACE パッケージの作成とデプロイの概要（P.398）
ACE ユーザー インターフェイスの概要（P.400）
ユーザーの問題についてのトラブルシューティング（P.401）

VMware ACE を使用するメリット 
VMware ACE は、安全でプラットフォームに依存しない仮想マシンを、組織がデプロ
イおよび管理できるようにするためのソフトウェア ソリューションです。エンド 
ユーザーは、業務用コンピュータや個人用コンピュータだけでなく、ポータブル USB 
メディア デバイスでもこの仮想マシンを使用できます。エンド ユーザーは、企業の
ネットワークに接続していても、接続しなくてもかまいません。

VMware ACE によって、企業リソースへのアクセスが確実なコンピュータ環境から安
全に行われるようになります。この隔離されたコンピュータ環境は、既存のコン
ピュータ上で実行されます。確実なコンピュータ環境（ACE）には、オペレーティン
グ システム、企業アプリケーション、および構成済みのセキュリティ設定が含まれ
ます。 

VMware ACE の基本操作 18
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仮想権利マネジメント、組み込みのコピー保護コントロール、および自動暗号化機能
によって、VMware ACE は、アプリケーション、データ、システム設定、ファイルの
盗難、改ざん、不正コピーを防ぎます。管理者は、データを保護し、ソフトウェアの
ライフサイクル管理やデータおよびアプリケーションへのアクセスをはじめとする IT 
ポリシーを順守することができます。 

VMware ACE の主な特徴
VMware ACE の主な特徴は、管理性、セキュリティ、および操作性です。

管理性

規格化された、ハードウェアに依存しないコンピュータ環境を構築し、企業内の
あらゆるコンピュータにこの環境をデプロイできます。

仮想マシンのライフサイクル、セキュリティ設定、ネットワーク設定、システム
構成、およびユーザー インターフェイス機能を制御できます。

ユーザー インターフェイスを通じてインスタンスを追跡します。ACE 
Management Server で管理されるインスタンスのアクティベーションや有効期限
などのポリシーを、表示および管理できます。

セキュリティ
ルールに基づいたネットワークアクセスによって、未承認の ACE インスタンス
や最新バージョンではない ACE インスタンスを特定し、検疫することができま
す。ACE インスタンスが IT ポリシーを順守していることを確認してから、ネッ
トワークへのアクセスを許可します。

耐タンパー性のあるコンピュータ環境によって、データやシステム構成を含む 
ACE インスタンスおよびパッケージをすべて、シームレスな暗号化を利用して保
護します。

コピー保護機能を備えたコンピュータ環境により、ユーザーによる企業情報のコ
ピーを防止します。

ロールに基づく SSL 通信によって、ACE Management Server とクライアントとの
間に、安全なプロトコルが提供されます。

リソースの署名により、ACE リソース ファイルをあらゆる改ざんから保護する
よう指定できます。
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操作性

カスタマイズ可能なインターフェイスによって、動作や表示方法をユーザーの好
みに合わせてカスタマイズできます。 

Pocket ACE を使用すると、USB キー（フラッシュ メモリ ドライブ）、Apple iPod 
モバイル デジタル デバイス、およびポータブル ハード ドライブなどのポータブ
ル デバイスにコンピュータ環境を保管できます。このポータブル デバイスは、
任意の x86 PC に接続できます。

柔軟なコンピュータ環境により、ユーザーは数秒で前セッションの状態に戻るこ
とができ、企業ネットワークに接続している状態でも、接続していない状態でも
作業を実行できます。

VMware ACE 用語集
次の用語は、VMware ACE の特徴を説明する章で、頻繁に使用されます。

ACE 有効仮想マシン　ACE 管理者が作成する仮想マシンのテンプレート。ACE 有
効仮想マシンにさまざまなポリシーやデバイス、デプロイメント設定を構成し、
これをベースとして、ACE ユーザーに送信するパッケージをいくつでも作成でき
ます。

ACE インスタンス　ACE 管理者が作成し、ポリシーと関連付けた後、エンド 
ユーザーのコンピュータ上でアクティベートする仮想マシン。ACE Management 
Server によって管理される ACE インスタンスは、管理対象 ACE インスタンスで
す。ACE Management Server によって管理されていない ACE インスタンスは、
スタンドアロン ACE インスタンスです。

（オプション）ACE Management Server　ACE Management Server を使用する
と、ACE インスタンスを管理できます。また、ポリシーの変更を公開して ACE 
インスタンスを動的にアップデートしたり、パッケージのテストおよびデプロイ
をより簡単に行うことができます。ACE Management Server は、Active Directory 
との統合を新たに追加し、ロール ベースの安全な SSL 通信を使用して、Active 
Directory および LDAP との安全な統合を実現します。

詳細については、『ACE Management Server 管理者マニュアル』を参照してくだ
さい。

Pocket ACE　Pocket ACE を使用すると、システム管理者は、USB ポータブル メ
ディア デバイス（USB フラッシュ ドライブや Apple iPod モバイル デジタル デバ
イス、ポータブル ハード ドライブなど）に ACE インスタンスをバンドルしてデ
プロイできます。
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管理 Workstation のネットワークおよびディスク領域の
要件

管理者は、Workstation を使用して、エンド ユーザーに配布する仮想マシンの作成と
管理を行います。Workstation をホストするマシンの前提条件は、次のとおりです。

企業内にすでに規格化された仮想マシンのライブラリが存在する場合は、ご使
用のホスト コンピュータからそのライブラリへのネットワーク アクセスが必要
です。

新しく仮想マシンを作成する場合は、その仮想マシンにインストールするゲスト 
OS やアプリケーション ソフトウェアのインストーラへのアクセスが必要です。 

オペレーティング システムは CD や DVD からインストールできるほか、ローカ
ル ドライブやネットワーク上の ISO イメージ ファイルや、PXE サーバからもイン
ストールできます。アプリケーション ソフトウェアは CD や DVD からインス
トールできるほか、ローカル ドライブやネットワーク上のインストーラからも
インストールできます。 

仮想マシン ファイルとパッケージ ファイルのための、十分なディスク容量が
必要です。各仮想マシンのファイルは、数ギガバイトにも達することがありま
す。パッケージ ファイルも大きくなる場合があります。 パッケージ ファイルの
デフォルトの格納場所は、仮想マシンのフォルダ内にある Packages フォルダ
です。

Workstation は、パッケージを作成する際に大量の一時作業領域を必要とします。
必要なサイズは、パッケージの全コンポーネントを合計したサイズの約 2 倍とな
ります。新規パッケージ ウィザードには、必要な容量と、その容量が必要とな
る場所に関する情報が表示されます。

Workstation は、Windows ホストにインストールする必要があります。

ACE パッケージの作成とデプロイの概要
ここでは、ACE インスタンスの作成、デプロイ、および管理にあたり、実行する必要
のあるタスクの概要を紹介します。

1 Windows ホスト上の Workstation で、エンド ユーザーの要件を満たす仮想マシ
ンを作成するか、こうした仮想マシンのクローンを作成します。 

手順はすべての仮想マシンで同じです。ネットワークの種類には、ネットワーク 
アドレス変換（NAT）またはブリッジネットワークを、DHCP サーバから割り当
てられる IP アドレスで使用することをお勧めします。
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2 仮想マシンがパワーオフされていることを確認し、仮想マシンの概要ビューを表
示し、[ コマンド ] リストで [ACE 機能を有効にする ] をクリックします。 

[ 全般 ] タブの [ コマンド ] リストに ACE 固有のコマンドが追加され、[VM] - [ACE] 
メニューが有効になります。

3 [VM] - [ 設定 ] メニューを使用して、仮想マシンを構成します。

（オプション）[ACE オプション ] 設定パネルを使用して、仮想マシンを ACE 
Management Server に関連付けます。これにより、サーバを使用してインスタン
スのアクティベートと追跡ができるようになります。また、ポリシー、インスタ
ンスのカスタマイズ データなどの各 ACE インスタンスのデータを変更できるよ
うになります。 

管理対象 ACE インスタンスはアップデートを定期的に確認するので、動的に
アップデートが実行されます。アップデート パッケージを新たに作成、デプロ
イする必要はありません。 『ACE Management Server 管理者マニュアル』を参照
してください。

4 仮想マシンに、ゲスト OS、VMware Tools などのソフトウェアをインストールし
ます。 

手順はすべての仮想マシンで同じです。 ゲスト OS のサポートおよび既知の問題
については、当社 Web サイトの [ サポート ] をクリックしてください。 [ ドキュ
メント ] の下の [ 互換性ガイド ( 英語 )] リンクをクリックします。

5 ACE インスタンスにポリシーを設定します。 

ポリシーを適用することで、ACE インスタンスでユーザーが使用できるネット
ワーク アクセスや、インスタンスで使用できるホスト コンピュータ上のデバイ
スなどを指定できます。第 19 章 ポリシーの設定と使用、および VMware Player 
のカスタマイズ（P.403）を参照してください。 

6 ACE インスタンスのデプロイメント設定を指定します。 

デプロイメント設定により、暗号化、パッケージの有効期限、セキュリティ ID 
などを指定できます。第 20 章 ACE パッケージのデプロイ（P.451）を参照してく
ださい。

7 エンド ユーザーにデプロイするパッケージを作成します。 

Workstation を使用すると、順を追ってプロセスを実行できます。詳細について
は、「パッケージの作成（P.465）」または 第 21 章 Pocket ACE（P.473）を参照し
てください。
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8 エンド ユーザーにパッケージを配布します。

CD や DVD、ポータブル メディアに収録するか、ネットワーク上に配置して、
パッケージを配布します。詳細については、「パッケージのデプロイ（P.472）」
または 「ポータブル デバイスへの ACE パッケージのデプロイ（P.477）」を参照
してください。

9 エンド ユーザーのマシンに ACE インスタンスをインストールします。

詳細については、「ACE パッケージのインストール（P.481）」または 「Pocket 
ACE インスタンスの実行（P.479）」を参照してください。

1 台のマシンに複数の ACE インスタンスをインストールできます。製造元のベン
ダーや適用するポリシーが異なっていてもかまいません。また、他の ACE イン
スタンスをインストールしたまま、特定の ACE インスタンスや Workstation をア
ンインストールすることもできます。

10 ユーザーを最新の状態に保ちます。

ゲスト OS をアップデートする必要がある場合は、ACE インスタンスで実行され
ているプログラムをアップデートするか、ACE パッケージに設定されているポリ
シーを変更すると、新しいパッケージの作成と配布ができます。 

パッケージのアップデートでは、仮想マシンのバージョンはアップグレードされませ
ん。パッケージのアップデートを使用して、エンド ユーザーに VMware ACE 2.7 ポリ
シーを提供することはできますが、アップデート パッケージでは、ACE Player または
仮想マシンはバージョン 2.7 にはアップデートされません。

ACE ユーザー インターフェイスの概要
ポリシー エディタ、デプロイメント設定エディタ、およびパッケージ ウィザードに
アクセスするには、次のいずれかの方法をとります。

ACE 有効仮想マシンを選択し、[VM] - [ACE] メニューからコマンドを選択します。

ACE 有効仮想マシンの概要ビューで、[ コマンド ] リストから ACE に関連するコマ
ンドをクリックします。

概要ビューの [ACE] タブに、ポリシーとデプロイメントについての現在の設定が
一覧表示されます。 

[ACE] ツール バーのボタンをクリックします。

サイド バー上の ACE 有効仮想マシンを右クリックし、ACE に関連するコマンド
を選択します。 
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ACE Management Server には、次の 2 つのインターフェイスがあります。

Workstation で、サイド バー上の ACE Management Server を選択し、インスタン
ス ビューを表示します。 

VMware Help Desk アプリケーションを使用します。このインターフェイスはブ
ラウザ ベースなので、Workstation がインストールされていないマシンでも使用
できます。

どちらのインターフェイスも基本的な機能は同じです。管理者は、すべての管理対象 
ACE インスタンスの表示と制御ができます。詳細検索機能を使用すると、データベー
ス内のインスタンスをすばやく探し出すことができます。検索可能なカスタム 
フィールドを追加して、インターフェイスをカスタマイズできます。 『ACE 
Management Server 管理者マニュアル』を参照してください。

ユーザーの問題についてのトラブルシューティング
エンド ユーザーは、パスワードの紛失、期限切れの ACE インスタンス、または別の
場所に移動したコピー防止 ACE インスタンスについて、ヘルプが必要となることが
あります。 

次のいずれかの方法で、これらの問題を解決します。

管理対象 ACE インスタンス　ACE Management Server を使用します。 『ACE 
Management Server 管理者マニュアル』を参照してください。

スタンドアロン ACE インスタンス　vmware-acetool コマンドライン プログラ
ムを使用して、直接ユーザーのマシンで問題を解決します。「vmware-acetool コ
マンドライン ツールの使用（P.496）」を参照してください。 

ホットフィックス機能を使用して、上記の問題に対応することもできます。「ス
タンドアロン ACE インスタンスのホットフィックス ポリシーの設定（P.437）」
および 「ホットフィックス リクエストへの対応（P.498）」を参照してください。

エンド ユーザーのコンピュータ上の ACE インスタンスの構成を変更する際に役立ち
ます。 管理者モードを使用すると、ユーザーのコンピュータで VMware Player ととも
に ACE インスタンスが実行されている場合に、仮想マシン設定エディタにアクセス
し、これを使用できます。「管理者モード ポリシーの設定（P.435）」を参照してくだ
さい。
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この章では、ACE 有効仮想マシンのポリシーを設定し、エンド ユーザー向けに 
VMware Player インターフェイスをカスタマイズする方法について説明します。この
章では、次のトピックについて説明します。

ポリシーを使用するメリット（P.404）
ACE インスタンスのポリシーの設定（P.404）
アクセス コントロール ポリシーの設定（P.405）
ホストからゲストへのデータ スクリプト ポリシーの設定（P.412）
有効期限ポリシーの設定（P.415）
コピー保護ポリシーの設定（P.415）
リソース署名ポリシーの設定（P.416）
ネットワーク アクセス ポリシーの設定（P.417）
取外し可能デバイスのポリシーの設定（P.428）
USB デバイス ポリシーの設定（P.428）
仮想プリンタ ポリシーの設定（P.430）
ランタイム環境設定ポリシーの設定（P.431）
スナップショット ポリシーの設定（P.434）
管理者モード ポリシーの設定（P.435）
Kiosk モード ポリシーの設定（P.436）
スタンドアロン ACE インスタンスのホットフィックス ポリシーの設定（P.437）
管理されている ACE インスタンスのポリシーの更新頻度の設定（P.438）
ホストで実行する ACE インスタンスのコントロール（P.438）
プラグイン ポリシー スクリプトの記述（P.440）
VMware Player インターフェイスのカスタマイズ（Windows ホストのみ）

（P.445）

ポリシーの設定と使用、および 
VMware Player のカスタマイズ 19
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ポリシーを使用するメリット
ポリシーを使用すると、エンド ユーザーに配布する ACE インスタンスのさまざまな
機能を制御できます。たとえば、次のようなセキュリティを目的としたポリシーを設
定できます。

Active Directory ドメインに定義されている特定のユーザーとグループのみに 
ACE インスタンスの使用を許可する。

エンド ユーザーが仮想マシンからアクセスできるネットワーク リソースを指定
する。

仮想マシンに構成されている特定の取外し可能デバイスへの接続と切断をユー
ザーに許可する。

ACE インスタンスの有効期限を設定する。

ポリシーはポリシー エディタを使用して設定してください。ACE インスタンスのポ
リシーは、ポリシーを編集し、そのポリシーのみを含む新しいパッケージを作成して
配布することで、いつでも一部、またはすべてを変更できます。 

ACE Management Server が管理する ACE 有効仮想マシンについては、一部のポリ
シーを動的に変更して、これらの変更をユーザーのマシンの ACE インスタンスにデ
プロイできます。 

ACE インスタンスのポリシーの設定
ポリシー設定は、ACE インスタンスの日常使用のための複数レベルのセキュリティを
提供します。セキュリティの暗号化に関する項目については、「デプロイメント設定
の編集（P.451）」を参照してください。

仮想マシンでポリシー エディタを使用するには、まずその仮想マシンの ACE 機能を
有効にする必要があります。「ACE パッケージの作成とデプロイの概要（P.398）」を
参照してください。

ACE インスタンスのポリシーを設定するには、次の手順に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンを選択して、[VM] - [ACE] - [ ポリシー ] を選択します。

2 ポリシー エディタで、[ ポリシー ] リストからアイテムを選択します。

3 そのポリシーの設定パネルを完了して、[OK] をクリックするか、編集する別の
ポリシーを選択します。

設定パネルのフィールドに関する参考情報については、[ ヘルプ ] をクリックし
ます。
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アクセス コントロール ポリシーの設定
アクティベーション ポリシーと認証ポリシーは、インストールされている ACE パッ
ケージと、これらのパッケージから作成されたインスタンスへのアクセスを制御しま
す。アクティベーション ポリシーは、インストールされている ACE パッケージにア
クセスして、これを ACE インスタンスに変換できるユーザーを指定します。認証ポ
リシーは、ACE インスタンスを実行できるユーザーを指定します。

これらのポリシーに選択した設定によって、転送中の ACE パッケージとファイルを
保護する、パッケージ ポリシーと暗号化ポリシーのデフォルト設定が決まります。

「暗号化設定（P.452）」を参照してください。

これらのポリシーの設定、およびその実装方法は、ACE インスタンスを管理して追跡
（オプション）する方法によって異なります。考えられる管理セットアップ方法は次
のとおりです。

Active Directory があるサーバ　ACE インスタンスは ACE Management Server に
よって管理され、サーバは Active Directory と統合されます。

エンド ユーザーは ACE インスタンスが実行されるたびに Active Directory ユー
ザー認証情報を入力する必要があります。インスタンスをアクティベートする
ユーザーのみがインスタンスを認証（実行）できます。アクティベーションの手
順は、ACE パッケージがインストールされるたびに実行されます。

Active Directory がないサーバ　ACE インスタンスは ACE Management Server に
よって管理され、サーバは Active Directory と統合されません。

管理者は、ACE インスタンスをアクティベートして実行するために、エンド 
ユーザーがパスワードを入力する必要があるかどうかを指定します。

スタンドアロン　ACE インスタンスはスタンドアロンです。つまり、ACE インス
タンスはサーバで管理されません。 

管理者は、ACE インスタンスをアクティベートして実行するために、エンド 
ユーザーがパスワードを入力する必要があるかどうかを指定します。

ACE Management Server を使用する場合、サーバはインスタンスの実行が許可される
前に、次の項目も検証します。 

失効フラグが設定されていないこと、およびポリシー エラーが原因でインスタ
ンスの実行がブロックされていないこと。 

インスタンスに対する有効期限が設定されている場合は、それが切れていないこ
と。「有効期限ポリシーの設定（P.415）」を参照してください。

manual_ws71.book  Page 405  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

406 VMware, Inc.

アクセス コントロール ポリシーの作成または編集
仮想マシンの ACE 機能を有効にした後、ポリシーを作成することで、インストール
されている ACE パッケージにアクセスして、これを ACE インスタンスに変換できる
エンド ユーザーを制御できます。また、このポリシーは、ACE インスタンスをパ
ワーオンできるユーザーも制御します。 

アクセス コントロール ポリシーを作成または編集するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ACE 有効仮想マシンを選択して、[VM] - [ACE] - [ ポリシー ] を選択します。

2 ポリシー エディタで、[ アクセス コントロール ] を選択して、設定パネルの
フィールドへの入力を完了します。

3 [OK] をクリックします。

4 仮想マシンの概要ビューの [ACE] タブに新しい設定が正しく表示されていること
を確認します。

アクティベーションの設定を変更すると、このパッケージから新しいインスタン
スがインストールされてアクティベートされるときに、ポリシーが適用されま
す。また、インポートされたキーワード リストも編集できます。

5 （オプション）認証設定を別のタイプに変更するには、ポリシー アップデート 
パッケージを作成して、これをユーザーに配布します。

アクティベーションの設定
ACE インスタンスをインストールした後、これをアクティベートできるユーザーを制
御するには、アクティベーション設定を使用します。アクティベーションの日付は有
効期限ポリシーで使用されます。

ACE Management Server を Active Directory とともに使用する場合、[ アクティベー
ション ] セクションから、[Active Directory のユーザーとグループ ] ダイアログ ボック
スを開くことができます。Workstation が動作しているマシンは、ACE Management 
Server が設定されているドメインと同じドメインに存在する必要があります。ユー
ザーリストの変更は、次回インスタンスを起動するときに有効になります。
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Active Directory を使用しない、またはスタンドアロン ACE インスタンスを作成する
場合、アクティベーションのパスワードまたはキーに関する次のオプションが設定パ
ネルに表示されます。

なし　パスワードまたはキーは不要です。すべてのユーザーがこのインスタンス
をアクティベートできます。

パスワード　ユーザーは、管理者がこの ACE インスタンスをアクティベートす
るために使用するパスワードを入力する必要があります。ユーザーには電子メー
ルなどでパスワードを提供する必要があります。

スタンドアロンの ACE 有効仮想マシンについては、パッケージのプロセス中に
パスワードを設定してください。

アクティベーション キー　このオプションは、Active Directory と統合せずに 
ACE Management Server を使用する場合に使用できます。1 つ以上のキーを指定
してください。エンド ユーザーはそのリスト内にあるキーを入力する必要があ
ります。 

アクティベーション キーは、サーバで使用されている、または未使用として追
跡できるライセンス キー（自由形式の文字列）です。キーは入力することも、
テキスト ファイルからインポートすることもできます。 

キーをインポートするには、アクティベーション トークンのリストを含むテキ
スト ファイルが必要です。各トークンはファイル内の一行です。空の行は無視
されます。

ACE 有効仮想マシンの場合、[1 つのキーで複数のアクティベーションを許可 ] が
デフォルトで選択されます。ACE 有効仮想マシンの場合に 1 つのキーでの複数の
アクティベーションの許可を制限するには、このオプションを選択解除します。 

認証の設定
認証手順は、[ 認証 ] が [ なし ] に設定されていない限り、ユーザーがインスタンスを
実行するときに必ず実行されます。

ACE Management Server を Active Directory とともに使用する場合、[ 認証 ] セクショ
ンから、[Active Directory のユーザーとグループ ] ダイアログ ボックスを開くことが
できます。Workstation が動作しているマシンは、ACE Management Server が設定さ
れているドメインと同じドメインに存在する必要があります。
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Active Directory を使用しない、またはスタンドアロン ACE インスタンスを作成する
場合、設定パネルには認証制御に関する次のオプションが表示されます。

なし　パスワードは不要です。どのユーザーもこのインスタンスをアクティベー
トした後で実行できます。

ユーザーが指定したパスワード　インスタンスは、ユーザーが正しいパスワード
を入力するまで実行されません。アクティベーション中、インスタンスが最初に
パワーオンされるときに、各ユーザーがパスワードを設定する必要があります。 

パスワード ポリシーを作成して、最小文字数、文字の種類、指定された時間内
にパスワードを再入力できる回数などを制御できます。

スクリプト　インスタンスを使用できるユーザーを指定するために、カスタム認
証スクリプトが実行されます。「認証スクリプトの使用（P.408）」を参照してく
ださい。

ホストがサスペンド状態からのレジューム時に再認証　ホストがサスペンド状態
からレジュームされる場合の ACE インスタンスの認証を有効または無効にしま
す。このオプションは、スタンドアロン ACE インスタンス、Active Directory を
使用しない管理されている ACE インスタンス、および Active Directory を使用す
る管理されている ACE インスタンスで使用できます。

認証スクリプトの使用
エンド ユーザーのコンピュータ上で実行されるカスタム認証スクリプトを作成し、
インスタンスを実行できるユーザーを指定することができます。

改ざんを防ぐために、デプロイ前にユーザーがスクリプトに署名するように要求する
には、リソース署名ポリシーを設定します。「リソース署名ポリシーの設定（P.416）」
を参照してください。

スクリプトの作成とデプロイの手順については、「スクリプトおよびスクリプトを実
行するコマンドの指定（P.413）」を参照してください。

パッケージにパワーオンおよびパワーオフ スクリプトを含める
ACE インスタンスがパワーオンするときに実行され、インスタンスを実行可能かどう
かを決定するスクリプトを指定できます。また、ACE インスタンスがパワーオフした
ときに実行されるスクリプトを提供し、パワーオン スクリプトからホストに行われ
た変更や認証設定をリセットしたり、インスタンスのパワーオフ時にその他の手順を
実行したりすることができます。 
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改ざんを防ぐために、デプロイ前にユーザーがスクリプトに署名するように要求する
には、リソース署名ポリシーを設定します。「リソース署名ポリシーの設定（P.416）」
を参照してください。

パワーオンまたはパワーオフ スクリプトを使用すると、認証ポリシーに加えて ACE 
インスタンスへのアクセスを制御する方法をカスタマイズできます。

パッケージにパワーオンおよびパワーオフ スクリプトを含めるには、次の手順に
従ってください。

1 スクリプトを作成して、ACE Resources フォルダに保存します。 

2 アクセス コントロール ポリシーのページで、[ スクリプト ] および [ パワーオ
ン・オフ スクリプト ] を選択します。

3 実行するいずれかまたは両方のスクリプトのチェック ボックスを選択します。

4 [ 設定 ] をクリックし、スクリプトへのパスを指定して、スクリプトを実行する
コマンドを入力します。

5 パッケージをデプロイした後で、パワーオンまたはパワーオフのスクリプトを有
効にする場合は、ACE Resources ディレクトリでアップデート パッケージまた
はカスタム パッケージを提供します。

スクリプトをユーザーのシステム上で実行した場合、スクリプトはパワーオンの
「TRUE」、またはパワーオフの「FALSE」を出力します。また、標準スクリプト終了
コード ルールにも準拠する必要があります。パワーオン スクリプトは、たとえば次
のように示されます。

#   VMware Sample Script
#
#   Sample script for ACE power-on hook
#
#   Description:
#   This sample script implements a power-on hook for ACE. This can be used 
#   in addition to authentication to control the circumstances under which an 
#  ACE is allowed to run.
#
#   This script assumes that the username is defined in the environment 
# variable TEST_USERNAME (a ficticious environment variable used for this 
# sample) and returns TRUE if the user is allowed to run, and FALSE 
# otherwise.
#
#   Input to script:
#   None. 
#
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#   Returns:
#   TRUE if username is on white list.
#   FALSE if username is not on white list or is undefined.
#
#   Expected output:
#   One of the strings "TRUE" or "FALSE"
#

my @white_list = ("alan", "bob", "mary", "sonia", "chris");

my $username = $ENV{TEST_USERNAME};
if (! defined $username) {
   print "FALSE";
   exit(0);
}

my @grepNames = grep(/$username/, @white_list);
if (@grepNames == 1) {
   print "TRUE";
   exit(0);
}

print "FALSE";
exit(0);

スクリプトはいずれの言語でも記述できます。たとえば、Windows OS の .bat ファ
イルを使用することも、Linux OS の perl または sh を使用することもできます。スク
リプトによって、Workstaion にはコマンドラインの実行可能ファイル、または ACE 
Resources ディレクトリのスクリプト ファイルが提供されます。スクリプトが従う
必要のあるガイドラインは、スクリプトによって実装されるポリシーによって異なり
ます。 

スクリプトは成功とみなされる 0（ゼロ）値で終了する必要があります。その他の出
力は失敗となります。成功時には、スクリプトの stdout 出力が検証されます。指定
されたポリシーについては、これは TRUE や FALSE などの特定の値となります。パ
ワーオン スクリプトについては、出力は TRUE または FALSE となります。認証スクリ
プトの出力はパスワードとして使用されます。ホストからゲストへのデータ スクリ
プトは、guestinfo.var1="value1"¥nguestinof.var2="value2" などの特定形式
の文字列です。
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暗号化 ACE インスタンスへのリカバリ キーの設定
暗号化された ACE インスタンスにアクセスするために使用されるキーを指定できま
す。このキーを使用すると、デプロイされた ACE インスタンスのパスワードをリ
セットしたり、期限切れのインスタンスをアクティベートしたり、コピー保護された
インスタンスを実行したりできます。

暗号化された ACE インスタンスのリカバリ キーを設定するには、次の手順に従って
ください。

1 アクセス コントロール ポリシーのページで、[ リカバリ キー] をクリックします。 

2 [ リカバリ キー ] ダイアログ ボックスで、[ リカバリ キーの使用 ] を選択します。

3 次のいずれかを実行します。

既存の PEM フォーマットのキー ペアを使用するには、[ 既存のキーを参照 ] 
をクリックして、使用するペアのパブリック キーに移動します。 

PEM フォーマットのキー ペアを作成するには、[ 新規リカバリ キーの作成 ] 
をクリックして、表示されるダイアログ ボックスを完了します。

4 [OK] をクリックしてキーを生成します。 

数秒後に、新しく生成されたパブリック キーが [ リカバリ キー ] タブのフィール
ドに一覧されます。キーの 2 つの部分は、指定した場所に、パブリック キーを
表す拡張子 .pub とプライベート キーを表す .priv 拡張子が付いた指定した名前
で保存されます。 

5 パスワードのリセットが必要となったときのために、プライベート キーのパス
ワード、およびプライベート キー ファイルの場所を記録します。

アクティベーションの制限の設定
アクティベーションの制限とは、指定された ACE 有効仮想マシンからアクティベー
トできる ACE インスタンスの最大数です。このオプションは、ACE Management 
Server を使用する場合に使用できます。

アクティベーションの制限を設定するには、次の手順に従ってください。

1 アクセス コントロール ポリシーのページで、[ アクティベーションの制限 ] の下
の、[ アクティベーションの合計数 ] で、ACE 有効仮想マシンからアクティベー
トできるインスタンスの数を選択します。 

ドロップダウン メニューを使用するか、数字を入力します。

2 ACE 有効仮想マシンの複数のアクティベーションをユーザーに許可するには、
[ ユーザー 1 人につき複数のアクティベーションを許可 ] を選択します。 

このオプションは、Active Directory を使用する ACE Management Server によっ
て管理された ACE インスタンスで使用できます。
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Active Directory パスワード変更プロキシ
Active Directory と統合することで、ACE インスタンスのセキュリティを強化できます。

パスワードの有効期限の指定、要件の変更、パスワードを期限切れにするドメインの
セットアップ、および周期的なパスワード変更の要求を行うことができます。これら
の設定は、ACE アクセス コントロール ポリシー設定に追加されます。 

Active Directory のユーザーが自身のパスワードを変更する必要がある場合に、ACE 
Management Server を Active Directory パスワード変更プロキシとして構成できます。 
このモードでは、ユーザーの代わりに ACE Management Server が Active Directory ド
メイン コントローラに対してパスワードの変更要求を行います。

ホストからゲストへのデータ スクリプト ポリシーの設定
ACE インスタンスがパワーオンされたときに実行される、ホストからゲストへのデー
タ スクリプトを設定できます。これは、ゲストに値を渡します。ACE インスタンス
がパワーオンされたときに、ゲスト OS と特定のホスト情報を共有するには、このポ
リシー設定を使用してください。

ホスト上で動作するスクリプトは、ゲストの内部で動作するアプリケーションが使用
できるようになる、一連のキー値のペアを出力する必要があります。VMware Tools 
サービスにはこの機能が用意されています。受け入れられるキー セットは 
machine.id、および先頭に guestinfo が付いたキー（guestinfo.ipAddress な
ど）で構成されます。

キーには、英数字と、ピリオド（.）、アンダースコア（_）、バックスラッシュ（¥）、
およびパイプ（|）文字などの記号を使用できます。改行、#、スペース、およびス
ラッシュ（/）文字は、キーでは無効です。値には英数字を含めることができます。
#、スペース、およびパイプ（|）文字は、値では無効です。無効な文字を含むキー
値のペアはすべて無視され、そのことを通知するメッセージは表示されません。 

スペースは無効なため、「My Documents」のようなフレーズをフォルダ パス値の一
部として使用することはできません。その代わりに、フレーズを引用符で囲んで 
"My Documents" または、スペースを含まない 8.3 形式の短い DOS 名（この場合は 
mydoc~1）を使用できます。ディレクトリ内にあるサブディレクトリの 8.3 形式の短
い DOS 名を取得するには、コマンド プロンプトで「dir /x」と入力します。
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すでに設定されているキー値のクエリを実行するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

Windows ゲストでは、コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。

cd "C:¥Program Files¥VMware¥VMware Tools" 
vmtoolsd.exe --cmd "machine.id.get" 
vmtoolsd.exe --cmd "info-get guestinfo.<key_to_query>" 
vmtoolsd.exe --cmd "info-get guestinfo.script_status" 

Linex ゲストでは、コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。

vmtoolsd --cmd "machine.id.get" 
vmtoolsd --cmd "info-get guestinfo.<key_to_query>" 
vmtoolsd --cmd "info-get guestinfo.script_status"

インスタンスの ACE 有効仮想マシンが Windows と Linux の両方のプラットフォーム
に構成されている場合は、Windows と Linux の両方のシステム用にスクリプトを設定
できます。

スクリプトを変更する場合は、新しいスクリプトを含むアップデート パッケージを
デプロイする必要があります。

スクリプトの作成とデプロイの手順については、「スクリプトおよびスクリプトを実
行するコマンドの指定（P.413）」を参照してください。

スクリプトおよびスクリプトを実行するコマンドの指定
認証スクリプトとホストからゲストへのデータ スクリプトを使用する手順は同じ
です。 

次のスクリプトでは、この手順を使用します。

アクセス コントロール認証スクリプト　エンド ユーザーのコンピュータ上で実
行され、ACE インスタンスを使用できるユーザーを指定することができるカスタ
ム認証スクリプト。

Windows と Linux の両方のホストで実行される Pocket ACE でスクリプトを使用
する場合は、スクリプトの出力結果が、行末や新しい行を表す文字を含めて、ど
ちらのプラットフォーム上でもまったく同じになることを確認してください。

ホストからゲストへのデータ スクリプト　ホスト マシンの ID および IP アドレス
などのホスト情報を、ゲストで実行されるアプリケーションと共有するためのス
クリプト。 
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スクリプトおよびスクリプトを実行するコマンドを指定するには、次の手順に従って
ください。

1 スクリプトを作成して、仮想マシンのディレクトリ内の ACE Resources ディレ
クトリに保存します。

2 Workstaion で、ACE 有効仮想マシンを選択して、[VM] - [ACE] - [ ポリシー] を選択
します。

3 ポリシー エディタで、次のいずれかを実行します。

スクリプトがカスタム認証スクリプトの場合は、[ アクセス コントロール ] を
選択し、[ 認証 ] セクションで [ スクリプト ] を選択してから [ スクリプトの
設定 ] をクリックします。 

スクリプトが、ホスト情報をゲストへ渡すためのものである場合は、[ ホス
ト / ゲスト データ スクリプト ] を選択し、[ パワーオン時にホスト / ゲスト 
スクリプトを実行する ] を選択してから [ 設定 ] をクリックします。 

4 表示されるダイアログ ボックスで、スクリプト ファイルを参照し、[ 参照 ] をク
リックします。 

デプロイメント設定エディタのデプロイメント プラットフォーム設定が 
[Windows と Linux] に設定されている場合、このダイアログ ボックスには 
Windows と Linux の両方のテキスト フィールドが含まれます。 

5 スクリプトを実行するためのコマンドを入力します。 

コマンドラインにはスクリプト ファイルに加えて、そのスクリプトを実行する
ために必要な実行可能ファイル、およびスクリプトへの引数をすべて含めます。

6 （オプション）[ タイムアウト時間 ] を選択して、タイムアウトまでの時間（秒）
を入力します。この場合、スクリプトは最後まで実行されません。 

スクリプトが最後まで実行される前に、タイムアウトまでの時間が経過した場
合、ユーザーはアクセスを拒否されます。

7 [OK] をクリックします。

8 すでにデプロイした ACE 有効仮想マシンに対してこのスクリプトを有効にする
場合は、次のいずれかを実行します。

スタンドアロン インスタンスについては、エンド ユーザーに配布するアッ
プデート パッケージにスクリプトを含めます。

管理されているインスタンスについては、ポリシーおよびサーバのアップ
デート パッケージ、または ACE Resources ディレクトリを含むカスタム 
パッケージを使用してエンド ユーザーにスクリプトを提供します。
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有効期限ポリシーの設定
有効期限ポリシーは、たとえば、契約社員が仮想マシンを特定の日以降、または特定
の日数以上使用しないように制限する場合に便利です。 

インスタンスの有効期限が切れると、ファイルはユーザーのコンピュータに残ります
が、インスタンスは使用できません。その場合、ユーザーは有効期限の延長を要求で
きます。

日付範囲を指定した場合、指定した開始日前、または終了日後にインスタンスをパ
ワーオンして実行することはできません。ACE インスタンスは有効期限の範囲を設定
してデプロイできます。

また、有効期限が近づくと、インスタンスがパワーオンされるたびに警告メッセージ
が表示されるように設定しカスタマイズすることもできます。有効期限メッセージ
は、インスタンスの有効期限が切れると表示され、その後はインスタンスをパワーオ
ンすることができなくなります。

スタンドアロン ACE インスタンスには、対応する ACE パッケージから作成されるす
べてのインスタンスと同じ有効期限ポリシーがあります。固定された有効期限日また
は固定された日付範囲が、アクティベーション時に確立されます。ユーザーがインス
タンスをパワーオンするたびに、日付または日付範囲がチェックされます。また、有
効期限チェックはインスタンスの実行中にも実行されます。有効期限に達すると、期
限切れメッセージが表示され、インスタンスがサスペンドされます。 

管理されている ACE インスタンスでは、有効期限ポリシーはスタンドアロン インス
タンスの場合と同じように機能しますが、有効期限ポリシーの値をインスタンスごと
に指定できます。インスタンスが独自の有効範囲で構成されるまでは、ACE 有効仮想
マシンの有効日付範囲が、関連付けられている各 ACE インスタンスに適用されます。 
そのような構成がされた後は、ACE 有効仮想マシンの有効期限ポリシーを変更して
も、そのインスタンスには適用されません。ACE 有効仮想マシンとすべての ACE イ
ンスタンスの両方に対する有効期限値はすべて動的です。つまり、値を変更して ACE 
Management Server にポリシー アップデートを発行すると、ACE インスタンスはポ
リシー アップデートを次にチェックするときに新しい値を取得します。

コピー保護ポリシーの設定  
コピー保護ポリシーを使用すると、ACE インスタンスは最初にインストールされた場
所からだけしか実行できません。ACE インスタンスのコピー保護を実行すると、その
ファイルは移動やコピーはできても、新しい場所からは実行できません。

スタンドアロン ACE インスタンスについては、コピーおよび移動を許可するかどう
かを指定できます。管理されている ACE インスタンスについては、コピーと移動の
両方を許可するか、または移動のみを許可するかを指定できます。この場合、一度に
実行できる ACE インスタンスのコピーは 1 つだけです。
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ユーザーがコピー保護された ACE インスタンスを移動またはコピーして、実行しよ
うとすると、エラー メッセージが表示されます。エラー メッセージには、英数文字
列が表示されます。ユーザーはこれをシステム管理者やヘルプ デスクのアシスタン
トに送信してコピー保護を変更してもらうことができます。

管理されているインスタンスについては、コピー保護設定を動的に変更して、移動ま
たはコピーされたインスタンスが実行される、または実行されないように設定を切り
替えることもできます。つまり、値を変更して ACE Management Server にポリシー 
アップデートを発行すると、ACE インスタンスはポリシー アップデートを次に
チェックするときに新しい値を取得します。

各 ACE インスタンスは、ホスト ファイル システム上の ACE インスタンスへのパスを
含むコピー保護識別子（CPID）を持ちます。 標準 ACE インスタンスについては、
CPID はシステムの BIOS ID も含みます。Pocket ACE インスタンスについては、CPID 
はファイル システム ID を含みます。コピー保護がオンになっている場合、
Workstation は現在の CPID を、保存されている CPID と比較します。一致しない場合、
インスタンスは移動またはコピーされたことになります。 

スタンドアロン ACE インスタンスについては、vmware-acetool を使用する、また
はホットフィックス（Windows システムでホットフィックスが有効化されている場
合）を送信することで CPID を設定できます。「vmware-acetool コマンドライン ツー
ルの使用（P.496）」および 「ホットフィックス リクエストへの対応（P.498）」を参照
してください。

管理されている ACE インスタンスについては、CPID はサーバに保存され、管理者は
これをアップデートできます。 『ACE Management Server 管理者マニュアル』を参照
してください。

リソース署名ポリシーの設定
ポリシー スクリプトやカスタム EULA テキスト ファイルなどのリソース ファイルが
改ざんされた場合に ACE インスタンスを実行できないように、リソース署名ポリ
シーを設定できます。 

リソースとは、Workstation ホストの仮想マシン ディレクトリ内の ACE Resources サ
ブディレクトリのあらゆるファイルを指します。 つまり、エンド ユーザーのマシン上
のこのディレクトリに配置されているファイルは、ここでいうリソースではないた
め、署名はチェックされません。

署名チェックは、パワーオン時にエンド ユーザーのマシンで実行され、またその後
はスクリプトが実行されるたびに実行されます。ACE Resources ディレクトリ内の
すべてのファイルを検証するか、またはそのディレクトリ内のポリシー スクリプト
のみを検証するかどうかを指定できます。

manual_ws71.book  Page 416  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 417

第 19 章 ポリシーの設定と使用、および VMware Player のカスタマイズ

大きなファイルやファイル数の多い、ボリュームの大きなリソースを持つパッケージ
を作成する場合は、署名チェックに時間がかかることがあります。この場合は、スク
リプトのみを検証するか、リソースの署名を使用しないことをお勧めします。

ネットワーク アクセス ポリシーの設定
ネットワーク アクセス機能では、パケット フィルタ ファイアウォールを使用して、
ACE インスタンスまたはそのホスト システムがアクセスできるマシンまたはサブ
ネットを指定できます。たとえば、VPN サーバのみに接続できるようにインスタンス
を構成し、その後 VPN サーバがその他のリソースへのアクセスを制御するように構
成することができます。

また、ネットワーク アドレス、トラフィックの方向、プロトコル、およびポートに
基づいてフィルタするようにネットワーク アクセス設定をカスタマイズすることも
できます。次の種類のネットワーク アクセス制限の定義を設定できます。

ネットワーク ゾーン

ACE インスタンスのホスト マシンに対するネットワーク アクセス（ホスト ネッ
トワーク アクセス）

ACE インスタンスのゲスト OS に対するネットワーク アクセス（ゲスト ネット
ワーク アクセス）

ACE インスタンスに ACE Management Server が関連付けられている場合、ネット
ワーク アクセス ポリシーを動的にすることができます。つまり、ACE Management 
Server にポリシー アップデートを発行すると、ACE インスタンスは次にポリシー 
アップデートをチェックするときに新しいポリシーを取得します。ネットワークの
すべて、または一部から ACE インスタンスをすばやくロックできます。これによっ
てアップデート パッケージをデプロイしなくてもワームまたはウイルスの感染を防
ぐことができます。 『ACE Management Server 管理者マニュアル』を参照してくだ
さい。

注意   暗号化パッケージの設定オプションを [ なし ] に設定すると、リソース署名ポリ
シーに指定されている検証は実行されません。暗号化パッケージの設定がリソース
署名ポリシーより優先されます。「暗号化設定（P.452）」を参照してください。
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ホスト ポリシーの設定を始める前に
ネットワーク アクセス ポリシーを計画する際には、次のガイドラインを使用してく
ださい。

ACE インスタンスのホスト マシンが持つことができるホスト ポリシー ファイル
は 1 つだけです。すでに別のホスト ポリシー ファイルを持つマシン上にホスト 
ポリシー ファイルを持つ ACE パッケージをインストールしようとすると、新し
いパッケージのインストールは失敗します。

ホスト ポリシーは、ACE インスタンスが実行していない場合でも有効です。ポ
リシーは、インストール直後に適用され、またホスト システムが起動するたび
に適用されます。

ホストのネットワーク アクセスの制限では、NAT ネットワークを使用する ACE 
インスタンスのネットワーク アクセスも制限されます。これは、ホストに適用
したすべてのポリシーが NAT 接続に適用されるためです。 ネットワーク アクセ
ス ウィザードではなく、ACE ルールセット エディタとルール エディタを使用し
て制限されたホスト アクセスをセットアップする場合は、ACE 有効仮想マシン
の仮想 NIC を、ブリッジ ネットワークを使用するように構成してください。

管理されている ACE 有効仮想マシンをセットアップする場合は、ホストが ACE 
Management Server にアクセスして、構成する適切なポートを介して TCP から
通信できるようにする必要があります。

ホスト ポリシーは Pocket ACE インスタンスには適用されません。ACE 有効仮想
マシンに対して制限されたホスト ポリシーを指定し、その ACE 有効仮想マシン
で Pocket ACE パッケージを作成した場合、パッケージは作成されますが、ホス
ト ポリシーはパッケージに含まれません。

ホスト ポリシーへの変更はプレビュー モードでは表示できません。そのような
変更の適用をテストする場合は、テスト デプロイメントを実行する必要があり
ます。「第 20 章 ACE パッケージのデプロイ （P.451）」を参照してください。

ネットワーク アクセス ウィザードを使用したネットワーク 
アクセスの構成

ネットワーク アクセス ウィザードを使用して基本設定を構成し、その設定を必要に
応じてゾーン エディタとルールセット エディタを使用して微調整することをお勧め
します。ネットワーク アクセス ウィザードは、[ クイック セットアップ ] をクリック
すると開始されます。
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ネットワーク アクセス ウィザードでは、次のゾーンに対するルールが作成または変
更されます。

[ デスクトップ構成 ] オプションを選択した場合、すべての場所ゾーンに対して新
しいゲスト アクセス ルールセットが作成されます。このルールセットは、VPN 
またはその他の指定されているネットワーク ホストへの ACE インスタンスのア
クセスを制限します。

[ ラップトップ構成 ] オプションを選択すると、ネットワーク アドレスを制限する
新しい内部ゾーンが作成され、オプションで ACE インスタンスが実行できるド
メインが作成されます。また、このゾーンに対する新しいホスト アクセス ルー
ルセットを作成し、内部ネットワークへのアクセスを制限することもできます。
たとえば、プロキシ サーバを指定できます。最後に、[ デスクトップ構成 ] オプ
ションに対して指定したものと同じリモート アクセスを構成できます。

このオプションを使用し、ウィザードに表示されたデフォルト設定をまったく変
更しないと、ゾーン検出機能が適切に動作できるように、ホストに対する DNS 
サーバと DHCP サーバとのやりとりは許可されたままとなります。 

ネットワーク アクセス ウィザードを使用してネットワーク アクセスを構成するに
は、次の手順に従ってください。

1 ポリシー エディタで、[ ネットワーク アクセス ] を選択します。

2 [ACE インスタンスおよび / またはホストのネットワーク アクセスを制限する ] を
選択して、[ クイック セットアップ ] をクリックします。

3 ウィザードを完了させます。

選択する構成タイプによっては、新しいゾーンがネットワーク アクセスの設定
パネルに追加され、新しいルールセットが表の [ ホスト ネットワーク アクセス ] 
列と [ ゲスト ネットワーク アクセス ] 列に表示されることがあります。

4 （オプション）ウィザードで作成したゾーンまたはルールセットを表示または編
集するには、ネットワーク アクセスの設定パネルの表で、ゾーンまたはルール
セット名をクリックします。

ネットワーク アクセス ウィザードを使用して内部ゾーンを作成する場合、[ ラップ
トップ構成 ] オプションを選択すると、ネットワーク アドレス、ドメイン、およびサ
ブディレクトリを指定できます。DNS、DHCP、WINS、またはゲートウェイ サーバ
も構成する場合は、ゾーン エディタを使用してください。 「ゾーンの条件を指定する
ためのガイドライン（P.420）」を参照してください。
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ゾーンの条件を指定するためのガイドライン
ゾーンの条件とは、ネットワーク ゾーンの特性を記述したものです。Workstation 
は、ホスト コンピュータのネットワーク アダプタに直接接続されているネットワー
クを調べて、いずれかのゾーン定義のいずれかのアダプタについて、すべての条件で
一致が存在するかどうかを確認します。 

[ ネットワーク アクセス ポリシー ] ページの [ ゾーン ] 列にある名前をクリックする
と、ゾーン エディタが表示されます。これには、ゾーンに関する次の詳細情報が表
示されます。

ゾーンは最大 6 つの条件を使用して指定できます。

ドメイン
サブネット
DNS サーバ
DHCP サーバ
ゲートウェイ サーバ
WINS サーバ

一致が検出されるには、指定された条件をすべて満たす必要があります。 

ドメイン条件を除くすべてのゾーン条件では、アドレスのリストを指定できま
す。 ホストのアドレスが指定された条件のアドレスリスト エントリのいずれかと
一致する場合、一致が検出されます。

ホストがネットワークに接続すると、ネットワークがゾーンの条件と一致するかどう
かを判断するチェックが実行されます。チェックは、表の一番上のゾーンから開始さ
れ、一致が検出されるまで、または他のすべての場所ゾーンに達するまで順に続行さ
れます。一致が検出されると、ゾーンのチェックは停止され、そのゾーンに対して
フィルタ ルールが適用されます。

条件の短いリストと長いリストはトレードオフの関係にあります。長いリストを使用
した場合、誤検出の結果や誤認識が最小限に抑えられます。さまざまな時間にホスト 
コンピュータを複数のネットワークに接続するユーザーに ACE パッケージを提供す
る場合、誤検出の結果や誤認識を最小限に抑えることは重要になります。その他の
ネットワークの 1 つがゾーン定義に定義している特性と一致すれば、ホストがネット
ワークに接続されていない場合でもホストとインスタンスのアクセス ポリシーが適
用されます。

ただし、場合によっては、長いリストを使用すると、検出機能の低下を招く可能性が
増すこともあります。たとえば、DHCP ではなく静的 IP アドレスを使用するようにホ
ストを切り替えて、ネットワーク アドレスの情報のみ、またはネットワーク アドレ
スと DNS サーバの情報など、ゾーンに定義されている特性のサブセットのみでホス
トを構成した場合、そのようなエラーが発生することがあります。 
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また、特定のサーバのアドレスまたは名前は時間の経過とともに変更される可能性が
あります。そのような変更によって、検出上の問題が発生することもあります。

ネットワーク アドレスとサブネット マスクのみなど、ゾーンの説明により細かい一
連の情報を使用すると、安全性が増します。デメリットは、誤検出や誤認識が発生す
る可能性が増すという点です。そのような誤検出は、10/8、172.16/12、192.168/16 
など、他のネットワークでも使用されている共通のネットブロックをネットワークが
使用している場合に特に発生しやすくなります。 

ゾーン条件設定の説明
各ゾーンの説明は、ゾーンの条件を説明する次の設定オプションを 1 つ以上含む必要
があります。

ドメイン　mycompany.com などのネットワークのドメイン名を指定します。ド
メイン名は 1 つだけ入力してください。[ このドメインのサブドメインを許可 ] 
の値によってこのオプションが解釈されます。

このドメインのサブドメインを許可　[ ドメイン ] オプションを変更します。ドメ
イン ゾーン条件が満たされるためには、ドメイン名が [ ドメイン ] ボックスに指
定されているドメイン名と正確に一致する必要があるかどうか、または、文字列
が <domain_nama> を含むときにドメイン名の一致が検出されるかどうかを指定
します。たとえば、このオプションが選択されていると、corp.mycompany.com 
は mycompany.com と一致するとみなされます。選択されていないと、
corp.mycompany.com は mycompany.com と一致するとはみなされません。

ネットワーク アドレス　ネットワークが使用する IP アドレスまたはサブネット
の範囲を指定します。サブネットの範囲を含める場合、<subnet> の値は、ネッ
トマスクのビット数を指定する必要があります。ネットワーク アダプタは、指
定された範囲にあたる IP アドレスを使用していれば、この条件を満たします。

DNS サーバ　ネットワーク上の DNS サーバに対して 1 つ以上の IP アドレスまた
はホスト名を指定します。ネットワーク アダプタは、これらのサーバを 1 つ以
上使用していれば、この条件を満たします。

[ 最低限の一致 ] オプションの値が 1 よりも大きい場合、ネットワーク アダプタ
は定義されたネットワーク上にあるとみなされるためには、ホストがリスト上で
指定された数の DNS サーバを使用している必要があります。 

DNS ドメイン名を Linux ホストに割り当てる方法は複数あるため、DNS ドメイン
名だけを使用してゾーンを定義すると、エラーが発生しやすくなります。Linux 
ホストのゾーンを定義するには、DNS ドメイン名に加えて、条件を使用してく
ださい。 
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Web サイトの場合は、DNS ドメイン名が複数のアドレスに解決されることがあ
ります。ゾーンが意図したとおりに定義されるように、DNS ドメイン名だけで
なく、各 IP アドレスを入力してください。 

DHCP サーバ　ネットワーク上の DHCP サーバに対して 1 つ以上の IP アドレスま
たはホスト名を指定します。ネットワーク アダプタは、これらのサーバを 1 つ
以上使用していれば、この条件を満たします。

ゲートウェイ サーバ　ネットワーク上のデフォルト ゲートウェイの 1 つ以上の 
IP アドレスまたはホスト名を指定します。ネットワーク アダプタは、これらの
ゲートウェイを 1 つ以上使用していれば、この条件を満たします。

WINS サーバ　ネットワーク上の WINS サーバの 1 つ以上の IP アドレスまたはホ
スト名を指定します。ネットワーク アダプタは、これらのサーバを 1 つ以上使
用していれば、この条件を満たします。Linux ホストは、ゾーン検出中は WINS 
サーバの設定を無視します。

[ 最低限の一致 ] オプションの値が 1 よりも大きい場合、ネットワーク アダプタ
は定義されたネットワーク上にあるとみなされるためには、ホストがリスト上で
指定された数の WINS サーバを使用している必要があります。 

ネットワーク ゾーンの追加または編集

ACE インスタンスがネットワーク接続に使用できるネットワーク アドレス、ドメイ
ン、DNS、DHCP、WINS、またはゲートウェイ サーバを設定するには、ゾーン エ
ディタを使用してください。 

ゾーン エディタを開く前に、内部および外部のネットワークに接続するために使用
する条件を指定してください。「ゾーンの条件を指定するためのガイドライン

（P.420）」および 「ゾーン条件設定の説明（P.421）」を参照してください。

ネットワーク ゾーンを追加または編集するには、次の手順に従ってください。

1 ポリシー エディタで、[ ネットワーク アクセス ] を選択して、次のいずれかを実
行します。

ゾーンを追加するには、[ ゾーンの追加 ] をクリックして、表に表示される 
[ 新規ゾーン ] エントリをクリックします。

ゾーンを編集するには、表の [ ゾーン ] 列のゾーン名をクリックします。

2 表示されるゾーン エディタのフィールドへの入力を完了して、[OK] をクリック
します。
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ルールセット エディタを使用したホストとゲスト アクセスの構成
ACE インスタンスのホスト マシンに対する、および ACE インスタンスのゲスト シス
テムに対するアクセス設定は、それぞれ一連のアクセス ルールに基づきます。ネッ
トワーク アクセス ウィザードを使用する場合は、ホストとゲストのネットワーク ア
クセスに対して常にデフォルトのルールセットが使用されます。これらのルールのパ
ラメータは、ルールセット エディタを使用して変更できます。

ネットワーク アクセス ポリシーは、IP アドレス、IP ヘッダからのプロトコル番号、
トラフィックの方向、および TCP と UDP ポートの値に基づいてフィルタすることで
適用されます。フィルタには、詳細なパケットの点検は含まれません。DNS と DHCP 
アクセスについては、これらのサービスが従来常駐する TCP ポートと UDP ポートが
開かれます。 

フィルタ操作では次の点を考慮してください。

サービスを別のポートに移動すると、これらのサービスに対するネットワーク 
アクセス ルールは機能しなくなります。

ホストまたはインスタンスは、これらのプロトコルとポート上のすべてのトラ
フィックに対してオープンです。 

DNS、DHCP、および ICMP プロトコルとポートに対して、トラフィックがどのよう
にブロックまたは許可されるのかについては、ルールセット エディタに表示される
ルールを参照してください。

ネットワーク アクセスに関するルールセットとルールの追加または編集

ルールセット エディタのルールは、評価される順序で表示されます。ネットワーク 
トラフィック パケットが着信、またはホストまたはゲストから送信されると、上か
ら下の順序でルールセットの各ルールと比較されます。 次のパケット設定がルール条
件と一致する場合、パケットはルールのアクションに従って許可またはブロックされ
ます。

着信パケットのソース アドレス

発信パケット、プロトコル、およびポートの宛先アドレス

パケットはルールと一致するまで、またはすべてのルールと比較されるまで順番に
各ルールと比較されます。一致が見つかると、パケットとルールの比較は終了とな
ります。パケットは、その後のルールとは比較されません。すべてのルールと比較
された結果、一致が見つからなかった場合、デフォルトのルール アクションが適用
されます。 
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ネットワーク アクセスのルールセットとルールを追加および編集するには、次の手
順に従ってください。

1 ポリシー エディタで、[ ネットワーク アクセス ] を選択して、編集するアクセス
設定に適用されるテーブル列のリンクをクリックします。

[ ルールセット名 ] テキスト ボックスの真下にあるゾーンとアクセス タイプの情
報には、ゾーンの名前、およびアクセス設定がホスト ネットワーク アクセスに
適用されるか、または ACE インスタンスのネットワーク アクセス（ゲスト アク
セス）に適用されるかが示されます。

2 ルールセット エディタを使用して、セット内のルールの順序を変更する、ルー
ルを編集する、およびホストとゲストのいずれに DNS、DHCP、または ICMP の
使用を許可するかを指定します。

デフォルトでは、DNS、DHCP、および ICMP はホストとインスタンス アクセス
の両方のネットワーク アクセス セットアップに含まれます。VMware では、
DHCP と DNS はゾーン検出に重要であるため、これらを選択されたままにして
おくことをお勧めします。

次の設定がホストに適用されるか、ACE インスタンス（ゲスト アクセス）に適
用されるかは、次のホスト ネットワーク アクセス ルールセットとゲスト ネット
ワーク アクセス ルールセットのいずれを編集するかによって異なります。

DNS　ゲストまたはホストが DNS サーバを使用して IP アドレスを解決でき
るようにします。このホストまた ACE インスタンスのその他のネットワー
ク アクセス設定に DNS サーバが含まれていない場合は、このオプションを
選択してください。

DHCP　ゲストまたはホストが DHCP サーバを使用して IP アドレスを解決で
きるようにします。ホストまた ACE インスタンスのその他のネットワーク 
アクセス設定に DHCP サーバが含まれていない場合は、このオプションを選
択してください。

ICMP　ping コマンドを利用できるようにします。ゲストに関しては、ping 
を実行することで、ACE インスタンス間のネットワークの接続性をチェック
できます。ホストに関しては、ネットワーク内の他のホストとの、および 
ACE インスタンスとのネットワークの接続性をチェックできます。

3 （オプション）ルールを追加または編集するには、次のいずれかを実行します。

特定のルールの設定を変更するには、ルールセット エディタのテーブルの
該当するルール行をクリックして、[ 編集 ] をクリックします。

ルールを追加するには、[ 追加 ] をクリックします。 
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4 （オプション）[ ルール エディタ ] ダイアログ ボックスを使用して、トラフィッ
クのタイプを指定し、指定されたネットワークの場所、プロトコル、およびポー
ト、またはポートの範囲からトラフィックをブロックまたは許可するかどうかを
指定します。

アドレス　既存のホスト名またはアドレスを編集するには、その項目をダブ
ルクリックして、編集します。すべての IP アドレスのワイルドカード設定
は、0.0.0.0/0 です。 

プロトコル　特定のプロトコルの通信を許可またはブロックするには、[ プ
ロトコル ] リストから [ カスタム ] を選択します。プロトコル番号はパケッ
トにあります。その番号が [ カスタム ] フィールドに指定されている番号と
一致する場合、パケットはルールが指定するとおりに許可またはブロックさ
れます。プロトコル番号は、IPv4 パケットのプロトコル フィールドで使用
されます。 

プロトコル番号のリストについては、Internet Assigned Numbers Authority
（IANA）組織の Web サイトを参照してください。ほとんどのプロトコル番
号は恒久的に割り当てられます。 

リモート ポートとローカル ポート　TCP と UDP のいずれかを使用している
場合で、このタイプのトラフィックの特定ポート番号でルールを承認する場
合は、ポート番号またはポート番号の範囲を入力します。 

ワイルドカードのポート設定は ""（二重引用符）です。

通常、ローカル ポートとリモート ポートのどちらか一方に基づいたフィル
タを指定する必要があります。両方で指定すると、適用されるルールと両方
の仕様が一致しなければならないためです（この一般的なルールの例外が 
DHCP です）。

ローカル ポートは発信パケットのソース ポートであり、着信パケットの送
信先ポートです。通常、ホストまたはゲストが一部のポート上でリモート接
続を取得するサーバとして使用される場合は、ローカル ポートを指定して
ください。

リモート ポートは着信パケットのソース ポートであり、発信パケットの送
信先ポートです。通常、ホストまたはゲストがクライアントであり、一部の
ポート上のリモート サーバとやりとりする場合は、リモート ポートを指定
してください。

manual_ws71.book  Page 425  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

426 VMware, Inc.

NAT 設定の変更
ACE インスタンスのホスト システム上の仮想ネットワーク VMnet8 に対して IP アドレ
ス範囲を指定するには、ネットワーク アクセス ポリシーの NAT 機能を使用すること
ができます。このネットワーク プロパティの設定は ACE パッケージでデプロイして
ください。 

NAT 設定を変更するには、次の手順に従ってください。

1 ポリシー エディタで、[ ネットワーク アクセス ] を選択します。

2 ポリシー ページの [ 仮想ネットワークのホスト ] をクリックします。

3 ダイアログ ボックスの [NAT] セクションで、[ このサブネットから IP アドレスを
割り当てる ] を選択します。

4 使用するサブネット IP アドレスを入力し、アドレスの最後のバイトとしてゼロ
（0）を入力して [OK] をクリックします。

5 ACE パッケージを作成してパッケージをデプロイします。

NAT 設定は、動的なポリシー設定ではありません。つまり、単に ACE 
Management Server にポリシー アップデートを発行しても、ACE インスタンス
は NAT 設定を変更しません。デプロイされた ACE インスタンスの設定は、ポリ
シーでそれを変更し、新しい ACE パッケージを作成およびデプロイすることに
よってのみ変更できます。

使用する物理ネットワーク アダプタの構成
ホストに複数のネットワーク アダプタが存在する可能性がある場合、ブリッジ ネッ
トワーク接続にどのネットワーク アダプタを使用するかを指定できます。たとえば、
無線アダプタのみ、または VPN のみを使用するように指定できます。

使用する物理ネットワーク アダプタを構成するには、次の手順に従ってください。

1 ポリシー エディタで、[ ネットワーク アクセス ] を選択します。

2 ポリシー ページの [ 仮想ネットワークのホスト ] をクリックします。

3 [ 自動ブリッジ ] セクションでいずれかのラジオ ボタンを選択します。

要注意   このプロパティを設定すると、この設定がインスタンスのホスト システム上
の ACE インスタンスと仮想マシンすべてに適用されます。

要注意   このプロパティを設定すると、この設定がインスタンスのホスト システム上
の ACE インスタンスと仮想マシンすべてに適用されます。
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4 [ デバイス名 ] を選択する場合は、一部またはすべてのデバイス名も入力します。

たとえば、ローカル エリア接続のデバイス名が Broadcom NetXtreme 57xx 
Gigabit Controller #2 である場合は、Broadcom または broadcom netxtreme と入
力することができます。Windows ホストでデバイス名を確認するには、[ コント
ロール パネル ] の [ ネットワーク接続 ] 項目に移動します。

5 [OK] をクリックします。

6 ACE パッケージを作成してパッケージをデプロイします。

この自動ブリッジ設定はホストのポリシーです。つまり、デプロイされた ACE 
インスタンスの設定は、ポリシーでそれを変更し、新しい ACE パッケージを作
成およびデプロイすることによってのみ変更できます。

ホストおよびゲスト アクセス フィルタと、トンネリング 
プロトコルとの対話の概要

ホストとゲストのアクセス フィルタは、トンネリング プロトコルとの対話で違いが
生じることがあります。

ホスト ネットワーク アクセス フィルタは、トンネリング プロトコル（たとえば 
VPN）でパケットがカプセル化される前に、トラフィックを確認します。ゲスト ネッ
トワーク アクセス フィルタは、トンネリング プロトコルでパケットがカプセル化さ
れた後に、トラフィックを確認します。 

このゲスト アクセス フィルタの動作では、トンネリング プロトコルまたはプロキシを
使用することでゲスト アクセスの制限をユーザーが通過してしまうことがあります。

ネットワーク アクセス ポリシーのアップデート
ホスト ポリシーを有効にするには、新しいパッケージを作成してデプロイする必要
があります。

管理された ACE 有効仮想マシンを使用してホスト ポリシーを含まないパッケージを
作成し、後から ACE 有効仮想マシンのネットワーク アクセス ポリシーを編集してホ
スト ポリシーを取り込み、変更を発行した場合、その ACE 有効仮想マシンのパッ
ケージから作成されたインスタンスにはホスト ポリシーが適用されません。この方
法でホスト ポリシーを適用しようとすると、ネットワーク アクセス ポリシーのペー
ジに警告メッセージが表示されます。 

カスタム パッケージ内のホスト ポリシーだけをパッケージ化し、パッケージのサイ
ズを小さくすることができます。
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取外し可能デバイスのポリシーの設定
取外し可能デバイスのポリシーを使用すると、ユーザーがそれぞれの ACE インスタ
ンスから取外し可能デバイスを接続および切断できるかどうかを制御できます。 

取外し可能デバイス ポリシーは、ACE 有効仮想マシンに適用され、その ACE 有効仮
想マシンから作成されたすべてのインスタンスの全ユーザーに影響します。

ポリシー エディタで [ 取外し可能デバイス ] を選択すると、この ACE 有効仮想マシン
の取外し可能デバイス タイプはすべてリストに表示されます。エンド ユーザーにア
クセスを許可するデバイスを指定できます。

USB デバイス ポリシーの設定
USB デバイス ポリシーを設定すると、USB デバイスへの ACE ユーザーのアクセスを
制限できます。ポリシーは動的です。つまり、ポリシー アップデートを ACE 
Management Server に発行することで、デプロイ済みの ACE インスタンスの設定を
変更できます。 

USB デバイスのアクセス レベル
各種さまざまな特異性で制限を設定し、ポリシー設定で制限のレベルを組み合わせる
ことができます。制限のレベルは次のとおりです。

特定の USB デバイス　たとえば、特定タイプのデジタル カメラの使用は許可し、
iPod モバイル デジタル デバイスの使用は無効にすることができます。

特定のデバイスのルールが存在する場合、そのルールはデバイスが属するデバイ
ス クラスのルール セットより優先されます。

特定の USB デバイスのリスト内のエントリは、すべてこの ACE 有効仮想マシン
のファイルに含まれるデバイス データベースに保持されます。データベースは
コピーして共有することができます。書き込み保護されていません。ファイルの
デフォルトの場所は次の通りです。

Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application 
Data¥VMware¥VMware Workstation¥usbhistory.ini

Windows Vista および Windows 7 の場合：C:¥ProgramData¥VMware¥VMware 
Workstation¥usbhistory.ini
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デバイス クラス　たとえば、マウスやキーボードなどのヒューマン入力デバイ
ス（HID）の使用は許可して、モデムや携帯電話などの通信デバイスの使用を禁
止することができます。

デバイスに特定のデバイス ルールが存在せず、複数のデバイス クラス ルールが
そのデバイスに適用される場合、ほとんどの制限付きルールが適用されます。た
とえば、デバイスは FAX 機能と印刷機能の両方を含むことがあり、そのため、
複数のクラスに属することもあります。1 つのルールが FAX デバイスをブロック
しているが別のルールは印刷デバイスを許可している場合、FAX と印刷デバイス
の組み合わせはブロックされます。

すべての USB デバイス　接続されているすべての USB デバイスへのアクセスが
許可または拒否されます。デバイス クラスのルールと特定のデバイス ルールは、
一般的なアクセス ルールに優先されます。

USB デバイスに対するアクセス ポリシーの設定
大容量ストレージ デバイス、プリンタ、ACE インスタンスへのモデムなどの USB デ
バイスに、エンド ユーザーが接続しないようにするためのポリシーを設定すること
をお勧めします。 

ポリシー エディタを使用する前に、ポリシー設定の戦略を決定してください。制限
された環境が必要な場合は、すべての USB デバイスに対するアクセスを一般にブ
ロックし、許可するクラスまたは特定デバイスを厳密に指定する計画を立てることが
できます。「USB デバイスのアクセス レベル（P.428）」を参照してください。

USB デバイスに対するアクセス ポリシーを設定するには、次の手順に従ってください。

1 ポリシー エディタで、[USB デバイス ] を選択します。

2 [ すべての USB デバイスへの汎用アクセス ] ラジオ ボタンを使用して USB デバイ
スへの一般的なアクセスを許可するか、またはブロックするかを指定します。

3 デバイス クラスごとに USB ポリシーを指定するには、次の手順に従ってください。

a [ 特定のタイプの USB デバイスへのアクセス ] リストにデバイスが表示され
ない場合は、[ 追加 ] をクリックして [USB デバイス クラス ] ダイアログ ボッ
クスでデバイスを選択して、[OK] をクリックします。

<Ctrl> キーと <Shift> キーを押して項目を選択すると、複数のクラスを選択
できます。

b リスト内の各デバイスに対してルールを指定するには、[ 特定のタイプの 
USB デバイスへのアクセス ] リスト内の [ 許可 ] チェック ボックスと [ ブロッ
ク ] チェック ボックスを選択します。
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4 特定のデバイスごとに USB ポリシーを指定するには、次の手順に従ってください。

a [ 個々の USB デバイスへのアクセス ] リストにデバイスが表示されない場合
は、[ 追加 ] をクリックして [USB デバイス リスト ] ダイアログ ボックスでデ
バイスを選択して、[OK] をクリックします。

デバイスが [USB デバイス リスト ] ダイアログ ボックスに表示されない場合
は、次のいずれかの作業を実行します。

デバイスをホストに接続して [ 更新 ] をクリックします。 

デバイスのベンダー ID（VID）とプロダクト ID（PID）を決定して、[ 手
動で追加 ] をクリックして情報を入力します。この情報は、USB デバイ
スを Windows コンピュータに接続する際に Windows Device Manager 
から使用できます。

b リスト内の各デバイスに対してルールを指定するには、[ 個々の USB デバイ
ス モデルへのアクセス ] リスト内の [ 許可 ] チェック ボックスと [ ブロック ] 
チェック ボックスを選択します。

c （オプション）デバイスの情報を変更するには、[ 削除 ] をクリックしてデバ
イスを新しい情報でもう一度追加します。

5 ポリシー エディタの [OK] をクリックします。

仮想プリンタ ポリシーの設定
VMware ACE には仮想プリンタが用意されています。このプリンタを使用すると、仮
想マシンに追加のドライバをインストールしなくても、ホスト コンピュータで使用
できるあらゆるプリンタで印刷することができます。

仮想プリンタの機能は、次の Windows ホストとゲスト OS で実行する ACE インスタ
ンスで利用できます。

ホスト　Windows XP、2003、Vista、または 7、32 ビットのみ

ゲスト　Windows 2000、XP、2003、Vista、7（32 および 64 ビット）、Red Hat 
Enterprise Linux 4（32 ビットのみ）、Ubuntu、および SUSE

仮想プリンタのポリシーを有効にすると、シリアル ポートが仮想マシンに追加され
ます。このシリアル ポートは、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに、
[ 仮想プリンタで使用 ] 概要とともに表示されます。このシリアル ポートは、仮想マ
シン設定エディタでは追加または削除できません。追加または削除するには、仮想プ
リンタ ポリシーのオプションを有効または無効にする必要があります。
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エンド ユーザーは、ACE インスタンスをインストールした後に、[VM] - [ 仮想プリン
タ ] メニュー コマンドを使用して、ゲストがホストから利用できるプリンタを指定で
きます。Windows ホストのエンド ユーザーで問題が発生した場合は、TP AutoConect 
Service Windows サービスが起動していることを確認してください。

ランタイム環境設定ポリシーの設定
ランタイム環境設定ポリシー ページでオプションを設定すると、ユーザーが選択で
きる Workstaion ランタイム属性を指定できます。

ランタイム環境設定
次の情報を使用して有効にする機能を決定してください。

常にフル スクリーンで実行　VMware Player は起動時にフル スクリーンで表示さ
れ、ホスト OS は非表示になります。たとえば、ホスト システムと ACE インスタ
ンスとの環境の違いによる混乱を防ぐ場合には便利です。

ツール バーの最小化ボタンをクリックすると、ホスト OS に戻ることができま
す。マウスのポインタを使用できない場合は、<Ctrl>+<Alt> キーを押すと、表
示が最小化されます。

フル スクリーン ツール バーを常に非表示　エンド ユーザーは、フル スクリーン 
モード時に画面の上部に通常表示されるツール バーを表示できません。 

常にアプライアンス ビューで実行　ACE インスタンスはアプライアンス ビュー
で開き、ユーザーはコンソール ビューに変更できません。 

この設定を使用するには、仮想マシンのアプライアンス ビューも有効にする必
要があります。「仮想マシンのアプライアンス ビューの構成（P.188）」を参照し
てください。このポリシーをアプライアンス ビューを有効にせずに使用しよう
とすると、ユーザーが ACE インスタンスを起動するときにエラー メッセージが
表示されます。 

注意   ACE 有効仮想マシンにシリアル ポートがすでに 4 つある場合、その仮想プリン
タに別のシリアル ポートを追加することはできません。仮想プリンタを有効にする
には、既存のシリアル ポートを削除してください。

注意   ACE 仮想プリンタ ポリシーが有効な場合は、[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] で 
[ 仮想プリンタ ] が利用可能であり、ACE 仮想プリンタ ポリシーを無効にするまでそ
の選択を解除できません。
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ユーザーによるメモリ割り当て変更を許可　[メモリ割り当ての変更] コマンドが 
VMware Player の [VM] メニューに表示されます。

パワーオン時に必要があれば、仮想マシンのメモリ サイズを縮小　使用可能な
メモリの量が仮想マシンに構成されている量よりも少ない場合でも仮想マシン
がパワーオンします。この機能を使用せず、必要なメモリ量を利用できない場
合、ユーザーは仮想マシンのパワーオンへのメモリ割り当てを変更する必要が
あります。

拡張仮想キーボードの設定
次の情報を使用して有効にする機能を決定してください。

セキュアな入力のために拡張仮想キーボードを要求　この設定は Windows ゲス
トを実行している Windows ホストのみに適用されます。この機能は、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。また、
Windows のキー操作処理や下位層に存在しないマルウェアを迂回して、迅速に
キーボード入力が直接処理されるため、セキュリティも向上します。

ACE インスタンスでこの機能を使用すると、エンド ユーザーが 
<Ctrl>+<Alt>+<Delete> キーを押した際に、ゲストとホストの両方ではなく、
ゲスト システムのみがコマンドに反応します。

この機能のランタイム ポリシーを作成する前に、仮想マシン設定エディタで拡
張キーボード フィルタをオンにしてください。「Windows ホストの拡張仮想キー
ボードの使用（P.350）」を参照してください。

ACE インスタンスがインストールされている場合、ゲスト OS の最初の起動時
に、特殊なキーボード フィルタ ドライバがホストにインストールされます。イ
ンストール後に、エンド ユーザーはホスト コンピュータを再起動する必要があ
ります。その後、キーボード フィルタリングが有効になります。

疑わしいキーロガーが検出された場合　キーストロークのロギングとは、ユー
ザーのパスワードの指定を含め、ユーザーのキーストロークを記録する方法で
す。VMware ACE には、キーロガーを検出できる（無効にはしません）機能が備
わっています。 

[ ユーザーに確認する ] を選択すると、エンド ユーザーは、終了することも、仮
想マシンの使用を続行して、キーロガーが検出されたことをログに記録するの
みに留めることもできます。 キーロガーが検出された場合に、エンド ユーザー
による仮想マシンの使用の続行を許可すると、キーロガーは、それ以後もユー
ザーのキーストロークを記録します。この可能性を排除するには、[ 終了 ] を選
択します。
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終了動作の設定
次の情報を使用して有効にする機能を決定してください。

非 Pocket ACE インスタンスを閉じる場合　[ユーザー環境設定] を選択した場合、
ユーザーは VMware Player の [ 環境設定 ] ダイアログ ボックス（[ ファイル ] - [ 環
境設定 ]）の [ サスペンド ] と [ パワーオフ ] にアクセスできます。 その他の選択
肢を選択した場合、ユーザーが [ ファイル ] - [ 終了 ] を選択するか、VMware 
Player の [ 閉じる ] ボックスをクリックすると、エンド ユーザーの仮想マシンは
サスペンドまたはパワーオフされます。

Pocket ACE インスタンスを閉じる場合　[ ユーザー環境設定 ] を選択した場合、
ユーザーは VMware Player の [ 環境設定 ] ダイアログ ボックス（[ ファイル ] - [ 環
境設定 ]）の [ モバイルに移行 ] と [ モバイルに移行するか、コンピュータとの接
続を維持するか確認する ] にアクセスできます。

常にパワーオフ　仮想マシンはパワーオフされ、ホストと同期されます。同
期が終わると、ユーザーは USB デバイスをアンプラグして、これを別のマ
シンで使用できます。 

常にサスペンド　VMware Player を終了してもデバイスはアンプラグされま
せん。仮想マシンはサスペンドされ、同期は発生しません。 

常に破棄　VMware Player を終了しても同期されません。すべての変更が失
われます。

手動での仮想マシンのパワーオフまたはリセットをユーザーに許可　[リセット] 
と [ パワーオフして終了 ] コマンドが [VM] - [ パワー ] メニューに表示されます。
このオプションを選択しない場合は、ACE インスタンスをパワーオフまたはサス
ペンドするのに、VMware Player を終了することが必要になります。

Pocket ACE キャッシュの設定
パフォーマンス上の理由で、Pocket ACE を使用する場合、USB デバイスからのファイ
ルが必要に応じてホストでキャッシュされます。Pocket ACE の使用を終了する際に
は、アップデートされたファイルが USB デバイスに書き込まれるように変更を同期
してください。 

ホストに十分なディスク領域がない場合は、このキャッシュを無効にできます。たと
えば、Pocket ACE の仮想ディスクが 8GB あり、キャッシュ用にホストの 8GB のディ
スク領域が必要となることが考えられるとします。ホストにキャッシュを作成したく
ない場合は、セキュリティ上の理由からキャッシュを無効にすることもできます。 

キャッシュを無効にすると、「Pocket ACE インスタンスを閉じる場合」のリストの終
了動作は、[ 常にパワーオフ ] に変わりますが、同期は必要ないため発生しません。 
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スナップショット ポリシーの設定
次の 2 種類のスナップショットにはポリシー オプションを設定できます。

再イメージ スナップショット　インストール時に、暗号化（適切な場合）、イン
スタンス カスタマイズ、ドメイン参加を含む、必要なインスタンス セットアッ
プの手順がすべて完了した後、スナップショットが作成されます。スナップ
ショットは仮想マシンの最初の実行前に作成されます。

再イメージ スナップショットを使用すると、ACE 管理者（または管理者が再イ
メージ スナップショットのオプションをユーザーに対して有効にしている場合
はそのユーザー）は、その既知の適切な開始日、または既知の適切なアップデー
ト済み再イメージ状態に、ACE インスタンスを戻すことができます。 

再イメージ スナップショットのオプションを有効にしている場合、そのオプ
ションのコマンドは、[VM] - [ スナップショット ] メニューに表示されます。 

再イメージ スナップショットのオプションをユーザーに対して有効にしないこ
とを選択した場合は、管理者モード ポリシーを介して管理者モード アクセスを
提供することで、ユーザーのマシン上の再イメージ スナップショットの置き換
え、またはスナップショットへの復元が可能になります。「管理者モード ポリ
シーの設定（P.435）」を参照してください。 

ユーザー スナップショット　インスタンスの実行時、またはパワーオフ直後の
いずれかに、ユーザーが ACE インスタンスのスナップショットを作成できるよ
うにします。また、ユーザーにユーザー スナップショットの削除を許可するこ
ともできます。 

ユーザー スナップショットを使用すると、ユーザーは仮想マシンから既知の安
定した状態に戻ることができます。ユーザー スナップショットは、再イメージ 
スナップショットに影響せずに作成、および戻したり削除したりすることができ
ます。ユーザー スナップショットは、一度に 1 つだけ保存できます。

ユーザー スナップショットのオプションを有効にしている場合、そのオプショ
ンのコマンドは、[VM] - [ スナップショット ] メニューに表示されます。

注意   ACE 有効仮想マシンの aceMaster.dat ファイルを編集することで自動再
イメージ スナップショットを手動で無効にしてください。
packaging.takeReimageSnapshot オプションを編集してください。

注意   Pocket ACE インスタンスのスナップショットを作成することはできません。
Pocket ACE に関する詳細は、「第 21 章 Pocket ACE （P.473）」をご覧ください。
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管理者モード ポリシーの設定
管理者モード ポリシーを使用すると、次のいずれかを実行できるように管理パス
ワードを設定できます。

ユーザーのマシンで ACE インスタンスを実行して、仮想マシン設定にアクセス
する管理者モードを入力し、インスタンスの設定を変更します。設定は編集のみ
可能です。仮想ハードウェア デバイスを追加または削除することはできません。

ユーザーのマシンで ACE インスタンスを実行して、管理モードに入り、すべて
のスナップショットのコマンドにアクセスします。「スナップショット ポリシー
の設定（P.434）」を参照してください。

ACE ユーザーのシステム上の vmware-acetool コマンドライン プログラムを
使用して、スタンドアロン ACE インスタンスの限定された一連の問題を修正し
ます。 

ACE インスタンスで管理者モードを使用
エンド ユーザーの仮想マシンで管理者モードを使用すると、エンド ユーザーが利用
できない可能性のある機能とコマンドにアクセスしてトラブルシューティングを行う
ことができます。

ACE インスタンスで管理者モードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 エンド ユーザーのマシン上で VMware Player を起動して、[VM] - [ACE] - [ 管理者
モードに変更 ] を選択します。 

2 管理者がアクセスするためのパスワードを入力します。 

3 次のようにコマンドを選択します。

ユーザーのマシンから仮想マシン設定を編集するには、[VM] - [ 設定 ] を選択
します。このコマンドは Windows ホスト上のみで利用可能です。

ユーザー スナップショットのコマンドを使用するには、[VM] - [ スナップ
ショット ] を選択します。

再イメージ スナップショットのコマンドを使用するには、[VM] - [ スナップ
ショット ] - [ 再イメージ スナップショットまで戻る ] を選択します。

ACE ツールを使用する場合は、「vmware-acetool コマンドライン ツールの使
用（P.496）」を参照してください。 

4 仮想マシンの設定変更が終了したら、またはスナップショットのコマンドの使用
を終了したら、[VM] - [ACE] - [ 管理者モードを終了 ] を選択します。
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Kiosk モード ポリシーの設定
ACE インスタンスを Kiosk モードで実行すると、ユーザーは、ホスト システムにまっ
たくアクセスできなくなります。たとえば、ユーザーは、ホスト マシンをシャット
ダウンできません。仮想マシンはフル スクリーン モードで動作し、ACE メニュー 
バーや ACE Player のオンライン ヘルプを表示しません。

ACE インスタンスの Kiosk モード ポリシーが有効になっている場合、デフォルトで、
起動時に次の情報を提供するメッセージが表示されます。

仮想マシンが Kiosk モードに入ろうとしていることをユーザーに警告します。 

Kiosk モードの終了に使用するキーの組み合わせをユーザーに伝えます。デフォ
ルトは、仮想マシンからの入力の解放に使用されるホット キーの組み合わせで
す（多くの場合、これは <Ctrl>+<Alt> です）。「Kiosk モードを終了するキーの組
み合わせの変更（P.436）」を参照してください。

ポリシーに管理者パスワードが含まれる場合は、Kiosk モードを終了するキーの
組み合わせを押した後にパスワードを入力した場合にのみ、ホスト アクセスが
可能になることをユーザーに伝えます。

ユーザーが Kiosk モードを終了すると、終了時動作のランタイムの環境設定ポリシー
に応じて、仮想マシンがパワーオフまたはサスペンドされます。Pocket ACE インス
タンスはパワーオフおよび同期されます。仮想マシンがパワーオフされると、ACE 
Player は、ユーザーに Kiosk モードの終了を求めるプロンプトを表示します。

Linux ホストの場合は、ACE インスタンスのインストール後に、いくつかの追加のプ
ロパティを設定する必要があります。「Kiosk モードで実行するための Linux ホストの
準備（P.488）」を参照してください。

Kiosk モードの起動オプションについては、「デフォルトの Kiosk モードの起動時動作
の変更（P.492）」および 「Kiosk モードでの複数の仮想マシンの使用（P.493）」を参
照してください。

Kiosk モードを終了するキーの組み合わせの変更
<Ctrl>、<Alt>、<Shift>、<Windows> キーまたはこれらのキーと標準のキーの組み
合わせを使用できます。 

Kiosk モードを終了するキーの組み合わせを変更するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ポリシー エディタで、[Kiosk モード ] を選択します。

2 [ 常にキオスク モードで実行 ] を選択し、[ キオスク モードを終了するカスタム 
ホット キー ] を選択します。
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3 [ ホット キーをここに入力 ] フィールドをクリックして、キーの組み合わせを押
します。

たとえば、文字 Alt+X を入力するのではなく、<Alt>+<X> を押します。

スタンドアロン ACE インスタンスのホットフィックス 
ポリシーの設定

スタンドアロン ACE インスタンスのユーザーは、ACE パスワードを紛失または忘失
したり、期限切れの ACE インスタンスを実行しようとしたり、コピー保護された 
ACE インスタンスを新しい場所に移動したりする場合に、このポリシーを使用して
ホットフィックスを要求できます。

スタンドアロン ACE インスタンスではなく、管理された ACE インスタンスに関して、
このような種類の問題に対処するには、VMware ヘルプ デスク WebActive Directory 
または Workstation のインスタンス ビューを使用してください。 詳細については、

『ACE Management Server 管理者マニュアル』を参照してください。

ホットフィックス リクエストとは、ユーザーが管理者に対応を求める場合に、送信
が必要となるファイルです。ユーザーが管理者に手動でファイルを送信するか、また
はホットフィックスのリクエスト ウィザードによって生成された電子メールから送
信するかを設定する必要があります。

自動的に生成される電子メールについては、ユーザーのコンピュータのホットフィッ
クス リクエスト ウィザードは、ホスト OS 上の MAPI 電子メール クライアントを使用
しようとします。ホットフィックス リクエスト ファイルは、電子メール メッセージ
の添付ファイルとして送信されます。メッセージでは、ユーザーが指定した電子メー
ルのアドレスと件名の行が使用されます。

電子メールを選択し、自動送信に失敗した場合、ホットフィックス リクエスト ウィ
ザードによって、ユーザーはホットフィックス リクエストをファイルとして保存で
きます。その後、ユーザーはファイルを管理者に手動で送信する必要があります。

管理者は Workstation を使用してホットフィックス リクエストに応答します。「ホッ
トフィックス リクエストへの対応（P.498）」を参照してください。
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管理されている ACE インスタンスのポリシーの更新頻度の
設定

このポリシーは、ACE インスタンスが実行中に ACE Management Server に接続して
ポリシーの更新をダウンロードする頻度を制御します。また、ACE Management 
Server に接続できない場合は、管理されている ACE インスタンスを使用できる期間も
制御します。

このポリシーは、管理されている ACE インスタンスのみに適用されます。スタンド
アロン ACE インスタンスに対するポリシーの更新をデプロイするには、ポリシー 
アップデートのパッケージを作成する必要があります。ポリシーの変更は、アップ
デート パッケージがインストールされた後、インスタンスの起動時に適用されます。

オフライン使用の設定には、警告メッセージとタイムアウト メッセージのテキスト
が含まれます。メッセージはテキストを追加することでカスタマイズできます。パネ
ルの上のコントロールを使用して分、時間、または日数を変更する以外、既存の標準
テキストを編集することはできません。

ポリシーの更新は、次の例外を除いて、インスタンスの実行中には適用されません。

ユーザーとグループのリスト、パスワード、およびスクリプトを含むコントロー
ル ポリシーにアクセスするアップデートは、インスタンスが次にパワーオンさ
れるときに適用されます。

ポリシーの更新頻度に関するポリシーへのアップデートは、[ACE インスタンス
のパワーオン時のみ ] に設定されている場合は、インスタンスが次にパワーオン
されるときに適用されます。

ホストで実行する ACE インスタンスのコントロール
次のような制限を設定できます。

ACE インスタンス以外の仮想マシンがマシン上で実行できるかどうかを指定す
る。これは、管理者がパッケージをインストールする必要があるホスト全体のポ
リシーです。

特定の作成者 ID を持つ ACE のみがマシン上で実行できることを指定する。

仮想マシン ディレクトリの aceMaster.dat ファイルを編集することで、ホスト上で
実行できる仮想マシンと ACE インスタンスを制御できます。

開始する前に、エンド ユーザーのマシン上で複数の ACE インスタンスを実行する場
合は、ホスト全体のポリシーの設定に使用する ACE 有効仮想マシンを決定してくだ
さい。
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ホストで実行する ACE インスタンスを制御するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation がインストールされている管理者のマシン上で、ACE 有効仮想マシ
ンをパワーオフして閉じます。

2 テキスト エディタで ACE 有効仮想マシンの aceMaster.dat ファイルを開きます。

このファイルは、ACE 有効仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）と同じ
ディレクトリにあります。

3 （オプション）非 ACE 仮想マシンがホスト上で実行できないように指定するに
は、allowVMs プロパティを検索して、これを 1 から 0 に変更します。

4 requiredCreatorID プロパティを見つけて、これを識別子に設定します。 

たとえば、必要な作成者 ID を creator1 に設定するには、行を次のように編集
します。

requiredCreatorID = "creator1"

requiredCreatorID をホストごとに一度設定してください。同じホスト上で実
行しているその他の ACE インスタンスにこのプロパティを設定する必要はあり
ません。

これは、管理者がパッケージをインストールする必要があるホスト全体のポリ
シーです。

5 creatorID プロパティを検索して、これを同じ識別子に設定します。 

たとえば、作成者 ID を creator1 に設定するには、行を次のように編集します。

creatorID = "creator1"

この作成者 ID を持つ ACE インスタンスのみが同じホストで実行できます。

プレーン テキストの ID 文字列は管理者のマシンの aceMaster.dat ファイルに
存在しますが、ポリシー ファイルでは非表示です。 

ACE インスタンスのポリシー セットを requiredCreator=yourPolicySetting 
に発行し、ホストにインストールした場合、作成者 ID を知るのは自分だけ（お
よび管理者ファイルへのアクセス権を持つ他のユーザー）となります。
requiredCreator ポリシー設定を知らないと、ホスト上で実行できる独自の 
ACE インスタンスを作成することができません。

6 次のいずれかを実行します。

新しい ACE インスタンスを作成する場合は、この ACE 有効仮想マシンのパッ
ケージを作成し、これをエンド ユーザーのホストにインストールします。

スタンドアロン ACE インスタンスのアップデートを作成する場合は、アッ
プデート パッケージを作成します。
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管理されている ACE インスタンス用にアップデートを作成する場合は、そ
の仮想マシンを開き、ACE Management Server に変更を発行します。

allowVMs プロパティまたは requiredCreatorID プロパティへの変更は、ホス
ト全体のポリシーへの変更を意味します。これらのホスト ポリシーを含むパッ
ケージは、インストールに管理者の権限を必要とします。

7 （オプション）エンド ユーザーのマシンで複数の ACE インスタンスを実行する場
合は、次のいずれかを実行してください。

a その他の ACE 有効仮想マシン向けに aceMaster.dat ファイルを編集し、
creatorID プロパティを手順 5 で使用した値に設定します。

creatorID プロパティのみを設定し、他の仮想マシン用の 
requiredCreatorID プロパティは設定しないでください。

b 手順 6 を繰り返します。

プラグイン ポリシー スクリプトの記述
スクリプトを記述して、VMware Player の特定のポリシーを制御できます。 ユーザー
のコンピュータでサポートされている任意の言語を使用できます。

セキュリティ上の理由から、スクリプトはパッケージの一部としてデプロイし、パッ
ケージ インストーラでインストールする必要があります。ユーザーはこれらのスク
リプトを変更できません。 

スクリプトを実行すると、スクリプトが適切な値を StdOut ファイルに書き込みま
す。StdOut ファイルへの出力は、最大 4096 バイトまで可能です。

パッケージに使用するスクリプトを、仮想マシン ディレクトリの ACE Resources 
ディレクトリに配置してください。スクリプトは ACE Resources ディレクトリのサ
ブディレクトリに配置しないでください。スクリプトで追加のリソース ファイルが
必要な場合は、これらのファイルを ACE Resources ディレクトリ直下に配置してく
ださい。スクリプトがこれらのリソースを参照する際には、必ず相対パスが使用され
るようにします。

また、スクリプトで StdErr ファイルにメッセージを書き込むこともできます。
StdErr ファイルへの出力は、最大 4096 バイトまで可能です。 StdErr ファイルで生
成されるメッセージは、次の場所のエンド ユーザーのマシンのログ ファイルに記録
されます。

<UserAppData>¥VMware¥VMware ACE¥<package_name>¥Virtual 
Machines¥<VM_name>¥vmware.log

スクリプトの終了コードは、スクリプトが成功したか失敗したかを示します。
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表 19-1 は、スクリプト実行環境での環境変数セットを説明したものです。

すべてのスクリプトは、エンド ユーザーが VMware Player を起動するたびに、または
仮想マシンをリセットするたびに実行されます。スクリプトの中には他のスクリプト
よりも頻繁に実行されるものもあります。たとえば、有効期限スクリプトは 24 時間
ごとに実行されます。

「ポリシー スクリプトの例（P.441）」に示されたサンプル スクリプトは、次の場所に 
VMware Player とともにインストールされます。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware Player¥Samples

これに続くトピックは、各種ポリシーを制御するためにスクリプトが StdOut ファイ
ルに書き込む必要のある出力のフォーマットを示しています。

ポリシー スクリプトの例
例には、認証スクリプト、ホストからゲストへのデータ スクリプト、およびパワー
オン フック スクリプトが含まれます。

サンプル スクリプトは、VMware Player とともに、次の場所にインストールされます。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware Player¥Samples

認証スクリプトの例
このスクリプト例は、認証スクリプトに必要な基本的な要素を含みます。認証スクリ
プトの目的とは、次のいずれかの操作を行うことです。 

ユーザーが仮想マシンへのアクセス権を付与されている場合、このユーザーに対
してキーを作成するために使用されるデータを生成して、これを出力として送信
します。データはユーザーごとに一意である必要があります。アクセス権が付与
されている場合、終了コードは 0 です。

ユーザーが仮想マシンへのアクセスを拒否される場合、スクリプトはゼロ以外の
終了コードで終了します。これは終了コードへの参照であり、出力値ではありま
せん。

表19-1  環境変数

変数 説明

VMWARE_MASTER_ID ACE 有効仮想マシンの ID（ACE マスター）。

VMWARE_PACKAGE_ID 仮想マシンを作成したパッケージの ID。

VMWARE_INSTANCE_ID 仮想マシンの最初のパワーオン時に TRUE に設定される
ブール値。それ以外は FALSE に設定されます。
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スクリプトの出力がハッシュされ、仮想マシン ファイルを暗号化および復号化する
ためのキーが作成されます。このスクリプトを最初に実行するときに、出力がハッ
シュされ、仮想マシンが暗号化されます。仮想マシンが復号化される場合には、スク
リプトは同じ値を返す必要があります。スクリプトが別の値を返す場合、仮想マシン
は復号化されず、ユーザーにはエラー メッセージが表示されます。

スクリプトはあらゆる値を返す可能性があります。安全策として、印刷可能な文字の
みを含む値は、32 バイト以上にする必要があります。バイナリ データに関しては、
適切なエントロピーを確保するために 16 バイト以上とする必要があります。出力は、
StdOut ファイルに送信されます。

次の例は Perl で記述されています。これは、Workstation によって sample_auth.pl 
としてインストールされます。実行するには、これを Perl インタプリタでコンパイル
してください。

#
# VMware Sample Script
#
# Sample script for ACE script authentication
#
# Description:
# This sample script looks up the user as defined in the environment
# variable TEST_USERNAME and returns seed data that is used to make a key
# for authenticationpurposes.
#
# It assumes that the username is defined in the environment variable
# TEST_USERNAME (a ficticious environment variable used for this sample)
# and returns the seed data from a harcoded map of username to seed data.
#
# Input to script:
# None.
#
# Returns:
# 0 if successful (user is correctly authenticated).
# -1 if TEST_USERNAME is not set, or the user is unrecognized.
#
# Expected output:
# Seed data for creating script authentication key on stdout.
#
# Notes:
# If the script returns success, its output will be used to create a key.
# Therefore, it is important that the output of this script be unique for
# each user, and that there is enough data to make a meaningful key (at
# least 16 bytes).
#
#

my %user_map= ( 'charlie' => 'E1C4F612135B4D98A33B2C9BD595025D',
'kathy' => 'C79AFFEF773D61225751C2566858DB08',
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'beth' => '05B169B439B26AAB2EA4F755B7E3800C',
'ernie' => '8CE63D4AA2068BD8AFF2D1B05F3495A5',
'bert' => '"172B1619B2EFBE0E4F381AA1C428F049'
);

my $username = $ENV{TEST_USERNAME};
if (! defined $username) {

print "You should set the TEST_USERNAME environment variable.¥n";
exit(-1);

}

my $key_seed = $user_map{$username};
if (! defined $key_seed) {

print "Unrecognized username.¥n";
exit(-1);

}

print $key_seed;
exit(0);

ホストからゲストへのデータ スクリプトの例
次の例は Perl で記述されています。これは、Workstation によって 
sample_hostdata.pl としてインストールされます。このスクリプトを実行するに
は、Perl インタプリタが必要です。

#
# VMware Sample Script
#
# Sample script for ACE Host-Guest Data script
#
# Description:
# This sample script passes information defined on the host to the guest.
# It assumes that the machine name is defined in the environment variable
# TEST_MACHINENAME and that the asset tag is defined in the environment
# variable TEST_ASSETTAG. (These are fictitious variables used for this # #

sample).
#
# Input to script:
# None.
#
# Returns:
# 0 if successful.
#
# Expected output:
# Set of acceptable key/value pairs where the values are fetched from the
# environment variables. These values can be retrieved from within the
# Guest operating system using the VMware Tools.
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my $machine_name = $ENV{TEST_MACHINENAME};
my $asset_tag = $ENV{TEST_ASSETTAG};
my $host_mac = $ENV{TEST_MACHINEMAC};

if (defined $machine_name) {
print "machine.id = " . $machine_name . "¥n";

}

if (defined $asset_tag) {
print "guestinfo.assetTag = " . $asset_tag . "¥n";

}

if (defined $host_mac) {
printf "guestinfo.mac = " . $host_mac . "¥n";

}

exit(0);

パワーオン フック スクリプトの例
次の例は Perl で記述されています。これは、Workstation によって 
sample_poweron.pl としてインストールされます。このスクリプトを実行するに
は、Perl インタプリタが必要です。

#
# VMware Sample Script
#
# Sample script for ACE power-on hook
#
# Description:
# This sample script implements a power-on hook for ACE. This can be used
# in addition to authentication to control the circumstances under which an
# ACE is allowed to run.
# This script assumes that the username is defined in the environment
# variable TEST_USERNAME (a ficticious environment variable used for this
# sample) and returns TRUE if the user is allowed to run, and FALSE
# otherwise.
# Input to script:
# None.
#
# Returns:
# TRUE if username is on white list.
# FALSE if username is not on white list or is undefined.
#
# Expected output:
# One of the strings "TRUE" or "FALSE"
#
#
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my @white_list = ("alan", "bob", "mary", "sonia", "chris");

my $username = $ENV{TEST_USERNAME};
if (! defined $username) {

print "FALSE";
exit(0);

}

my @grepNames = grep(/$username/, @white_list);
if (@grepNames == 1) {

print "TRUE";
exit(0);

}

print "FALSE";
exit(0);

VMware Player インターフェイスのカスタマイズ
（Windows ホストのみ）

Windows ホスト上で動作する ACE インスタンスに関しては、VMware Player ユーザー 
インターフェイスのいくつかの側面をカスタマイズできます。これらのカスタマイズ
はテキスト ファイルで保存して、スキン ファイルと呼ばれるテキスト ファイルにす
る必要があります。

スキン ファイルの作成と指定
スキン ファイルは VMware Player ユーザー インターフェイスをカスタマイズするため
のパラメータ設定を含みます。アプリケーションのアイコン、タイトル バーに表示
されるテキスト、および取外し可能デバイスの表示方法を変更するには、このファイ
ルを使用します。

この機能は、Windows ホスト上で動作している VMware Player に対してのみ利用でき
ます。

スキン ファイルを作成および指定するには、次の手順に従ってください。

1 テキスト エディタを使用してカスタマイズするパラメータを含むスキン ファイ
ルを作成します。

パラメータごとに 1 行を使用し、次のフォームを使用します。

<parameter> = "<value>"
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パラメータで使用する値のリストについては、表 19-2、表 19-3、および表 19-4
を参照してください。

スキン ファイルで 1 行コメント アウトするには、その行をポンド（#）記号で開
始します。

2 ACE 有効仮想マシンの仮想マシン ディレクトリの ACE Resources ディレクトリ
に、skin.txt というファイル名でスキン ファイルを保存します。

ファイル名は skin.txt である必要があります。 

3 （オプション）VMware Player アイコン以外のアプリケーション アイコンを表示
するには、新しい .ico アイコン ファイルを ACE Resources ディレクトリに配
置します。

アイコンのサイズとスキン ファイルのパラメータについては、「VMware Player 
アイコンのカスタマイズ（P.446）」を参照してください。

4 Workstation で、ACE 有効仮想マシンを閉じます。

5 テキスト エディタを使用して仮想マシンのディレクトリで aceMaster.dat ファ
イルを開き、次の行を追加します。

vmplayer.skin = "skin.txt"

スキン ファイルは、ACE Resources ディレクトリにあるため、ファイルへの
ディレクトリ パスを指定する必要はありません。

6 aceMaster.dat ファイルを保存して閉じます。

7 （オプション）パラメータが正確に設定されているかどうかを確認するには、
VMware Player で仮想マシンをプレビューします。

「プレビュー モードでのポリシーおよびデプロイメント設定のテスト（P.463）」
を参照してください。

VMware Player アイコンのカスタマイズ
VMware Player には大小のアプリケーション アイコンがあります。大きなアイコンは
アプリケーションの切替インターフェイスに使用されます（<Alt>+<Tab> キーで表
示されます）。大きなアイコンのサイズは、通常 32x32 ピクセルですが、VMware 
Player では、システムの環境設定でアイコンに指定されているあらゆるサイズが使用
されます。小さい（16x16 ピクセル）アイコンは、VMware Player タイトル バーと、
VMware Player の Windows タスクバー ボタン上で使用されます。

manual_ws71.book  Page 446  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 447

第 19 章 ポリシーの設定と使用、および VMware Player のカスタマイズ

これらの目的で使用されるアイコンは .ico ファイル形式で、仮想マシンのディレク
トリの ACE Resources サブディレクトリに配置されている必要があります。スキン 
ファイルの主な適用可能パラメータは次のとおりです。

player.iconSmall = "<filename>"
player.iconLarge = "<filename>"

1 つの .ico ファイルに、さまざまなサイズの複数のアイコンを含めることができま
す。player.iconSmall と player.iconLarge に同じ .ico ファイルを指定できま
す。VMware Player は用途に合わせて適切なサイズのアイコンを抽出します。

タイトル バーのテキストのカスタマイズ
VMware Player のタイトル バーに表示されるテキストを指定できます。また、テキス
トの表示に使用するフォントとフォントのサイズも指定できます。

タイトル バーに表示されるテキストは、プレフィックス、仮想マシン名、およびサ
フィックスの 3 つの部分で構成されています。表 19-2 に一覧されているパラメータ
を使用すると、プレフィックスとサフィックスの設定、プレフィックスの省略、サ
フィックスの省略、または両方の省略を行うことができます。また、仮想マシン名を
含めたり、省略したりすることもできます。

すべての値をデフォルトのままにしておくと、タイトル バーには、仮想マシン名の
みが 32 ポイントの MS Shell Dlg フォントで表示されます。

表 19-2 は VMware Player のタイトル テキストのパラメータを説明したものです。

表19-2  VMware Player のタイトル テキストのパラメータ

パラメータ 型 デフォルト値 コントロール

player.title.prefix 文字列 "" タイトル バーのプレフィッ
クス

player.title.useVMName ブール "TRUE" 仮想マシン名を表示するか
どうか

player.title.suffix 文字列 "" タイトル バーのサフィッ
クス

player.title.font.face 文字列 "MS Shell Dlg" フォント名（フォントは
ユーザーのコンピュータで
利用できるもの）

player.title.font.size 整数 32 テキストごとのポイント サ
イズ
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取外し可能なデバイスの表示のカスタマイズ
VMware Player インターフェイスでは、取外し可能デバイスは、ツール バー上のボタ
ン、または [ デバイス ] メニュー上のメニュー項目のいずれかで表されます。表示の
種類を指定できます。また、テキスト、アイコン、またはその組み合わせを指定し
て、カスタム アイコンを指定することもできます。

カスタム アイコンを使用する場合は、アイコン ファイルを ACE 有効仮想マシンの仮
想マシン ディレクトリの ACE Resources ディレクトリにコピーしてください。

スキン ファイルで行った設定は、ユーザーが VMware Player の [ 環境設定 ] ダイアロ
グ ボックスで行った設定より優先されます。

デバイスがツール バーの項目として表示されるかどうかを制御するには、次のパラ
メータを使用してください。

player.deviceBar.toplevel = [TRUE | FALSE]

ツール バーに表示する場合は TRUE、メニューに表示する場合は FALSE を設定します。

仮想マシンに構成されている取外し可能デバイスごとに表示をカスタマイズするに
は、表 19-3 に示されたパラメータを使用してください。

表19-3  削除可能デバイスのパラメータ

パラメータ 型 デフォルト値 コントロール

player.deviceBar.

<deviceName>.buttonStyle

文字列（text、
icon、texticon）

"text" ツール バーのボタン、ま
たはメニュー項目の外観

player.deviceBar.

<deviceName>.buttonText
文字列 ユーザーフレンド

リなデバイス名
デバイスの接続時にツー
ル バーのボタン、または
メニュー項目に表示され
るテキスト

player.deviceBar.

<deviceName>.
buttonTextDisconnected

文字列
（オプション）

通常のボタン テ
キスト

デバイスの切断時にツー
ル バーのボタン、または
メニュー項目に表示され
るテキスト

player.deviceBar.

<deviceName>.tooltip
文字列 "" デバイスの接続時にツー

ルチップに表示されるテ
キスト

player.deviceBar.

<deviceName>.
tooltipDisconnected

文字列
（オプション）

通常のツール
チップ

デバイスの切断時にツー
ルチップに表示されるテ
キスト

player.deviceBar.

<deviceName>.icon
ファイル名 このタイプのデ

バイスを表すア
イコン

デバイスの接続時のカス
タム アイコン ファイル
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パラメータ名の <deviceName> に使用できるデバイス名は、次のとおりです。

floppy0、floppy1

serial0、serial1、serial2、serial3

parallel0、parallel1、parallel2

ide0:0、ide0:1、ide1:0、ide1:1（IDE CD-ROM またはハード ドライブ）

scsi0:0 ～ scsi0:7（SCSI CD-ROM またはハード ドライブ）

ショートカット キーの値
キーボード ショートカットを指定するには、仮想キー コードを使用します。仮想
キーコードは 16 進数形式を使用しており、0x の後に 16 進数が続きます。たとえば、
5A という仮想キー コードを値として使用する場合は、0x5A と入力します。

Microsoft 社の MSDN ウェブサイトでは、仮想キー コードの参照リストが提供されて
います。 

また、<Ctrl>、<Alt> キー、および <Shift> 修飾キー、またはこれらのキーの組み合
わせを使用することもできます。表 19-4 はショートカット キーの値を示したもの
です。

player.deviceBar.

<deviceName>
iconDisconnected

ファイル名
（オプション）

通常のアイコン デバイスの切断時のカス
タム アイコン ファイル

player.deviceBar.

<deviceName>.shortcutKey
keySpec デバイスの接続と切断を

切り替えるショートカッ
ト キーの組み合わせ

（「ショートカット キーの
値（P.449）」を参照）。

表19-3  削除可能デバイスのパラメータ（続き）

パラメータ 型 デフォルト値 コントロール
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.

キーと修飾キーを組合わせて表記する際は、該当するキーの仮想キー コードを入力
してからコンマで区切り、次に修飾キーの値を入力してください。たとえば、
<Ctrl>+<Shift>+<F1> という値のエントリは、0x70,0x6 です。

ショートカット キーを定義するときは、次のことに注意してください。

<Pause> と <Ctrl> キーを一緒に使用しないでください。 

<F12> を使用するときは 1 つ以上の修飾キーを使用してください。<F12> だけ
を使用することはできません。

<Shift> と <Ctrl>、<Alt> キーしか含まない組合せを使用することはできません。
これらのキーは、他のキーと組み合せた修飾キーとしてのみ使用できます。

サンプル スキン ファイル
player.title.prefix = "Our Company <<"
player.title.suffix = ">> Environment"
# player.title.useVMName = "FALSE"

# player.deviceBar.toplevel = TRUE
player.deviceBar.floppy0.buttonStyle = "icon"
player.deviceBar.floppy0.buttonText = "First Floppy Drive"
player.deviceBar.floppy0.shortcutKey = "0x30,0x7"
player.deviceBar.floppy0.icon = "custom-floppy.ico"
player.deviceBar.floppy0.tooltip = "Click to disconnect"
player.deviceBar.floppy0.tooltipDisconnected = "Click to connect"
# player.deviceBar.ethernet0.buttonStyle = "icon"
# player.deviceBar.ide1:0.buttonStyle = "icon"
# player.deviceBar.audio.buttonStyle = "icon"

表19-4  ショートカット キーの値

修飾キー 値

修飾なし 0x0

Alt 0x1

Ctrl 0x2

Shift 0x4

Ctrl+Alt 0x3

Alt+Shift 0x5

Ctrl+Shift 0x6

Ctrl+Alt+Shift 0x7
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この章では、ACE パッケージのデプロイメント設定の指定、ACE パッケージの作成、
エンド ユーザーへのパッケージのデプロイについて説明します。この章では、次の
トピックについて説明します。

デプロイメント設定の編集（P.451）
ACE Resources ディレクトリ（P.462）
ACE 有効仮想マシンの構成の確認（P.463）
プレビュー モードでのポリシーおよびデプロイメント設定のテスト（P.463）
パッケージの作成（P.465）
エンド ツー エンド デプロイ テストの実行（P.471）
パッケージのデプロイ（P.472）

デプロイメント設定の編集
デプロイメント設定により、インスタンスのカスタマイズや暗号化などのパッケージ
の特性を設定し、選択した数のパッケージにこの設定を適用できます。デプロイメン
ト設定の変更内容は、変更後に作成されたパッケージだけに適用されます。既存の
パッケージには適用されません。

仮想マシンでデプロイメント設定エディタを使用するには、その仮想マシンの ACE 
機能を有効にする必要があります。「ACE パッケージの作成とデプロイの概要

（P.398）」を参照してください。

ACE パッケージのデプロイ 20
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デプロイメント設定を編集するには、次の手順に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンを選択して、[VM] - [ACE] - [ デプロイメント設定 ] を選択し
ます。

2 デプロイメント設定エディタで、[ 設定 ] リストからアイテムを選択します。

3 デプロイメント設定の設定パネルを完了して、[OK] をクリックするか、編集す
る別の設定を選択します。

設定パネルのフィールドに関する参考情報については、[ ヘルプ ] をクリックし
ます。

暗号化設定
暗号化設定には、次の 2 種類があります。 

パッケージの保護　転送時に、パッケージ ファイルがコピーされたり変更される
ことを防ぎます。パッケージの保護を [ 暗号化する ] に設定すると、パッケージ
の作成時に、新規パッケージ ウィザードによって仮想マシンが暗号化されます。

インスタンスの保護　インストールおよびアクティベーション後に、ACE インス
タンス ファイルがコピーされたり変更されることを防ぎます。インストーラで 
ACE インスタンスを暗号化するには、認証方法を指定する必要があります。

選択したアクティベーション ポリシーと認証ポリシーによって、パッケージとファ
イルに適用されるデフォルトの暗号化設定が決まります。「アクセス コントロール ポ
リシーの設定（P.405）」を参照してください。本番環境では、これらのデフォルト設
定をお勧めします。テスト環境でパッケージをデプロイする際には、ファイルを暗号
化する必要はありません。 

パッケージの有効期限の設定
ACE パッケージをインストールできる期間を指定できます。期限の過ぎたパッケージ
をユーザーがインストールしようとすると、エラー メッセージが表示され、パッ
ケージはインストールされません。

管理者は、パッケージの作成後でも、管理対象パッケージの有効期限の設定を変更で
きます。 

注意   暗号化設定を [ なし ] に設定すると、リソースの署名ポリシーで指定した検証が
実行されません。暗号化パッケージ設定は、リソースの署名ポリシーの設定を上書
きします。「リソース署名ポリシーの設定（P.416）」を参照してください。
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管理対象パッケージの有効期限の設定の変更

ACE Management Server を使用している場合は、パッケージの有効期限の設定を変更
したり、その場でパッケージを無効にしたりすることができます。

始める前に、Workstation が ACE Management Server に接続されていることを確認し
てください。 サーバのインストールとセットアップの詳細については、『ACE 
Management Server 管理者マニュアル』を参照してください。

管理対象パッケージの有効期限の設定を変更するには、次の手順に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンを選択して、[ 表示 ] - [ 現在の表示 ] - [ 概要 ] を選択します。

2 [ パッケージ ] セクション タブをクリックします。 

3 パッケージを右クリックして、次のいずれかを実行します。

パッケージの有効期限の設定を変更するには、[ プロパティ ] - [ 設定 ] を選択
します。

パッケージを今すぐ無効にするには、[ 無効化 ] を選択します。

Windows ゲストに限定したインスタンスのカスタマイズ
インスタンスのカスタマイズは、Windows ゲスト OS がインストールされている ACE 
インスタンスだけに適用されます。インスタンスのカスタマイズ プロセスは、標準
的な Microsoft Sysprep デプロイメント ツールを基にして構築されます。メリットは
次のとおりです。

Sysprep プロセス（Microsoft Sysprep デプロイメント ツールの使用）が自動化さ
れます。これにより、コンピュータ名などの一部の Sysprep パラメータを制御し
やすくなります。 

ACE インスタンスのリモート サイトからのドメインへの参加が自動化されます。
「リモート ドメイン参加の設定（P.459）」を参照してください。

管理対象 ACE インスタンスでは、ユーザー コンピュータのインスタンスのカス
タマイズ プロセスが成功したか失敗したかがサーバに報告されます。この情報
は、Workstation のインスタンス ビューで確認できます。ステータスの他に、こ
のプロセスでは MAC アドレスと新しいコンピュータの名前も報告されます。
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パッケージ中のインスタンスのカスタマイズ プロセス

インスタンスのカスタマイズ デプロイメント設定を指定すると、新規パッケージ 
ウィザードの完了時に次のイベントが発生します。

1 ACE 有効仮想マシンのスナップショットが作成され、保存されます。

2 ACE 有効仮想マシンがパワーオンされ、該当する Microsoft Sysprep ツールなど
の必要なデプロイメント ツールとファイルがすべてゲストにコピーされます。 

コピー プロセスは画面に一切表示されません。「Microsoft Sysprep デプロイメン
ト ツールのダウンロード（P.455）」を参照してください。 

3 Microsoft のデプロイメント ツールがゲスト OS 内で実行され、ゲストのシール
とデプロイへの準備が行われます。

4 ゲスト OS がシャットダウンします。

5 パッケージ ディレクトリに ACE 有効仮想マシンのクローンが作成されます。

ディレクトリに仮想マシンのファイルがコピーされます。また、設定内容に応じ
て、暗号化されたり、メディアに格納するために分割されます。

6 ACE 有効仮想マシンがスナップショットの状態に戻ります。

7 このスナップショットは削除されます。

8 パッケージ ディレクトリにインストーラ ファイルがコピーされます。

エンド ユーザーのコンピュータでのインスタンスのカスタマイズ
ACE ユーザーのコンピュータでは、インストールとインスタンスのアクティベーショ
ンの後に、次のイベントが発生します。

1 プレースホルダ変数を解決するために必要なすべての情報が取得されます。

2 プレースホルダ変数が解決され、実際の ACE インスタンスの値に置き換わり
ます。 

「インスタンスのカスタマイズで使用するプレースホルダ値（P.457）」を参照し
てください。

3 Microsoft ミニセットアップ プロセスがサイレントで実行されます。 

ミニセットアップ プロセスが失敗すると、ACE インスタンスはシャットダウン
します。

4 （オプション）インスタンスのカスタマイズ デプロイメント設定で指定した、他
のスクリプトを実行するためのコマンドが実行されます。 
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5 （オプション）リモート ドメイン参加を設定すると、指定したスクリプトが実行
されます。これにより、VPN サーバに ACE インスタンスが接続され、仮想マシ
ンがドメインに参加します。

「リモート ドメイン参加の設定（P.459）」を参照してください。

6 管理対象インスタンスでは、インスタンスのカスタマイズが成功すると、サーバ
に報告されます。 

インスタンスのカスタマイズを使用する前提条件 
インスタンスのカスタマイズは、管理対象 ACE とスタンドアロン ACE のどちらでも
使用できます。

インスタンスのカスタマイズ設定を指定する前に、次のタスクを実行します。

ACE 有効仮想マシンに、Windows 2000、32 ビットまたは 64 ビットの XP 
Professional、Server 2003、Vista、または 7 のゲスト OS をインストールします。

ゲスト OS に、最新バージョンの VMware Tools をインストールします。「VMware 
Tools のインストール（P.105）」を参照してください。

Microsoft Sysprep ツールをダウンロードします。「Microsoft Sysprep デプロイメ
ント ツールのダウンロード（P.455）」を参照してください。 

次の情報を用意します。

ゲスト OS をインストールするための、Windows のプロダクト ID。

ACE インスタンスをドメインに参加させる場合は（ドメインに対してローカ
ルであるかリモートであるかに関係なく）、コンピュータをドメインに追加
するアクセス権限のあるアカウントのユーザー名とパスワード。

リモート ACE インスタンスをドメインに参加させる場合は、リモート ドメ
イン参加パラメータ。「リモート ドメイン参加の設定（P.459）」を参照して
ください。

Microsoft Sysprep デプロイメント ツールのダウンロード

Windows Vista および Windows 7 オペレーティング システムを使用する場合は、
Microsoft Sysprep デプロイメント ツールをダウンロードする必要はありません。こ
れらのツールは Windows Vista および Windows 7 とともにインストールされます。

Microsoft Sysprep デプロイメント ツールをダウンロードするには、次の手順に従っ
てください。

1 Microsoft 社の Web サイトで、Sysprep デプロイメント ツールを検索します。
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2 サイトに記載の指示に従って、Sysprep デプロイメント ツールをダウンロードし
ます。

デプロイ先のゲスト OS に該当するすべてのバージョンをダウンロードします。
これらのツールには、Windows 2000、Windows 2003、Windows XP Professional 
SP1 および SP2 用の Sysprep デプロイメント ツールが含まれます。SP1 バージョ
ンは、サービス パックを適用していない Windows XP Professional や Windows XP 
Professional SP1 で使用できます。

3 Resources¥SysprepTools ディレクトリ内にある、対応するバージョンに固有
のディレクトリに、ファイルを解凍します。

たとえば、Windows XP SP3 の場合は、次のディレクトリにファイルを解凍します。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation¥Resources¥SysprepTools¥xpsp3

インスタンスのカスタマイズのためのデプロイメント設定の指定

始める前に、カスタマイズ スクリプトに必要なすべてのファイルをインストールし
ます。「インスタンスのカスタマイズを使用する前提条件（P.455）」を参照してくだ
さい。

インスタンスのカスタマイズのためのデプロイメント設定を指定するには、次の手順
に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンを選択して、[VM] - [ACE] - [ デプロイメント設定 ] を選択し
ます。

2 [ インスタンスのカスタマイズ ] を選択し、設定パネルを完成させます。

3 [ システム オプション ] を選択し、設定パネルを完成させます。

次の情報をフィールドに入力します。

システム オプション　システム名、組織名、およびコンピュータ名には、
プレースホルダ変数を使用できます。プレースホルダ変数の詳細と用例につ
いては、「インスタンスのカスタマイズで使用するプレースホルダ値

（P.457）」を参照してください。

上記のフィールドに %logon_user% プレースホルダを設定し、このプレース
ホルダ変数が administrator と解決されると、値がソフトウェアによっ
て、ランダムな 10 文字からなる英数字に自動的に変更されます。

要注意   [ 名前 ] または [ コンピュータ名 ] フィールドに administrator と入
力したり、Windows Vista または Windows 7 ゲストでコンピュータ名が 15 
文字を超えている場合には、ミニセットアップ プロセスが失敗します。
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セキュリティ ID　Windows Vista または Windows 7 ゲストの場合は、ここで
選択する設定内容に関係なく、常に新しい SID が生成されます。

4 [ 初期化スクリプト ] を選択して追加のコマンドを入力し、ACE ユーザーのコン
ピュータでのミニセットアップ プロセスの最後に、ゲスト OS でスクリプトを実
行します。 

コマンドの詳細については、Microsoft デプロイメント ツールのドキュメントを
参照してください。

バッチ ファイルのパスを引用符なしで指定します。引用符は自動的に追加され
ます。詳細については、サイレント セットアップ時の Cmdlines.text のトラブ
ルシューティングに関する、Microsoft サポート技術情報の記事を参照してくだ
さい。

5 [ ワークグループまたはドメイン ] を選択し、設定パネルに次の情報を入力します。 

インスタンスのカスタマイズでは DHCP サーバから割り当てられた IP アド
レスのみをサポートしています。固定 IP アドレスはサポートしていません。

この ACE インスタンスをリモートからドメインに参加させる方法について
は、「リモート ドメイン参加の設定（P.459）」を参照してください。 

6 その他のデプロイメント設定を指定するか、[OK] をクリックします。

上記の設定でパッケージを作成する方法については、「パッケージの作成（P.465）」
を参照してください。

インスタンスのカスタマイズで使用するプレースホルダ値
プレースホルダ値を使用して、ミニセットアップ プロセス中に、コンピュータ固有
の名前をゲスト OS 内に作成します。 

使用できるプレースホルダは次のとおりです。

%logon_user% または %logon_user(n)%　Microsoft ミニセットアップ プロセス
が開始した時点でホスト マシンにログインしているユーザーを指します。 

%logon_user(n)% は、ログイン中の実際のユーザー名から名前解決時に取得さ
れる最長文字数を <n> として使用します。ユーザー名が特定の文字数を超えな
い長さに解決されるようにする必要がある場合には、<n> を使用します。たとえ
ば、実際のユーザー名にランダムな 3 文字が追加されるように指定し、解決され
る名前を最長 15 文字に制限する場合は、<n> を 12 に設定します。[ システム オ
プション ] パネルの [ 名前 ] フィールドのエントリは、
%logon_user(12)%%random_alpha_digit(3)% になります。
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プレースホルダに (n) を含めるのはオプションです。%logon_user% だけを使用
したり、<n> を 0（ゼロ）に指定したりすると、プレースホルダは完全なログイ
ン ユーザー名に解決されます。

%host_name% または %host_name(n)% 　ホスト コンピュータの名前を指します
（通常はランダムな数字や名前を追加して使用されます）。 

%host_name(n)% は、実際のコンピュータのホスト名から名前解決時に取得され
る最長文字数を <n> として使用します。ホスト名が特定の文字数を超えない長
さに解決されるようにする必要がある場合には、<n> を使用します。たとえば、
実際のホスト名にランダムな 3 文字が追加されるように指定し、解決される名前
を最長 15 文字に制限する場合は、<n> を 12 に設定します。[ システム オプショ
ン ] パネルの [ コンピュータ名 ] フィールドのエントリは、
%host_name(12)%%random_alpha_digit(3)% になります。 

プレースホルダに (n) を含めるのはオプションです。%host_name% だけを使用
したり、<n> を 0（ゼロ）に指定したりすると、プレースホルダは完全なホスト
名に解決されます。

%random_alpha_digit(n)%　ランダム生成される文字および数字の文字列で、
<n> は文字数です。<n> を指定する必要があります。

%random_alpha(n)%　ランダム生成される文字の文字列で、<n> は文字数で
す。<n> を指定する必要があります。

%random_digit(n)%　ランダム生成される数字の文字列で、<n> は文字数です。
<n> を指定する必要があります。

Windows Vista または Windows 7 ゲストでは、コンピュータ名が 15 文字を超えると、
ユーザーのマシンでミニセットアップ プロセスが失敗します。

Windows Server 製品の追加のライセンス情報の指定
Windows Server 製品向けに追加のライセンス情報を指定するには、ACE 有効仮想マ
シンのディレクトリに sysprep_license.txt ファイルを追加します。 

Windows Server 製品向けに追加のライセンス情報を指定するには、次の手順に従っ
てください。

1 テキスト エディタを使用して、仮想マシンのディレクトリに 
sysprep_license.txt というファイルを ACE 有効仮想マシン用に作成します。

2 次の行をファイルに追加します。

AutoMode=[PerSeat | PerServer]

この行は、ライセンスが、1 台のサーバに対して 1 つのクライアント ライセンス
なのか、一定数のクライアント ライセンスなのかを示します。

manual_ws71.book  Page 458  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



VMware, Inc. 459

第 20章 ACE パッケージのデプロイ

3 AutoMode を PerServer に設定する場合は、ファイルに次の行を追加します。
<n> は、そのサーバのクライアント ライセンス数です。

AutoUsers=<n>

4 ファイルを保存して閉じます。

詳細については、Microsoft 社の TechNet Web サイトの Windows Server Library で、
[LicenseFilePrintData]（Sysprep）を検索してください。

仮想マシンのディレクトリにこのファイルが見つからない場合は、デフォルトが使
用されます。AutoMode は、クライアント ライセンス 5 つの PerServer に設定さ
れます。 

このファイルを指定した場合、プレビュー時には、ミニセットアップ プロセスのラ
イセンス部分は変更されていないように見えます。ミニセットアップのユーザー イ
ンターフェイスには、常に AutoMode=PerServer および AutoUsers=5 と表示されま
す。しかしながら、入力したライセンス情報は、ミニセットアップ プロセスによっ
て正しく設定されています。

リモート ドメイン参加の設定

リモート ドメイン参加機能を使用すると、リモート サイトから自動的に ACE インス
タンスをドメインに参加させることができます。

エンド ユーザーのマシンに ACE パッケージがインストールされ、ACE インスタンス
がアクティベートおよび認証されると、Microsoft ミニセットアップ プロセスが実行
されます。このプロセスの最後に、ACE インスタンスをドメインに参加させるための
スクリプトが実行され、マシンがドメインに参加します。 

始める前に、次のタスクを実行してください。

ダウンロードする VPN クライアントを指定します。スクリプトを使用して VPN 
サーバにログインするため、VPN クライアントがコマンドライン インターフェ
イスをサポートしている必要があります。 お使いの VPN クライアントがコマンド
ライン インターフェイスをサポートしているかどうか、必要に応じて VPN 製品
のテクニカル サポートに問い合わせてください。

サーバにログインするための VPN アカウントを取得します。証明書には、ユー
ザー名とパスワードが含まれます。ランダムに生成されるセキュリティ トーク
ンをパスワードとして使用することはできません。たとえば、RSA セキュリティ 
トークンは使用できません。

VPN クライアント プロファイルに使用する情報を確認します。 会社のグループお
よびパスワード情報と、安全な接続を確立するために通信する VPN サーバの名
前が必要です。

ACE インスタンスの追加先となるドメインの名前を指定します。
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ドメインにコンピュータを追加するアクセス権限のあるアカウントの、ユーザー
名とパスワードを指定します。 

リモート ドメイン参加を設定するには、次の手順に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンのゲスト OS に、コマンドライン インターフェイスをサポー
トする VPN クライアントをインストールします。

2 VPN クライアント ソフトウェアを使用して、このクライアントのプロファイル
を構成します。

この VPN クライアントのプロファイルには、会社のグループおよびパスワード
情報が含まれます。また、安全な接続を確立するために通信するサーバを指定し
ます。 

3 インスタンスのカスタマイズ プロセス時にリモートで実行できる .bat スクリプ
トを記述します。

Cisco VPN クライアント用の .bat スクリプトの例は、次のとおりです。

"net" start "Cisco Systems, Inc. VPN Service" 
"C:¥Program Files¥Cisco Systems¥VPN Client¥vpnclient.exe" connect 

<profile_name> user <vpn_user_name> pwd %1 >> vpnlogs.txt 

この例には 2 つの行があります。 最初の行は、Cisco VPN クライアントのバック
グラウンド サービスを起動します。2 行目のコマンドで、コマンドライン イン
ターフェイスを使用して Cisco VPN に接続します。ここでは、VPN サーバにログ
インするための VPN プロファイルの名前と証明書が送られます。この例ではパ
スワードにプレースホルダ変数を使用していますが、VPN アカウント用の固定パ
スワードを使用することもできます。スクリプト内の固定パスワードは、平文で
送信されます。

4 ゲストのファイル システムの C: ドライブに .bat ファイルを 保存します。

5 Workstation で、ACE 有効仮想マシンを選択し、[VM] - [ACE] - [ デプロイメント設
定 ] を選択します。

6 [ ワークグループまたはドメイン ] を選択します。

7 設定パネルで [ ドメイン ] を選択し、ドメインにコンピュータを追加するアクセ
ス権限のあるアカウントの組織単位およびユーザー名を指定します。

OU のフル パス ファイルのエントリの例としては、
OU=orgunits,DC=dpt,DC=domain,DC=com などがあります。

ACE 有効仮想マシンが管理対象である場合、パスワードとコマンドは ACE 
Management Server に保存されます。 

ACE 有効仮想マシンがスタンドアロンである場合、パスワードとコマンドはパッ
ケージとともに保存されます。必ずパッケージの暗号化を使用してください。
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8 [ リモート ドメイン参加を有効にする ] を選択します。

9 VPN サーバにログインするためのパスワードを指定します。

これにより、[ コマンド ] テキスト ボックスに %password% プレースホルダ変数
を入力すると、このパスワードが参照されます。

10 スクリプトを実行するコマンドを入力します。

たとえば、.bat スクリプトの名前を vpn.bat とし、パスワードのプレースホル
ダ変数を使用するには、次のコマンドを入力します。

C:¥vpn.bat%password%

[ コマンド ] フィールドにパスワードのプレースホルダ変数（%password%）を
使用すると、スクリプトの実行時にプレースホルダ変数が解決され、[ パスワー
ド ] フィールドの値に置き換えられます。

11 [OK] をクリックします。

上記の設定でパッケージを作成する方法については、「パッケージの作成（P.465）」
を参照してください。

カスタム EULA 設定
ACE インスタンスのアクティベート時に、カスタムの使用許諾契約書（EULA）が表
示されるようにすることができます。インスタンスを初めて実行する際には、ユー
ザーは、使用許諾契約書を読んで承諾する必要があります。

カスタム EULA は、ACE 有効仮想マシンの ACE Resources ディレクトリに、テキス
ト ファイルとして保管する必要があります。このファイルには、次のファイル形式
を使用できます。

Windows ホストには、.txt または .rtf ファイルを使用します。

Linux ホストには、.txt ファイルを使用します。

Windows と Linux の両方のコンピュータにパッケージをデプロイする場合は、
.txt ファイルを使用します。

デプロイメント設定エディタの [ デプロイ プラットフォーム ] 設定を使用して、
Windows ホストと Linux ホストのどちらにデプロイするか、またはこの両方にデプロ
イするかを指定します。

デプロイ プラットフォーム設定
デフォルトでは、ACE パッケージは Windows ホスト用に作成されます。この設定を
変更すると、Linux ホストにデプロイしたり、Linux ホストと Windows ホストの両方
にデプロイできます。
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ACE Resources ディレクトリ
ACE Resources ディレクトリは、ACE 有効仮想マシンのディレクトリのサブディレ
クトリです。 このディレクトリ内のファイルは、ユーザーの仮想マシンで使用できる
よう、ACE パッケージにコピーされます。

次の種類のファイルは、ACE Resources ディレクトリに保管します。

認証スクリプト

「認証スクリプトの使用（P.408）」を参照してください。

パワーオンおよびパワーオフ スクリプト

「パッケージにパワーオンおよびパワーオフ スクリプトを含める（P.408）」を参
照してください。

認証、パワーオン、およびパワーオフ スクリプトが呼び出すその他のリソース 
ファイル

仮想マシンの参照先として指定されている ISO イメージまたは FLP イメージなど
のデバイス ファイル

スキン ファイル。スキン ファイルを作成すると、Windows ゲスト上の VMware 
Player のユーザー インターフェイスに使用されている VMware Player アイコンや
取外し可能デバイスのアイコン、タイトル バーのテキストをカスタマイズでき
ます。

「スキン ファイルの作成と指定（P.445）」を参照してください。

取外し可能デバイスまたは VMware Player アプリケーションのアイコン ファイル

「VMware Player アイコンのカスタマイズ（P.446）」および 「取外し可能なデバイ
スの表示のカスタマイズ（P.448）」を参照してください。

カスタム EULA

「カスタム EULA 設定（P.461）」を参照してください。

ACE Resources ディレクトリを使用する際には、次の事項に注意してください。

ACE Resources ディレクトリのサブディレクトリにファイルを保管しないでくだ
さい。スクリプトまたはスキン ファイルが別のファイルを参照する場合、参照先
ファイルはメインの ACE Resources ディレクトリに配置します。スクリプトが
これらのリソースを参照する際には、必ず相対パスが使用されるようにします。

リソースは、ACE Resources ディレクトリ内のファイルであると見なされます。
ACE Resources ディレクトリ内のすべてのファイルを検証するか、またはその
ディレクトリ内のポリシー スクリプトのみを検証するかどうかを指定できます。
詳細については、「リソース署名ポリシーの設定（P.416）」を参照してください。
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ACE Resources ディレクトリを必要とするポリシーまたはパッケージ設定を変
更する場合は、アップデート パッケージを作成して、エンド ユーザーに変更内
容をデプロイする必要があります。

ACE 有効仮想マシンの構成の確認 
ACE 有効仮想マシンとパッケージ用ファイルの準備を完了するにあたり、構成とポリ
シーを再点検して、適切なオペレーティング システムとソフトウェアがインストー
ルされていることを確認します。

ACE 有効仮想マシンの構成を確認するには、次の手順に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンに、必要なオペレーティング システム、アプリケーション ソ
フトウェア、および VMware Tools がインストールされていることを確認します。

「VMware Tools のインストール（P.105）」を参照してください。オペレーティン
グ システムのサポートおよび既知の問題については、当社 Web サイトの [ サ
ポート ] をクリックしてください。 [ ドキュメント ] の下の [ 互換性ガイド ( 英語 )] 
リンクをクリックします。 

2 構成内容を確認するには、ACE 有効仮想マシンを選択して、[ 表示 ] - [ 現在の表
示 ] - [ 概要 ] を選択します。

3 仮想マシンのデバイスと仮想ハードウェアを確認するには、概要ビューの [ デバ
イス ] タブをクリックします。

4 仮想マシン構成オプションを確認するには、[ オプション ] タブをクリックし
ます。

5 デバイスまたはオプションを変更するには、[ コマンド ] リストの [ 仮想マシン設
定の編集 ] をクリックします。

6 ポリシーおよびデプロイメント設定を確認するには、[ACE] タブをクリックし
ます。

7 ポリシーまたはデプロイメント設定を変更するには、[ コマンド ] リストの [ ポリ
シーの編集 ] または [ デプロイメント設定の編集 ] をクリックします。

プレビュー モードでのポリシーおよびデプロイメント設定
のテスト

プレビュー モードを使用すると、パッケージを作成してデプロイしなくても、ポリ
シーの変更が及ぼす影響を確認できます。また、プレビュー モードでは、選択する
設定内容による影響を確認できます。パッケージ全体の作成やデプロイ、インストー
ルを行う必要はありません。 
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始める前に、テストする設定およびデプロイ プラットフォームがプレビュー モード
に適していることを確認します。ACE の機能は Windows バージョンの Workstation で
しか使用できないため、Linux ホスト用に作成された ACE インスタンスをプレビュー
することはできません。また、プレビュー モードでは、ホスト ポリシーのテストは
できません。Linux ホストにデプロイする ACE インスタンスをテストしたり、ACE イ
ンスタンスのホスト ポリシーをテストする方法については、「エンド ツー エンド デ
プロイ テストの実行（P.471）」を参照してください。

VMware Player のプレビュー モードで ACE インスタンスを実行しながら、このプレ
ビューをシャットダウンせずに Workstation で ACE 有効仮想マシンを実行できます。 

プレビュー モードでポリシーおよびデプロイメント設定をテストするには、次の手
順に従ってください。

1 テストする ACE 有効仮想マシンを開きます。

2 概要ビューで、[ コマンド ] リストの [ ポリシーの編集 ] をクリックします。

3 [ ポリシー ] リストで、変更するポリシーを選択し、そのポリシーの設定パネル
を完成させたら、[OK] をクリックします。

4 概要ビューで、[ コマンド ] リストの [Player でプレビュー ] をクリックします。 

ACE 有効仮想マシンのディレクトリ内の Preview Deployment という新しい
ディレクトリに、リンク クローンに基づくパッケージが作成されます。 リンク 
クローンは、仮想マシンの現在の状態のスナップショットから作成されます。 
ACE ユーザーのマシンにデプロイされるパッケージとは異なり、このパッケージ
はインストールされません。 

VMware Player を使用して、ACE インスタンスのアクティベートと認証ができま
す（ポリシーが設定されている場合）。インスタンスのカスタマイズも設定があ
れば実行されます。ゲスト OS が起動します。

5 実行中の ACE インスタンスでポリシーの変更をテストし、意図したとおりであ
ることを確認します。

プレビュー モードでは対話形式で VMware Player を実行できるので、インスタン
スのカスタマイズでのエラーを発見し、必要に応じて修正することができます。

注意   Workstation で直接 ACE 有効仮想マシンを実行して、ゲスト OS とアプリケー
ションが予想どおりに実行されるかどうかを確認できます。ただし、Workstation 上
で実行される ACE 有効仮想マシンは、自身の機能を制限するポリシーを無視します。 
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6 （オプション）ポリシーまたはデプロイメント設定をさらに変更するには、仮想
マシンをシャットダウンしてから上記の手順を繰り返します。

ACE 有効仮想マシン 1 台につき、使用できるプレビュー インスタンスは 1 つだけ
です。次回以降に [Player でプレビュー ] をクリックすると、現在のプレビュー 
インスタンスを新しいデプロイで置き換えるか、既存のデプロイを使用するかを
確認するメッセージが表示されます。

ポリシーだけを変更し、アクティベーションとインスタンスのカスタマイズの手
順は繰り返さないようにするには、既存のデプロイを使用します。

7 ACE Management Server が仮想マシンを管理している場合は、[ ポリシーをサー
バに公開 ] をクリックします。

パッケージの作成
ACE 有効仮想マシンを作成し、ポリシー、デバイス、およびデプロイメント設定を構
成したら、新規パッケージ ウィザードを使用してパッケージを作成します。この
パッケージはユーザーにデプロイできます。 

Windows ホストにデプロイするパッケージについては、ネットワーク イメージを
介して配布するか、DVD や CD を介して配布するかを指定できます。DVD および 
CD で配布する場合は、標準的なディスクに収録できるファイルにパッケージが分
割されます。

パッケージの作成と確認の概要
新規 ACE インスタンスをデプロイするか、インストールされている ACE インスタン
スをアップデートするかに応じて、次の種類のパッケージを作成できます。

完全　インストーラをはじめ、ACE パッケージおよび ACE インスタンスを実行
する VMware Player アプリケーションのインストールに必要なファイルが含まれ
ます。完全パッケージでは、まったく新しい ACE インスタンスを作成できます。 

ポリシーの更新またはサーバの更新　ポリシーに関連するファイルだけが含まれ
ます。 

注意   ポータブル デバイスに配布する Pocket ACE パッケージを作成するには、新規
パッケージ ウィザードではなく、Pocket ACE パッケージ ウィザードを使用します。

「Pocket ACE パッケージの作成（P.476）」を参照してください。

要注意   新規の完全パッケージで既存の ACE インスタンスを置き換えると、エン
ド ユーザーは、古い ACE インスタンスに保存しておいたデータやカスタム設定
をすべて失います。
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スタンドアロンの ACE 有効仮想マシンでは、このオプションは [ ポリシーの
更新 ] です。 

管理対象の仮想マシンでは、このオプションは [ サーバの更新 ] です。 

ポリシーの中でも、サーバ更新パッケージでは、ACE 有効仮想マシンが関連
付けられているサーバを変更したり、アクティベーションのみのサーバ設定
をアクティベーションと追跡の両方を行う設定に変更できます。

カスタム　特定のアイテムを選択してデプロイできます。

Pocket ACE　完全パッケージ用コンポーネントを、Pocket ACE パッケージ用に
若干変えてあります。Pocket ACE パッケージについては、「Pocket ACE パッケー
ジの作成（P.476）」を参照してください。

ACE 有効仮想マシンにデプロイメント設定とデバイス設定をあらかじめ指定しておく
ことによって、複数のパッケージをすばやく作成できます。同じ設定内容を繰り返し
使用できます。 

新規パッケージ ウィザードが完了すると、パッケージの確認が実行されます。パッ
ケージの確認で実行される内容は、次のとおりです。 

ACE 有効仮想マシンで必要なすべてのファイルが揃っているかどうか確認しま
す。確認するファイルは次のとおりです。

ディスクおよびスナップショット ファイル 

スクリプト ファイル（スクリプトを使用するポリシーがある場合） 

ACE 有効仮想マシンのクローンを作成できるかどうかを確認します。ACE 有効仮
想マシンがパワーオフされており、複数のスナップショットを使用でき、読み取
り専用でないことが確認されます。 

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ます。

インスタンスのカスタマイズが有効になっている場合は、ACE 有効仮想マシンの
ゲスト OS の SysprepTools ディレクトリが空でないことを確認します。 

ゲスト OS が Windows 2000、Windows XP、または Windows 2003 のいずれかで
ある場合、Program Files¥VMware¥VMware 
Workstation¥Resources¥SysprepTools フォルダ内のフォルダが空でないこ
とを確認します。 

注意   パッケージの確認では、デバイス ファイル（ISO イメージ、FLP イメージ
など）は確認されません。パッケージにデバイス ファイルを含めるには、ACE 
有効仮想マシンの ACE Resources フォルダにファイルを格納し、デバイスがこ
の場所を参照するようにします。
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パッケージは、ネットワークを介してデプロイするか、DVD や CD を介してデプロイ
できます。 ディスクでパッケージをデプロイする場合は、セットの 1 枚目のディスク
に、ホスト コンピュータのドライブにユーザーがディスクを挿入した際に自動的に
インストーラが起動するために必要な、自動再生ファイルが含まれます。

テスト デプロイ時の VMware Tools の確認をオフにする
ゲスト OS に最新バージョンの VMware Tools がインストールされていないと、ウィ
ザードでのパッケージの作成に失敗します。 たとえば、テスト デプロイを実行する場
合などに、最新バージョンの VMware Tools をその都度インストールせずにパッケー
ジを作成するには、VMware Tools の確認をオフにします。 

テスト デプロイ時の VMware Tools の確認をオフにするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Workstation を閉じます。

テキスト エディタを使用して、preferences.ini ファイルを開きます。この
ファイルは次のディレクトリにあります。

Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥<user>¥Application 
Data¥VMware

Windows Vista および Windows 7 の場合：
C:¥Users¥<test>¥AppData¥Roaming¥VMware

2 次の行をファイルに追加します。

pref.ignoreToolsPkgCheck = "TRUE"

この行を FALSE に設定すると、VMware Tools の確認がオンに戻ります。

3 preferences.ini ファイルを保存して閉じます。

本番環境にデプロイするパッケージを作成する前に、VMware Tools の確認をオンに
戻しておきます。 

パッケージ ウィザード使用の前提条件
新規パッケージ ウィザードおよび Pocket ACE パッケージ ウィザードに適用される前
提条件は、次のとおりです。

ACE 有効仮想マシンに、ゲスト OS と最新バージョンの VMware Tools がインス
トールされていることを確認します。「VMware Tools のインストール（P.105）」
を参照してください。

仮想ディスクを最適化し、できるだけパッケージのサイズを小さくします。
「仮想ディスクの最適化（P.247）」を参照してください。
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ACE インスタンスをプレビューし、すべての設定内容が正常に機能していること
を確認します。「プレビュー モードでのポリシーおよびデプロイメント設定のテ
スト（P.463）」を参照してください。

ポリシーおよびデプロイメント設定に使用するパスワードを指定します。これに
は、次の項目を含めることができます。

アクティベーション パスワード　アクセス コントロール ポリシーを [ パス
ワード ] に設定します。 

ドメイン参加の証明書　ACE インスタンスのアクセス コントロール ポリ
シーを [ パスワード ] に設定し、[ ドメイン ] の [ インスタンスのカスタマイ
ズ ] デプロイメント設定を有効にします。これは、このドメインにコン
ピュータを追加するアクセス権限のあるアカウントのパスワードです。 

リモート ドメイン参加の証明書と VPN 証明書　[ドメイン] の [インスタンス
のカスタマイズ ] デプロイメント設定と、[ リモート ドメイン参加を有効に
する ] を有効にします。このドメイン パスワードは、このドメインにコン
ピュータを追加するアクセス権限のあるアカウントのドメイン パスワード
です。[ リモート ドメイン参加 ] セクションのパスワードは、VPN サーバへ
のアクセス権限のあるユーザー アカウントのパスワードです。

パッケージの作成時に一時ファイルが作成されるので、十分なディスク領域を確
保しておいてください。必要なサイズは、パッケージの全コンポーネントを合計
したサイズの約 2 倍となります。

このウィザードには、必要な容量、およびそれが必要となる場所に関する情報が
表示されます。 十分な空き領域がない場合は、対象ドライブ上のファイルを移動
または削除して、ウィザードで使用するファイルに領域を空けることができます。

デプロイするパッケージの種類を選択します。完全、アップデート、またはカス
タムのいずれかを選択します。「パッケージの作成と確認の概要（P.465）」を参
照してください。

DVD や CD でパッケージを配布するには、使用できるディスク領域を確定しま
す。これにより、パッケージを複数のファイルに分割する際の最大ファイル サ
イズを指定できます。

インスタンスのカスタマイズを使用するには、次の前提条件を満たしていることを確
認してください。

ゲスト OS が Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2003、Windows 
Vista、または Windows 7 のいずれかであることを確認します。 

仮想マシンの適切なフォルダに、Microsoft Sysprep デプロイメント ツールをコ
ピーします。「Microsoft Sysprep デプロイメント ツールのダウンロード（P.455）」
を参照してください。
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ツールを使用できないと、パッケージ処理が失敗します。このエラーはパッケー
ジ プロセスがかなり進むまで発生しないため、多くの時間が無駄になるおそれ
があります。

プレビュー モードを使用して、インスタンスのカスタマイズがサイレントで実
行されるかどうかをテストします。たとえば、有効な Windows プロダクト ID が
使用されていることを確認し、ミニセットアップ プロセスでプロダクト ID につ
いてのダイアログ ボックスが表示されないようにします。

自動ログインを設定した場合は、プレビュー モードを使用して、この自動ログ
インが正常に機能することを確認します。これに失敗すると、インスタンスのカ
スタマイズが失敗します。

新規パッケージ ウィザードの使用
新規パッケージ ウィザードでは、ACE 有効仮想マシン、このマシンのポリシー、デ
プロイメント設定、スクリプト、および VMware Player のコピーを含む実行ファイル
が作成されます。 エンド ユーザーのマシンに、パッケージを簡単にデプロイおよびイ
ンストールできます。

始める前に、パッケージの前提条件を満たしていることを確認してください。「パッ
ケージ ウィザード使用の前提条件（P.467）」を参照してください。

新規パッケージ ウィザードを実行するには、次の手順に従ってください。

1 パッケージのベースとして使用する ACE 有効仮想マシンを開きます。

2 仮想マシンはサスペンドではなく、オフの状態にしておきます。

プレビュー モードを終了すると、デフォルトで VMware Player によって仮想マシ
ンがサスペンドされます。必要な場合は、Workstation を使用して仮想マシンを
パワーオフします。

3 [VM] - [ 設定 ] - [ 新規パッケージ ] を選択します。

4 新規パッケージ ウィザードを完了します。

5 （オプション）パッケージの配布フォーマットの選択を求めるプロンプトが表示
され、[DVD/CD 作成のための複数のフォルダ ] を選択した場合は、指定するディ
スク ラベルのプリフィックスを入力します。

後でディスク書き込みソフトウェアを使用してディスクを作成する際に、各ディ
スクに入力する名前は、ウィザードでディスクの内容の保存先として作成された
フォルダの名前と同じにする必要があります（DISC1、DISC2 など）。
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6 パッケージ プロセスを始めるには、[ パッケージの概要 ] ページで [ 次へ ] をク
リックします。

パッケージの作成、特に大きな仮想マシンやインスタンスのカスタマイズ設定の
あるパッケージの作成には、非常に長い時間がかかります。

インスタンスのカスタマイズの段階で、10 分ほど経過してもゲスト OS がシャッ
トダウンしない場合は、Sysprep ツールが準備されていないことが原因と考えら
れます。作業がキャンセルされ、インスタンスのカスタマイズが失敗したことを
示すエラー メッセージが表示されます。

プロセスが完了すると、[ 新規パッケージ ウィザードの完了 ] ページが表示され
ます。ここには、新しく作成されたパッケージの場所と、パッケージ ディレク
トリへのリンクが表示されます。

7 選択した配布方法に応じて、次のいずれかを実行します。

ファイルを 1 つだけ作成し、ネットワークを介して配布する場合は、ネット
ワーク上の適切な場所にファイルをコピーします。

1 つ以上のファイルを作成し、CD または DVD で配布する場合は、ディスク
書き込みソフトウェアを使用してディスクを作成します。次のガイドライン
に従ってください。

ディスク書き込みソフトウェアで各ディスクに入力するディスク ラベ
ルは、ウィザードでディスクの内容の保存先として作成されたフォルダ
の名前と同じにする必要があります。 

ディスクのトップ レベルに各ディスクの内容を書き込みます。 

パッケージ インストーラではフォルダの内容だけが検索され、ディス
クの root レベルにあるフォルダ自体は検索されません。ディスクに
フォルダ自体を書き込むと、ユーザーのマシンに 2 枚目以降のディスク
の内容をインストールしようとしたときに、エラー 1309「ファイルか
らの読み取り中にエラーが発生しました：<ファイル名 >」が表示され
ます。

パッケージのプロパティの表示とメモの追加
[ パッケージのプロパティ ] ダイアログ ボックスを使用すると、作成したパッケージ
のプロパティを表示できます。また、ACE 有効仮想マシンの概要ビューに表示される
メモの追加と編集ができます。

パッケージのプロパティを表示し、メモを追加するには、次の手順に従ってください。

1 ACE 有効仮想マシンを開きます。

2 [ 表示 ] - [ 現在の表示 ] - [ 概要 ] を選択します。
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3 [ パッケージ ] タブで、パッケージ名をダブル クリックします。

4 [ パッケージのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、タブをクリックしてプロパ
ティを表示します。

5 [ メモ ] タブをクリックし、メモを追加または編集します。

既存のメモは、新規パッケージ ウィザードでパッケージが作成されたときに追
加されている場合があります。これらのメモはエンド ユーザーには表示されま
せん。これらは、Workstation ウィンドウだけに表示されます。

エンド ツー エンド デプロイ テストの実行
パッケージのアップデートではなく、エンド ツー エンド テストを実行して新規 ACE 
パッケージをデプロイします。エンド ツー エンド テストは、プレビュー モードの使
用が適切ではない場合にも使用できます。

Workstation は Windows ホスト上でしか実行されないので、Linux ホスト上で実行す
る ACE インスタンスをプレビューすることはできません。また、プレビュー モード
では、ホスト ポリシーのテストはできません。

始める前に、ACE Management Server を使用して ACE インスタンスを管理する場合
は、テスト用 ACE Management Server をインストール、構成します。 『ACE 
Management Server 管理者マニュアル』を参照してください。

エンド ツー エンド デプロイ テストを実行するには、次の手順に従ってください。

1 ACE Management Server を使用する場合は、ACE 有効仮想マシンを選択してから 
[ ファイル ] - [ACE Management Server に接続 ] を選択し、テスト サーバに接続し
ます。

2 仮想マシンの概要ビューで、[ コマンド ] リストの [ 新規パッケージの作成 ] をク
リックします。

3 新規パッケージ ウィザードを完了します。

4 パッケージの場所に移動し、クライアントのテスト マシンにパッケージのディ
レクトリをコピーします。 

5 クライアントのテスト マシンで、ACE インスタンスの setup.exe ファイルを実
行し、インストール ウィザードの各ページを終了まで実行します。

注意   パッケージ プロセスと暗号化プロセスに時間がかかるので、このテストには非
常に時間がかかる場合があります。
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6 ACE インスタンスを起動し、プロンプトが表示されたらアクティベートします。

パッケージの構成内容に応じて、[ スタート ] メニュー アイテムまたはデスク
トップ ショートカットのいずれか、あるいはこの両方がクライアント マシンに
作成されます。ランタイムの環境設定の内容によっては、ホスト システムを起
動すると、ACE インスタンスがフル スクリーン モードで起動されます。

7 意図したとおりに ACE インスタンスが構成、実行されているかどうかを確認し
ます。

8 ACE Management Server を使用する場合は、本番環境のサーバに ACE 有効仮想
マシンを接続します。

管理者マシンで、Workstation で ACE 有効仮想マシンを選択してから、[ ファ
イル ] - [ACE Management Server に接続 ] を選択し、本番環境のサーバに接続
します。

9 ACE Management Server を使用する場合は、新規パッケージを作成します。

テスト用に作成したパッケージは、テストに使用しているサーバを参照します。
このパッケージから作成されたインスタンスは、テスト サーバを参照します。

パッケージのデプロイ
パッケージのデプロイとは、エンド ユーザーが ACE パッケージを使用できるように
することです。パッケージを作成する際には、配布方法を指定します。

パッケージをデプロイするには、次の手順に従ってください。

パッケージの種類に応じて、次のいずれかを実行します。

完全、ポリシーの更新、サーバの更新、またはカスタム パッケージでは、CD や 
DVD でパッケージを配布するか、ネットワーク上でパッケージを使用できるよ
うにします。

Pocket ACE パッケージについては、「ポータブル デバイスへの ACE パッケージの
デプロイ（P.477）」を参照してください。 
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Pocket ACE 機能を使用すると、USB キー（フラッシュ メモリ ドライブ）、Apple iPod 
モバイル デジタル デバイス、およびポータブル ハード ドライブなどのポータブル デ
バイスに ACE インスタンスを保管できます。ACE ユーザーはこれらのポータブル デ
バイスを x86 ホスト コンピュータに接続し、VMware Player を使用して ACE インスタ
ンスを実行します。作業の終了後は、ポータブル デバイスを取り外すことができま
す。その後で再び ACE インスタンスにアクセスすることになった場合、ユーザーは
同じホスト コンピュータだけでなく、別のコンピュータにもデバイスを接続して使
用できます。 

Pocket ACE を使用すると、日常的に使用するコンピュータ環境をパッケージ化して、
ユーザーがその環境（ドキュメント、設定、アプリケーション、VPN アクセスを含
む）をどこにでも持ち運べるようになります。

この章では、次のトピックについて説明します。

Pocket ACE の使用例（P.474）
ポータブル デバイスの要件（P.475）
Pocket ACE のポリシーとデプロイメント設定（P.476）
Pocket ACE パッケージの作成（P.476）
ポータブル デバイスへの ACE パッケージのデプロイ（P.477）
Pocket ACE インスタンスの実行（P.479）

Pocket ACE 21
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Pocket ACE の使用例
次のシナリオを使用して、どのような場合に Pocket ACE を使用するか、およびさま
ざまな状況でどのような種類のポリシーを設定するかを判断します。

リモートで作業する従業員にアクセスを提供する　従業員が、自宅のコンピュー
タを使用して、企業リソースにリモートでアクセスする場合がよくあります。管
理対称でないクライアントは、マルウェアやスパイウェアに感染する場合があり
ます。また、リモート ユーザーが、機密データを個人のコンピュータにダウン
ロードする場合、データ消失のリスクがあります。さらに、リモート ユーザー
が必要とするソフトウェアをデプロイおよび管理する負担も増えます。 

Pocket ACE を使用することで、IT 管理者は、信頼されている、管理対象の、より
安全な仮想デスクトップ インスタンスを、リモート ユーザーにデプロイできま
す。Pocket ACE の仮想ディスクを暗号化して、データ消失のリスクを最小限に
抑えることができます。特定のネットワーク検疫ポリシーを設定することで、管
理者は、信頼されていないクライアントと Pocket ACE インスタンスの間のトラ
フィックを厳密に制御し、企業をホストの侵害から保護することができます。 

モバイル ユーザーのセキュリティと移動性を向上する　モバイル ユーザーが、
ノート型コンピュータまたはその他のモバイル デバイスを使用して社外で機密
データにアクセスしたり、それらを持ち運ぶことがよくあります。 IT 組織にとっ
ては、モバイル ユーザーのノートパソコンを紛失や盗難のために機密データが
失われるという事態は、もしかしたら起こるかもしれないという問題ではなく、
いつ起こるかという時間の問題です。 

Pocket ACE を使用して、モバイル ユーザーにデスクトップ環境をデプロイする
ことで、IT 管理者は、データ消失のリスクを低減しながら、ユーザーの移動性を
向上することができます。これは、Pocket ACE インスタンスを、サポートされ
ている x86 システムで使用できるためです。暗号化されたディスクを持つデスク
トップ インスタンスを、モバイル ユーザーにデプロイすることができます。
ACE Management Server を使用して、紛失したまたは盗難された Pocket ACE を
リモートで無効にすることができます。 

信頼されていないホストを使用して契約社員に一時的なアクセスを提供する　契
約社員やビジネス パートナーが、不明なまたは信頼されていないクライアント
から企業ネットワークに接続することがよくあります。Pocket ACE を使用して、
標準化された、信頼されている、管理対象の環境をこれらのユーザーに提供し、
企業リソースへの安全な接続を実現することができます。 

契約社員の場合は、Pocket ACE を、契約期間中のみ使用できるように構成する
ことができます。有効期限に達すると、契約社員は、Pocket ACE インスタンス
を使用できなくなります。
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オフショアの外部委託パートナーにアクセスを提供する　通常、オフショア 
パートナーは、それぞれが使用するデスクトップ システムを管理および所有して
います。それらのリソースは外部組織が所有しているため、標準の IT ポリシーが
適用されていません。場合によっては、デスクトップ システムを購入し、イメー
ジをインストールして、オフショア パートナーに配送し、企業にアクセスしても
らいます。多くの場合、このプロセスには、時間とコストがかかります。 

Pocket ACE を使用することで、IT 管理者は、信頼されている、管理対象の、より
安全な仮想デスクトップ インスタンスを、オフショア パートナーに容易にデプ
ロイできます。ポータブル メディアまたはダウンロードを使用して、仮想デス
クトップ インスタンスを配布することができます。セキュリティ機能には、
データ暗号化機能と、前述のネットワークの検疫および制限機能が含まれます。   

災害復旧を提供する　Pocket ACE を使用することで、組織は、災害発生時に使
用できるように、必要な企業アプリケーションをすべて含むデスクトップ イン
スタンスのパッケージを容易に作成することができます。これらのインスタンス
を、ポータブル メディア デバイスにデプロイし、安全なオフサイトの設備に格
納できます。災害が発生した場合、Pocket ACE インスタンスを迅速に配布し、
使用することができます。 

ベータまたはトライアル ソフトウェアを配布する　Pocket ACE を使用すること
で、ISV は、ダウンロードまたはポータブル メディア デバイスによって、仮想ア
プライアンスとしてインストール済みのソフトウェアを配布できます。ISV は、
完全な作業環境を提供し、互換性の問題を排除することができます。カスタム 
EULA を作成および使用して、ユーザーが、ACE インスタンスを使用する前に使
用許諾契約書に同意できるようにすることができます。さらに、割り当てられた
期間を過ぎると ACE インスタンスを無効にする有効期限を設定することができ
ます。 

ポータブル デバイスの要件
ACE パッケージをインストールできるデバイスの種類は、次のとおりです。

フラッシュ メモリ ドライブ（USB キー）

フラッシュ ベースの Apple iPod モバイル デジタル デバイス

ハード ドライブ ベースの Apple iPod モバイル デジタル デバイス

ポータブル ハード ドライブ
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USB デバイスには、高速な USB 2.0 デバイスのみを使用してください。

取外し可能デバイスに Pocket ACE パッケージがデプロイされると、最高のパフォー
マンスを実現するために、その仮想ディスクの全サイズが事前割り当てされます。 取
外し可能デバイスに、仮想ディスクの合計の容量、メモリ、および約 300MB のオー
バーヘッドを格納するのに十分な領域があることを確認してください。「新規仮想マ
シン ウィザードの使用（P.89）」を参照してください。

Pocket ACE のポリシーとデプロイメント設定
Pocket ACE だけに適用されるポリシーがあります。ランタイムの環境設定ポリシー
を編集すると、Pocket ACE の終了時の動作を設定できます。 

終了時の動作の設定内容によって、ユーザーが作業を終了した際に ACE インスタン
スをパワーオフするかサスペンドするかが決まります。また、取外し可能デバイスに
変更内容を同期させるかどうかも決まります。「Pocket ACE キャッシュの設定

（P.433）」を参照してください。

Pocket ACE は、一部のポリシーを無視します。ホストおよびスナップショット ポリ
シーを設定してパッケージを作成することはできますが、Pocket ACE ではこれらの
ポリシーは無視されます。VMware Player の管理者モードで Pocket ACE を実行してい
るときは、管理者は再イメージ スナップショットに戻ることができません。

Pocket ACE パッケージの作成
始める前に、次の事項について確認してください。Pocket ACE に固有の事項です。

ポータブル デバイスが、Pocket ACE のハードウェアおよびディスク領域の要件
を満たしているかどうか。「ポータブル デバイスの要件（P.475）」を参照してく
ださい。

Pocket ACE のデプロイ先は、Windows マシン、32 ビット Linux マシン、64 ビッ
ト Linux マシン、またはこれらの組み合わせのいずれに相当するか。選択するマ
シンによって、必要なディスク領域が異なります。

ユーザーがポータブル デバイスにパッケージをデプロイする際に必要なパス
ワード。 

パスワードを不要とする場合は、アクセス コントロール ポリシーの認証タイプ
が [ なし ] に設定されていることを確認してください。パッケージ保護のための
暗号化デプロイメント設定も、[ なし ] に設定します。

また、「パッケージ ウィザード使用の前提条件（P.467）」に記載されている作業を完
了してください。
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Pocket ACE パッケージを作成するには、次の手順に従ってください。

1 パッケージのベースとして使用する ACE 有効仮想マシンを開きます。

2 仮想マシンはサスペンドではなく、オフの状態にしておきます。

プレビュー モードを終了すると、デフォルトで VMware Player によって仮想マシ
ンがサスペンドされます。必要な場合は、Workstation を使用して仮想マシンを
パワーオフします。

3 新規 Pocket ACE パッケージまたはアップデート パッケージを作成するには、
[VM] - [ACE] - [ 新規 Pocket ACE パッケージ ] を選択します。

4 ウィザードを完了させます。

[ パッケージ名の指定 ] ページで場所を指定する際には、管理者マシン上の場所
を選択します。ポータブル デバイス上の場所を指定しないでください。パッ
ケージの作成後、このデバイスにパッケージをデプロイします。

プロセスが完了すると、[Pocket ACE パッケージ ウィザードの完了 ] ページが表
示されます。 

5 （オプション）ただちにパッケージをデプロイするには、[ 今すぐポータブル デ
バイスにデプロイする ] を選択します。

後でパッケージをデプロイする場合は、ポータブル デバイスへの ACE パッケージの
デプロイを参照してください。

ポータブル デバイスへの ACE パッケージのデプロイ
1 つのポータブル デバイスに複数の ACE パッケージをデプロイできます。デプロイ
できるパッケージ数は、デバイスの空き容量によってのみ決まります。 

GUI デプロイメント ユーティリティを使用するには、deploy.exe ファイルを実行し
ます。コマンドライン デプロイメント ユーティリティを使用するには、
bulkDeploy.exe プログラムを使用します。複数の bulkDeploy コマンドを含むバッ
チ ファイルを作成して、ポータブル デバイスに複数の ACE パッケージをデプロイで
きます。

ウィザードでは、ディスク領域が事前に自動的に割り当てられ、ディスクが 2GB ず
つに分割されます。

Pocket ACE インスタンスは、ユーザーが最初にインスタンスを実行した後ではなく、
デプロイ時に再暗号化されます。この再暗号化では、パッケージ作成時に設定されて
いたパッケージ保護ポリシーが適用されます。 
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グラフィカル ユーティリティを使用した Pocket ACE パッケージの
デプロイ

始める前に、取外し可能デバイスが、ハードウェアおよびディスク領域の要件を満た
していることを確認してください。「ポータブル デバイスの要件（P.475）」を参照し
てください。

グラフィカル ユーティリティを使用して Pocket ACE パッケージをデプロイするに
は、次の手順に従ってください。

1 [Pocket ACE パッケージ ウィザード ] で指定したパッケージの場所に移動します。

2 deploy.exe ファイルをダブル クリックします。 

3 [ パスワードの入力 ] ダイアログ ボックスが表示されたら、デプロイ用のパス
ワードを入力します。

4 [VMware Pocket ACE デプロイ ユーティリティ ] ダイアログ ボックスを完了させ、
[ デプロイ ] をクリックします。

配布の際は、Pocket ACE を直接ユーザーに渡し、ACE を実行してユーザー パスワー
ドを変更するまで Pocket ACE を安全に保管するようユーザーに指示してください。

コマンドライン ユーティリティを使用した Pocket ACE パッケージ
のデプロイ

bulkDeploy.exe ユーティリティは、[VMware Pocket ACE デプロイ ユーティリティ] 
ダイアログ ボックス（deploy.exe）のコマンドライン バージョンです。1 つ以上の 
Pocket ACE パッケージを同じまたは複数のターゲット ディレクトリまたは取外し可
能デバイスにデプロイするには、バッチ ファイルで bulkDeploy.exe コマンドを使
用します。

始める前に、取外し可能デバイスが、ハードウェアおよびディスク領域の要件を満た
していることを確認してください。「ポータブル デバイスの要件（P.475）」を参照し
てください。 

Pocket ACE パッケージを、取外し可能ドライブではなくカスタム フォルダにデプロ
イする予定の場合は、フォルダを作成します。

コマンドライン ユーティリティを使用して Pocket ACE パッケージをデプロイするに
は、次の手順に従ってください。

1 コマンド プロンプトを開き、ディレクトリを [Pocket ACE パッケージ ウィザー
ド ] で指定したパッケージの場所に変更します。

たとえば、次のようなコマンドを入力します。
cd C:¥Documents and Settings¥Administrator¥My Documents¥ 
Virtual Machines¥ACE-Enabled Virtual Machine¥Packages¥Pocket ACE Package
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2 次の一括デプロイ コマンドを入力し、必要なパラメータを指定します。

bulkDeploy.exe <デプロイメント ディレクトリ > <パラメータ >

<デプロイメント ディレクトリ > の値に、取外し可能ドライブまたはカスタム 
フォルダを指定できます。

例は次のとおりです。 

bulkDeploy.exe E: -p password -s C:¥pocketACEPackage¥VM¥packagedVMX.vmx 
-q -t

3 （オプション）1 つの Pocket ACE パッケージを複数の場所にデプロイする、また
は複数のパッケージを、同じまたは複数の場所にデプロイするには、各行に 
bulkDeploy.exe コマンドを含めたバッチ ファイルを作成します。

スペースを含むパスの場合は、引用符を使用します。バッチ ファイルは、たと
えば次のように示されます。

"C:¥My VMs¥vm_1¥Packages¥Pkg_1¥bulkDeploy.exe" E: -p password -q -t
"C:¥My VMs¥vm_1¥Packages¥Pkg_1¥bulkDeploy.exe" F: -p password -s 

"C:¥My VMs¥vm_2¥Packages¥Pkg_2¥VM¥Pkg_2.vmx" -q -t
"C:¥My VMs¥vm_1¥Packages¥Pkg_1¥bulkDeploy.exe" F: -p password -s 

"C:¥My VMs¥vm_3¥Packages¥Pkg_3¥VM¥Pkg_3.vmx" -q -t

Pocket ACE インスタンスの実行
取外し可能デバイスに Pocket ACE をデプロイしたら、通常はデバイスに接続するだ
けで Pocket ACE を実行できます。

表21-1.  デプロイ コマンド  

パラメータ 使用方法

-p デプロイ用パスワード。パッケージがパスワードで保護されている場
合に必要です。

-s ホスト上の .vmx ファイルへのパス。このパラメータは、デプロイす
る .vmx ファイルと同じ Pocket ACE パッケージ内にない 
bulkDeploy.exe ファイルを使用する場合にのみ使用します。

-q 一括デプロイの進捗状況の報告をオフにするパラメータ。

-t スピード テストを実行し、USB デバイスとホスト USB スタックが 
Pocket ACE を使用するのに十分な速さを持っているかどうか確認しま
す。テストが成功すると、0（ゼロ）の値が返されます。失敗すると、
負の値が返されます。このテストは、Pocket ACE が開かれている実行
中に常に行われます。-t パラメータを使用した場合のみ、
bulkDeploy コマンドを使用したときにテストは行われます。
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始める前に、ホスト コンピュータのクロックが正しい時刻に設定されていることを
確認します。ホスト コンピュータから別のコンピュータに Pocket ACE を移動する場
合、移動先のホストのクロックが移動元のクロックよりも進んでいると、Pocket ACE 
は実行されません。

ACE インスタンスを実行すると、ディスク キャッシュとチェックポイント キャッ
シュが初期化されます。このホストに Pocket ACE のセッションがある場合は、その
セッションが継続されます。ない場合は、新しいセッションが始まります。 

チェックポイントの状態と仮想ディスクは、使用中はホスト上にキャッシュされ、後
でポータブル デバイスとの同期化により反映されます。チェックポイントの状態と
仮想ディスクは、ポータブル デバイス上の ACE インスタンスと同じ暗号化レベルに
より保護されます。

Pocket ACE はポータブル デバイス上の親ディスクからの読み取りを行うこともあり
ますが、基本的にはホスト キャッシュから実行されます。この ACE インスタンスは、
同期されるまで親ディスクに対する書き込みを行いません。

Pocket ACE インスタンスを実行するには、次の手順に従ってください。

1 ポータブル デバイスをホスト コンピュータに接続します。

2 ホスト システムの自動再生設定で、ACE インスタンスを自動的に起動するよう
設定されていない場合は、次のいずれかを実行します。

Windows ホストでは、取外し可能デバイスに移動して、Pocket ACE を実行
します。

通常は、手動で Pocket ACE を起動する必要はありません。パッケージに自
動再生プログラムが含まれており、VMware Player がインストールされてい
るかどうかが確認されます。インストールされていない場合は、自動的に 
VMware Player がインストールされます。 

Linux システムでは、USB ドライブの Player ディレクトリから VMware 
Player をインストールします。

たとえば、/media/USBFLASH に USB ドライブがマウントされている場合
は、/media/USBFLASH/player に移動します。

VMware Player をインストールします（「Linux ホストへの VMware Player 
の手動インストール（P.486）」を参照）。 

VMware Player を使用して .vmx ファイルを開き、ACE インスタンスを起
動します（「1 台の Linux ホストへの ACE インスタンスのインストール

（P.487）」を参照）。
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この章では、次のトピックについて説明します。

Windows ホストへの ACE パッケージのインストール（P.481）
Linux ホストへの ACE パッケージのインストール（P.485）
ACE インスタンスの ACE 2.7 へのアップグレード（P.490）
ACE インスタンスの起動と使用（P.490）
ACE クライアント ライセンスのインストール（P.495）
VMware Player の終了（P.496）
トラブルシューティング ツール（P.496）

Windows ホストへの ACE パッケージのインストール
エンド ユーザーのコンピュータに VMware ACE または VMware Player がインストール
されていない場合は、初めて ACE パッケージをインストールする際に、ACE インス
タンスとともに VMware Player がインストールされます。

ACE インスタンスは各ホストごとにインストールできます。また、Microsoft 
Windows Installer のサイレント インストール機能を利用すると、複数のコンピュータ
にすばやく ACE インスタンスをインストールできます。

ACE パッケージの
インストール 22
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1 台の Windows ホストへの ACE インスタンスのインストール
マシンに VMware Player がインストールされていない場合は、ACE インスタンスを構
成する仮想マシンのファイルをインストールする前に、インストール プログラムに
よって VMware Player がインストールされます。

始める前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ホスト コンピュータに、ACE インスタンス用のディスク領域が確保されている
かどうか確認します。

ユーザーのマシンに初めて ACE インスタンスをインストールする場合は、管理
者権限のあるユーザーがインストールを実行する必要があります。VMware 
Player のインストールおよびアンインストールを実行できるのは、管理者権限の
あるユーザーだけです。 

ACE インスタンスにホスト ポリシーが設定されている場合は、管理者権限のあ
るユーザーがインストールを実行する必要があります。ホスト ポリシーとは、
ホスト ネットワーク アクセス ポリシーのことです。これは、ホスト上で実行で
きる仮想マシンを指定するためのポリシーです。「ネットワーク アクセス ポリ
シーの設定（P.417）」および 「ホストで実行する ACE インスタンスのコント
ロール（P.438）」を参照してください。

特定のホストに対してデプロイできるのは、1 組のホスト ポリシーだけです。
パッケージにホスト ポリシーが含まれている場合、ホストにすでに別のパッ
ケージのホスト ポリシーが設定されていると、後続のパッケージのインストー
ルに失敗します。

1 つの Windows ホストに ACE インスタンスをインストールするには、次の手順に
従ってください。

1 ユーザーのマシンに VMware Player がインストールされていない場合は、
Administrator または Windows Administrators グループのメンバーとしてホスト 
コンピュータにログインします。 

2 CD や DVD でインストールするか、ネットワーク上の場所からインストールする
かによって、いずれかの操作を実行します。

CD および DVD でインストールする場合は、1 枚目のディスクを挿入します。 

ネットワーク上の場所からインストールする場合は、インストーラの保存場
所を選択します。

3 setup.exe ファイルをダブル クリックします。

4 プロンプトに従います。
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複数の Windows ホストへの ACE パッケージのサイレント 
インストール

VMware ACE パッケージを複数の Windows ホスト コンピュータにインストールする
場合は、Microsoft Windows Installer のサイレント インストール機能を利用できます。
この方法でインストールするには、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必要があります。インストーラのこのバージョンは 
Windows XP 以降の Windows のバージョンに組み込まれています。ランタイム エン
ジンがインストールされていない場合は、「ACE パッケージからの MSI 2.0 ランタイム 
エンジンのインストール（P.483）」を参照してください。

ACE パッケージからの MSI 2.0 ランタイム エンジンのインストール

MSI 2.0 ランタイム エンジンのインストーラは、VMware ACE パッケージに含まれて
いる instmsiw.exe ファイルです。

ACE パッケージから MSI 2.0 ランタイム エンジンをインストールするには、次の手順
に従ってください。

1 ホスト コンピュータで、コマンド プロンプトを開きます。

2 次のコマンドを入力します。

instmsiw.exe /Q

Microsoft Windows Installer の使用方法の詳細については、Microsoft 社の Web サイト
をご覧ください。

複数のホストへの ACE インスタンスのインストール

Microsoft Windows Installer のコマンドライン インターフェイスを使用すると、多数
のコンピュータに ACE インスタンスをサイレント インストールできます。インス
トール プロセス中、エンド ユーザーにはプロンプトが表示されません。

始める前に、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。

基本的なパッケージ インストール コマンドをカスタマイズして、次の項目を 1 つ以
上指定できます。

ACE インスタンスのインストール ディレクトリ

VMware Player のインストール ディレクトリ

デスクトップ アイコンなしでのインストール

また、アップグレードのサイレント インストールもできます。アップグレードは、
常に以前のパッケージと同じディレクトリにインストールされます。 

manual_ws71.book  Page 483  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

484 VMware, Inc.

複数のホストに ACE インスタンスをインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ホスト コンピュータで、コマンド プロンプトを開きます。

2 次のコマンドを入力します。

setup.exe /s/v"/qn"

このコマンドを実行すると、デフォルトの場所にパッケージと VMware Player
（含まれる場合）がインストールされ、デスクトップに ACE インスタンスの
ショートカットが作成されます。VMware Player アプリケーションのデフォルト
の場所は、C:¥Program Files¥VMware¥VMware Player です。

仮想マシン ファイルのデフォルトの場所は次の通りです。

Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥All 
Users¥Application Data¥VMware¥VMware ACE¥<ACE_name>

Windows Vista および Windows 7 の場合：
C:¥ProgramData¥VMware¥VMware ACE¥

3 パッケージをカスタマイズするには、次のコマンドを入力します。

msiexec -i package.msi <installation_options>

コマンドは 1 行で入力してください。インストール オプションは次のとおりです。

各コマンドのオプションと使用例は、次のとおりです。

msiexec -i package.msi DESKTOP_SHORTCUTS=0
INSTALLDIR="G:¥packages"
PLAYER_INSTALLDIR="C:¥VMware¥VMware Player" /qn

表22-1  インストール オプション

オプション 説明

DESKTOP_SHORTCUTS 0（ゼロ）に設定すると、デスクトップに ACE インスタンス
のショートカットがインストールされません。デフォルトは 
1 です。

INSTALLDIR ACE インスタンスの root インストール ディレクトリを設定し
ます。

PLAYER_INSTALLDIR VMware Player アプリケーションの root インストール ディレク
トリを設定します。
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Windows ホストからの VMware Player または ACE インスタンスの
アンインストール

VMware Player をアンインストールしても、ACE インスタンスはアンインストールさ
れません。VMware Player をアンインストールできるのは、Administrator ユーザーま
たは Windows Administrators グループのメンバーであるユーザーだけです。

ACE インスタンスをアンインストールしても、VMware Player アプリケーションはア
ンインストールされません。 ACE インスタンスを削除すると、ACE インスタンスの
データ ファイル、ショートカット、およびレジストリ エントリも削除されます。
ACE インスタンスのアンインストールは、Administrator ユーザー以外のユーザーも
実行できます。

Windows ホストから VMware Player または ACE インスタンスをアンインストールす
るには、次の手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ プログラムの追加と削除 ] - [ プログラムの
変更と削除 ] を選択します。 

2 VMware Player プログラムまたは ACE インスタンスを選択して、[ 削除 ] をクリッ
クします。

3 ウィザードの手順に従います。

4 （オプション）このホストで Pocket ACE を使用していて、Pocket ACE のキャッ
シュを削除してディスク領域を節約する場合は、次のフォルダを削除します。

Windows XP の場合：C:¥Documents and Settings¥<user>¥Local 
Settings¥Application Data¥VMware¥Roaming VM cache¥

Windows Vista および Windows 7 の場合：
C:¥Users¥<USER>¥AppData¥Local¥VMware¥Roaming VM cache

このパスで、<user> は、ユーザー固有のディレクトリを表します。ホストで複
数のユーザーが Pocket ACE を使用している場合は、それぞれのユーザーのディ
レクトリを削除する必要があります。

Linux ホストへの ACE パッケージのインストール
エンド ユーザーのコンピュータに VMware ACE または VMware Player がインストール
されていない場合、ACE パッケージの VMware-Player.bundle ファイルを root また
は sudo として実行すると、自動的に VMware Player がインストールされます。 

ACE インスタンスは各ホストごとにインストールできます。また、複数のコンピュー
タに ACE インスタンスをサイレント インストールすることもできます。
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Linux ホストへの VMware Player の手動インストール
エンド ユーザーに root アクセス権がなく、VMware ACE または VMware Player がイ
ンストールされていない場合は、手動でシステムに VMware Player をインストール
します。 

Linux ホストに VMware Player を手動でインストールするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 ターミナル ウィンドウで、次のコマンドを入力して root ユーザーになります。 

su

2 ACE パッケージをマウントし、パッケージ ディレクトリから VMware Player イン
ストーラを探します。

ホストが 32 ビット コンピュータまたは 64 ビット コンピュータのどちらである
かに応じて、次のいずれかのファイル名が表示されます。

VMware-Player-i386.bundle

VMware-Player-x86_64.bundle

3 .bundle ファイルをハード ドライブの一時ディレクトリにコピーします。

たとえば、64 ビット コンピュータを使用しており、/tmp ディレクトリにファイ
ルを配置する場合には、次のコマンドを入力します。

cp VMware-Player-x86_64.bundle /tmp

4 次のコマンドを入力し、ファイルのコピー先ディレクトリを変更します。

cd /tmp

5 次のコマンドを入力し、インストール プログラムを実行します。

sh VMware-Player-<architecture>.bundle

<architecture> の値は、32 ビット システムの場合は i386、64 ビット システ
ムの場合は x86_64 です。

6 表示されるウィザードのプロンプトに従います。

ほとんどの Linux ディストリビューションでは、GUI ウィザードが表示されます。
Red Hat Enterprise Linux 5.1 およびその他のディストリビューションでは、コマ
ンドライン ウィザードが表示されます。コマンドライン ウィザードで、使用許
諾契約書プロンプトの最後まですばやくスクロールするには、q を押して契約書
に同意します。

7 インストールが完了したら、次のコマンドを入力して root アカウントからロ
グアウトします。

exit
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1 台の Linux ホストへの ACE インスタンスのインストール
ACE インスタンスを実行できるのは、この ACE インスタンスをインストールした
ユーザーか、必要なアクセス権限（root など）のあるユーザーだけです。 マシンに 
VMware Player がインストールされていない場合、ACE パッケージの sh 
VMware-Player-<architecture>.bundle を root または sudo として実行すると、
自動的に VMware Player がインストールされます。 

始める前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ホスト コンピュータに、ACE インスタンス用のディスク領域が確保されている
かどうか確認します。

ACE パッケージが、インストールする Linux ユーザーのマシンにアクセスできる
必要があります。

ユーザーのマシンに初めて ACE インスタンスをインストールする場合は、root 
ユーザーがインストールを実行する必要があります。VMware Player のインス
トールおよびアンインストールを実行できるのは、root ユーザーだけです。 

ACE インスタンスにホスト ポリシーが含まれている場合は、root ユーザーがイ
ンストールを実行する必要があります。ホスト ポリシーとは、ホスト ネット
ワーク アクセス ポリシーのことです。これは、ホスト上で実行できる仮想マシ
ンを指定するためのポリシーです。「ネットワーク アクセス ポリシーの設定

（P.417）」および 「ホストで実行する ACE インスタンスのコントロール（P.438）」
を参照してください。

特定のホストに対してデプロイできるのは、1 組のホスト ポリシーだけです。
パッケージにホスト ポリシーが含まれている場合、ホストにすでに別のパッ
ケージのホスト ポリシーが設定されていると、後続のパッケージのインストー
ルに失敗します。

1 つの Linux ホストに ACE インスタンスをインストールするには、次の手順に従って
ください。

1 パッケージの .bundle ファイルをホスト コンピュータにコピーします。

2 ターミナル ウィンドウを開き、パッケージ ディレクトリに移動します。

3 次のコマンドを入力し、インストール プログラムを実行します。
./vmware-install.pl

4 表示されるウィザードのプロンプトに従います。

ほとんどの Linux ディストリビューションでは、GUI ウィザードが表示されませ
ん。Red Hat Enterprise Linux 5.1 およびその他のディストリビューションでは、
コマンドライン ウィザードが表示されます。コマンドライン ウィザードで、使
用許諾契約書プロンプトの最後まですばやくスクロールするには、q を押して契
約書に同意します。
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複数の Linux ホストへの ACE パッケージのサイレント インストール
多数のコンピュータに ACE インスタンスをサイレント インストールすることができ
ます。インストール プロセス中、エンド ユーザーにはプロンプトが表示されません。

複数の Linux ホストに ACE インスタンスをインストールするには、次の手順に従って
ください。

1 パッケージの .bundle ファイルを 1 つ目のホスト コンピュータにコピーします。

2 ターミナル ウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。

./vmware-install.pl

3 その他のホストについて、この手順を繰り返します。

Kiosk モードで実行するための Linux ホストの準備
Linux ホストで、Kiosk モードを使用して、ユーザーがホスト OS にアクセスできないよ
うにする予定の場合は、追加のプロパティをいくつか設定する必要があります。ホス
トを準備しない場合、Kiosk モードの状態で、ユーザーがキーボード ショートカットま
たはその他のメカニズムを使用して、ホストにアクセスできる可能性があります。

始める前に、Kiosk モード ポリシーを使用する ACE インスタンスを作成し、Linux ホ
ストにインストールします。「Kiosk モード ポリシーの設定（P.436）」および 「Linux 
ホストへの ACE パッケージのインストール（P.485）」を参照してください。

Kiosk モードでの ACE インスタンスの実行に推奨されるウィンドウ マネージャは、
F Virtual Window Manager（FVWM）と Metacity です。

Kiosk モードで実行するために Linux ホストを準備するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 テキスト エディタを使用して、ホストの ~/.vmware/preferences ファイルに
次の行を追加します。

pref.grabOnKeyPress = "TRUE"
pref.grabOnMouseClick = "TRUE"

2 次の行を追加して、/etc/X11/xorg.conf ファイルに ServerFlags セクション
を作成します。

Section "ServerFlags"
Option  "DontZoom" "true"
Option  "DontZap" "true"
Option  "DontVTSwitch" "true"

EndSection

3 X セッションを再開します。
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4 ホストのウィンドウ マネージャで、すべてのキーボード ショートカットを手動
で無効にします。

5 Deskbar アプレット プログラムがホストのパネルで使用されている場合は、その
アプレットを右クリックして [ パネルから削除 ] を選択して削除します。

このアプレットを削除しない場合は、Kiosk モードを終了するためのキーボード
の組み合わせを押してから <Alt>+<F3> を押して、ホストのファイル システム
にアクセスすることができます。

6 取外し可能デバイスをホストに接続したときにホストのファイル ブラウザが開
かないようにするには、ホストのシステム環境設定とファイル ブラウザの環境
設定で該当するオプションを無効にします。

たとえば、ホストでファイル ブラウザを開き、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ メディア ] 
を選択して、[ 挿入したメディアを参照する ] チェック ボックスを選択解除しま
す。 また、ホストの [ システム ] メニューで [ 環境設定 ] - [ 取外し可能デバイス ] 
を選択するか、同じような名前のタブを選択して、チェック ボックスを選択解
除します。

Linux ホストからの VMware Player または ACE インスタンスのアン
インストール

ACE ユーザーは、自分がインストールした ACE インスタンスしかアンインストール
できません。 他の ACE インスタンスをアンインストールできるのは、root ユーザーだ
けです。ACE インスタンスをアンインストールしても、VMware Player アプリケー
ションはアンインストールされません。 ACE インスタンスをアンインストールする
と、ACE インスタンスのデータ ファイル、ショートカット、およびレジストリ エン
トリもアンインストールされます。

VMware Player をアンインストールしても、ACE インスタンスはアンインストールさ
れません。VMware Player をアンインストールできるのは、root ユーザーだけです。

Linux ホストから VMware Player または ACE インスタンスをアンインストールするに
は、次の手順に従ってください。

1 ホスト コンピュータで、ターミナル ウィンドウを開きます。

2 次の一方または両方を実行します。

ACE インスタンスをアンインストールするには、次のコマンドを入力します。

<path_to_instance_directory>./vmware-uninstall-ace.pl

VMware Player をアンインストールするには、次のコマンドを入力します。

vmware-installer -u vmware-player

manual_ws71.book  Page 489  Sunday, May 16, 2010  12:38 PM



Workstation ユーザー マニュアル

490 VMware, Inc.

3 （オプション）このホストで Pocket ACE を使用していて、Pocket ACE のキャッ
シュを削除してディスク領域を節約する場合は、次のディレクトリを削除します。

/home/<user>/.vmware/roamcache

このパスで、<user> は、ユーザー固有のディレクトリを表します。ホストで複
数のユーザーが Pocket ACE を使用している場合は、それぞれのユーザーのディ
レクトリを削除する必要があります。

ACE インスタンスの ACE 2.7 へのアップグレード
ACE 2.6 インスタンスがある場合、Workstation 7.x および ACE Management Server 2.7 
を使用して、新しい ACE 2.7 ポリシーをエンド ユーザーに送信できます。 

Pocket ACE のキャッシュ設定やネットワーク アダプタ設定などの新しいポリシーを 
ACE 2.6 エンドポイントで使用することはできますが、仮想マシンのバージョンは変
更されません。 エンド ユーザーの、仮想マシンのハードウェアのバージョンをアップ
グレードするには、完全パッケージを作成し、それを使用して既存の ACE インスタ
ンスを置き換える必要があります。

ユーザーのコンピュータから古い ACE インスタンスおよび VMware Player をアンイン
ストールすると、エンド ユーザーは、古い ACE インスタンスに保存しておいたデー
タやカスタム設定をすべて失います。ハードウェアのバージョンをアップグレードす
るか、現在のハードウェアのバージョンを引き続き使用し、新しい ACE 2.7 ポリシー
を追加するかを選択する際は、この考慮事項に注意してください。

ACE インスタンスの起動と使用
ACE インスタンスを実行すると、VMware Player が起動してインスタンスが開きます。
ホストで別のアプリケーションを起動する場合と同じ方法で、インスタンスを起動で
きます。 

唯一異なるのは、ホスト システムを起動するときに、ACE インスタンスがフル スク
リーン モードで起動、実行されるように管理者が設定する場合があるという点だけ
です。「ランタイム環境設定ポリシーの設定（P.431）」を参照してください。

ACE インスタンスの設定方法に応じて、エンド ユーザーが初めてインスタンスを実
行する際に、パスワードの入力が必要な場合と不要な場合とがあります。また、2 種
類のパスワードが必要となる場合もあります。次のいずれかを選択できます。

インスタンスの初回実行時にも、2 回目以降の実行時にもパスワードは不要。

初回実行時にパスワードを一回入力することが必要。このパスワードは管理者に
よって割り当てられます。2 回目以降の実行時にはパスワードは不要です。
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初回実行時にパスワードの作成が必要。2 回目以降の実行時には、このパスワー
ドを入力する必要があります。

初回実行時に、管理者から割り当てられたパスワードの入力と、もう 1 つ別のパ
スワードの作成が必要。2 回目以降の実行時には、自身で作成したパスワードだ
けを入力します。

また、管理者は、エンド ユーザーがパスワードを作成する際に使用できる文字数や
文字の種類を制限できます。「認証の設定（P.407）」を参照してください。

ACE インスタンスを起動し、使用を始めるには、次の手順に従ってください。

1 ホスト OS に応じて、次のいずれかを実行します。

Windows ホストでは、デスクトップ アイコンまたは [ スタート ] メニューを
使用して、ACE インスタンスを起動します。 

Linux ホストでは、[ アプリケーション ] メニューを使用するか、ターミナル 
ウィンドウに次のコマンドを入力します。

vmplayer <path_to__package_directory>/<name_of_ACE_vmx_file>.vmx

2 パスワードの入力または作成を求めるプロンプトが表示されたら、指示に従い
ます。

3 [ ライセンス キーの入力 ] ダイアログ ボックスが表示されたら、管理者から割り
当てられたライセンス キーを入力します。

4 [VMware Player] ウィンドウの中をクリックすると、ACE インスタンスにインス
トールされているゲスト OS とアプリケーションを使用できます。 

物理コンピュータ上で直接実行されているかのように、オペレーティング シス
テムとアプリケーションを使用できます。

5 （オプション）作成したパスワードを変更するには、[VM] - [ACE] - [ パスワードの
変更 ] を選択します。

6 （オプション）VMware Player の使用方法についての詳細を参照するには、[ ヘル
プ ] - [ ヘルプ トピック ] を選択します。
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デフォルトの Kiosk モードの起動時動作の変更
Kiosk モードで実行するように ACE インスタンスを構成している場合、仮想マシンは
フル スクリーン モードで動作し、ACE メニュー バーや ACE Player のオンライン ヘル
プを表示しません。 

Kiosk モードになる前に、ダイアログ ボックスが表示され、ユーザーは、Kiosk モード
に入ることに同意するよう求められます。詳細については、「Kiosk モード ポリシー
の設定（P.436）」を参照してください。

コマンドライン コマンドを使用して、通常の警告メッセージを表示させずに、ACE 
インスタンスを Kiosk モードで起動することができます。 

Kiosk モードに入らないように、ACE インスタンスを起動することもできます。その
後で、VMware Player のメニューを使用して環境設定を変更するか、ACE インスタン
スで管理者モードが構成されている場合は、管理者モードに入ることができます。

デフォルトの Kiosk モードの起動時動作を変更するには、次の手順に従ってください。

1 Windows ホストのコマンド プロンプトか、または Linux ホストのターミナル 
ウィンドウを開きます。

2 通常は起動時に表示されるダイアログ ボックスを表示されないようにするには、
次のいずれかを実行します。

Windows の場合は、次のコマンドを入力します。

<path>¥vmplayer.exe -k "<config-file>"

このコマンドで、<path> は、システムでの VMware Player アプリケーショ
ン ファイルへのパスであり、<config-file> は、仮想マシン構成ファイル

（.vmx）へのパスです。

Linux の場合は、次のいずれかのコマンドを入力します。

vmplayer -k "<config-file>" 

vmplayer --noKioskWarning "<config-file>" 

これらのコマンドで、<config-file> は、仮想マシン構成ファイル（.vmx）へ
のパスです。
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3 Kiosk モードに入らずに ACE インスタンスを起動するには、次のいずれかを実行
します。

Windows の場合は、次のコマンドを入力します。

<path>¥vmplayer.exe -K "<config-file>"

K は大文字であることに注意してください。このコマンドで、<path> は、
システムでの VMware Player アプリケーション ファイルへのパスであり、
<config-file> は、仮想マシン構成ファイル（.vmx）へのパスです。

Linux の場合は、次のいずれかのコマンドを入力します。

vmplayer -K "<config-file>" 

vmplayer --forceNoKiosk "<config-file>" 

これらのコマンドで、<config-file> は、仮想マシン構成ファイル（.vmx）へ
のパスです。

4 コマンドを使用して、Kiosk モードに入らずにインスタンスを起動する場合は、
プロンプトが表示されたら、管理者のパスワードを入力します。

この手順では、コマンド ラインでのコマンドの入力について説明していますが、コ
マンドを使用してバッチ ファイルまたはデスクトップ ショートカットを作成するこ
ともできます。「Windows ショートカットでの起動オプションの使用（P.503）」を参
照してください。

Kiosk モードでの複数の仮想マシンの使用
Kiosk モードで動作するように構成された複数の ACE インスタンスを起動できます。
その後で、キーボード ショートカットを使用して、仮想マシン間の切り替えを行う
ことができます。

始める前に、Kiosk モードに同じ管理者パスワードを使用し、Kiosk モードの終了に同
じホット キーの組み合わせを使用する複数の ACE インスタンスを作成し、パッケー
ジを作成します。「Kiosk モード ポリシーの設定（P.436）」を参照してください。

Kiosk モードで複数の仮想マシンを実行している場合、エンド ユーザーは、ホット 
キーの組み合わせと右方向キーまたは左方向キーを押して、次または前の仮想マシン
に切り替えることができます。たとえば、ホット キーの組み合わせが <Ctrl>+<Alt> 
である場合、<Ctrl>+<Alt>+ 右方向キーを押すと次の仮想マシンに切り替わり、
<Ctrl>+<Alt>+ 左方向キーを押すと前の仮想マシンに切り替わります。
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Kiosk モードで複数の仮想マシンを使用するには、次の手順に従ってください。

1 ホスト マシンに ACE インスタンスをインストールします。

2 次の例を使用して、仮想マシンを起動するバッチ ファイルまたはスクリプトを
記述します。

Windows バッチ ファイルの場合：

cd Program Files¥VMware¥VMware Player
start vmplayer.exe -k "C:¥Documents and Settings¥user1¥My Documents¥My 

Virtual Machines¥ace1¥ace1.vmx"
sleep 20
start vmplayer.exe -k "C:¥Documents and Settings¥user1¥My Documents¥My 

Virtual Machines¥ace2¥ace2.vmx"
sleep 20
start vmplayer.exe -k "C:¥Documents and Settings¥user1¥My Documents¥My 

Virtual Machines¥ace3¥ace3.vmx"

Linux のスクリプト ファイルの場合：

#!/bin/bash
vmplayer -k ~/vmware-ace/ace1/ace1.vmx & sleep 20 
vmplayer -k ~/vmware-ace/ace2/ace2.vmx & sleep 20 
vmplayer -k ~/vmware-ace/ace3/ace3.vmx &

-k フラグにより、Kiosk モードのダイアログ ボックスが表示されなくなるため、
Kiosk モードに入るために [OK] をクリックする必要がなくなります。

3 Kiosk モードで動作するように設定されていない仮想マシンがホストで開いてい
るか、または実行されている場合は、それらをパワーオフし、閉じます。

Kiosk モードでない仮想マシンが開いている場合、スクリプトは、仮想マシンを 
Kiosk モードで起動および実行することはできません。

4 バッチ ファイルまたはスクリプトを実行して、仮想マシンを Kiosk モードで起動
します。

仮想マシンは、バッチ ファイルまたはスクリプトに記述されている順序で起動され
ます。最初に起動される仮想マシンが、Kiosk モードの管理者パスワードと、Kiosk 
モードを終了するためのホット キーの組み合わせを定義します。リストの以降の仮
想マシンに、異なるパスワードまたはホット キーが設定されている場合、それらは
起動しません。リストの以降の仮想マシンが、Kiosk モードで起動するように構成さ
れていない場合、それらを起動することはできません。
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ACE クライアント ライセンスのインストール
ACE クライアント ライセンスは、デバイス固有のライセンスです。デバイスには、
デスクトップ型コンピュータ、ノート型コンピュータ、USB フラッシュ ドライブな
どのポータブル メディア デバイス（Pocket ACE を格納）などがあります。ライセン
ス契約の詳細については、www.vmware.com/jp に掲載されている、ACE の使用許諾
契約書（EULA）を参照してください。 

ライセンス登録されたデバイスでは、任意の数の ACE インスタンスを実行できます。
ACE クライアント ライセンスはインストール先デバイスに関連付けられており、特
定の ACE インスタンスに制限されていません。

ボリューム ライセンスをご購入いただいた場合は、クライアント ライセンスのイン
ストールは不要です。

ACE クライアント ライセンスをインストールするには、次の手順に従ってください。

1 ACE の管理者から、ACE クライアント ライセンス キーを取得します。

2 デスクトップで、インストールした ACE インスタンスのショートカットをダブ
ル クリックします。

3 プロンプトが表示されたら、該当するフィールドにライセンス キーを入力し、
ダイアログ ボックスに氏名と組織名を入力します。

4 [OK] をクリックします。

ACE クライアント ライセンスの変更
VMware Player のメニュー コマンドを使用すると、ライセンスの変更または更新がで
きます。

ACE クライアント ライセンスを変更するには、次の手順に従ってください。

1 [ ヘルプ ] - [ACE クライアント ライセンスの入力 ] を選択します。

2 次のいずれかを実行します。

ダイアログ ボックスにライセンス キーを入力します。 

ライセンスを購入する必要がある場合は、[ ライセンス キーを取得 ] をクリッ
クします。

3 [OK] をクリックします。

注意   ACE ボリューム ライセンス キーを使用しない場合は、Pocket ACE をポータブル 
メディア デバイスにデプロイした直後に、必ず ACE クライアント ライセンスを入力
してください。Pocket ACE はその Workstation のコピー上でローカルに動作します
が、ACE クライアント ライセンスを入力しないで、ライセンスのない別のデバイス
に Pocket ACE を移動すると、Pocket ACE をパワーオンできません。 
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VMware Player の終了
ベスト プラクティスとして、VMware Player を終了してからホスト コンピュータを
シャットダウンするようにします。 

VMware Player を終了するには、次の手順に従ってください。

[ ファイル ] - [ 終了 ]（Windows ホストの場合）、または [ ファイル ] - [ 終了 ]（Linux 
ホストの場合）を選択します。

終了時の動作の設定内容に応じて、ACE インスタンスがサスペンドまたはシャットダ
ウンされ、ウィンドウが閉じます。 

また、設定に応じて、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックス（[ ファイル ] - [ 環境設定 ]）
でエンド ユーザーが終了時の動作を変更することもできます。

トラブルシューティング ツール
VMware ACE には、トラブルシューティング ツールが付属しています。これらのツー
ルを使用すると、管理者やヘルプ デスクのアシスタントは、ACE インスタンスの
ユーザーが遭遇する一般的な問題（ユーザー パスワードを忘れたなど）を解決でき
ます。ツールの内容は次のとおりです。

スタンドアロンの ACE インスタンス用

ACE ツール。コマンドライン ツールです。「vmware-acetool コマンドライン 
ツールの使用（P.496）」を参照してください。

ホットフィックス機能。ユーザーは、ダイアログ ボックス内のボタンを
使ってこの機能にアクセスします。「ホットフィックス リクエストへの対応

（P.498）」を参照してください。

管理対象となる ACE インスタンスについては、『ACE Management Server 管理者
マニュアル』を参照してください。 

vmware-acetool コマンドライン ツールの使用
vmware-acetool コマンドライン ツールは、ACE 管理者が、直接 ACE ユーザーのシ
ステムで、スタンドアロン ACE インスタンスの一部の問題を解決するためのトラブ
ルシューティング ツールです。 

vmware-acetool を使用すると、次の解決方法を提供できます。

ユーザーのパスワードの設定。これにより、ユーザーは ACE インスタンスを実
行できます。
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コピー保護の設定。これにより、ユーザーは別の場所で ACE インスタンスを実
行できます。

有効期限の設定。これにより、ユーザーは、すでに有効期限の切れた ACE イン
スタンスの使用を続けることができます。

ACE インスタンスの構成ファイル（.vmx ファイル）は、ACE ユーザーのマシンに配
置されている必要があります。これは、インスタンスに関連付けられたファイルと構
成ファイルが同じマシン上にないと、インスタンスに関連付けられたファイルを 
vmware-acetool で修正できないからです。 

実際には、vmware-acetool プログラムを使用して、別のマシンのパスワードを再設
定したり有効期限を変更したりすることもできます。その場合は、同じディレクトリ
にセットアップされている .vmx、.vmpl、および ace.dat ファイルをそのユーザーか
ら受け取る必要があります。vmware-acetool コマンドは、たとえば次のように示さ
れます。

vmware-acetool <コマンド > <ACE構成ファイル > <パラメータ >

パスワード プロンプト

すべてのコマンドで、管理ツールのパスワードが求められます。「管理者モード ポリ
シーの設定（P.435）」を参照してください。

setPassword コマンドでも、プライベート リカバリ キー ファイルのリカバリ キーの
パスワードとともに、新しい ACE インスタンスのパスワード、およびこの新しいパ
スワードの確認が求められます。「暗号化 ACE インスタンスへのリカバリ キーの設定

（P.411）」を参照してください。コマンドは、たとえば次のように示されます。

vmware-acetool setPassword myACE.vmx recKey.priv

表22-2  vmware-acetool  のコマンドおよびパラメータ

コマンド パラメータ 説明

setPassword リカバリ キー ファイルのパス ACE インスタンスのパス
ワードを設定。

setExpirationDate 新しい有効期限 ACE インスタンスの有効期
限を設定。

allowCopy 現在の場所から ACE インス
タンスを実行できるように
する。

updateCurrentTime ACE インスタンス内部のポ
リシー クロックを現在の時
刻に更新。

cloneToVM ネット クローン構成ファイル
リカバリ キー ファイルのパス

ACE 有効仮想マシンから、
通常の仮想マシンのクロー
ンを作成。
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有効期限

新しい有効期限は、次のいずれかの形式で設定できます。

現在の日付からの日数を指定

YYYY-MM-DD という形式での絶対日付を指定

YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD という形式で、開始日と終了日を指定

"never" という特殊な値を指定。インスタンスが期限切れになることはありま
せん

"expired" という特殊な値を指定。インスタンスが即座に期限切れとなります

コマンドの例は、次のとおりです。

vmware-acetool setExpirationDate myACE.vmx 30

vmware-acetool setExpirationDate myACE.vmx 2007-06-16

vmware-acetool setExpirationDate myACE.vmx "never"

vmware-acetool allowCopy myACE.vmx 30

ホットフィックス リクエストへの対応
スタンドアロンの ACE インスタンスでホットフィックス機能を有効にすると、ユー
ザーは次のような問題を解決するためのヘルプを要求できます。

パスワードを紛失または忘れた場合

期限切れになった ACE インスタンス 

新しい格納場所からのコピー防止 ACE インスタンスの実行

ホットフィックス機能を有効にする方法の詳細については、「スタンドアロン ACE イ
ンスタンスのホットフィックス ポリシーの設定（P.437）」を参照してください。リカ
バリ キーの設定に関する詳細については、「暗号化 ACE インスタンスへのリカバリ 
キーの設定（P.411）」を参照してください。リカバリ キーは、ユーザー パスワード
を紛失または忘れた場合のホットフィックスを送る際に必要です。

ホットフィックス機能が有効なときに、ACE インスタンスの期限切れまたはコピー防
止についての通知がエンド ユーザーに表示されると、ダイアログ ボックスに [ ホッ
トフィックス リクエスト ] ボタンが表示されます。ユーザーがこのボタンをクリック
すると、ホットフィックス リクエスト ウィザードが起動します。このウィザードを
通じて、ホットフィックス リクエスト ファイルが生成されます。ユーザーは、電子
メールに添付するなどの方法で、管理者にこのファイルを送ることができます。
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ホットフィックス リクエストに対応するには、次の手順に従ってください。

1 ホットフィックス リクエスト ファイルを受け取ったら、Workstation がインス
トールされている管理者マシンからアクセスできる場所に、このファイルを保存
します。 

2 ホットフィックスを要求しているインスタンスの ACE 有効仮想マシンを開き
ます。

3 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択します。

4 ホットフィックス リクエスト ファイルの場所に移動し、[ 開く ] をクリック
します。

[Workstation] ウィンドウにホットフィックス タブが開きます。 ホットフィックス 
タブには、ユーザーの名前と電子メール アドレス、ホットフィックス リクエス
トの原因となった問題、ユーザーによるメモが表示されます。

5 [ ホットフィックスの承認 ] をクリックします。 

6 ダイアログ ボックスに該当する情報を入力します。

7 次のいずれかの方法で回答を送ります。

ホットフィックス タブで [ ホットフィックスの送信 ] をクリックし、[OK] を
クリックします。

ホットフィックス ファイルを送ります。このファイルは、ホットフィック
ス リクエストと同じフォルダに格納されています。フィックス ファイルの
ファイル拡張子は、.vmhf です。

ホットフィックス タブの画面に、ホットフィックス リクエストのステータス、承認
されたか拒否されたか、および対処した日付が表示されます。

ユーザーがホットフィックス ファイルをダブル クリックすると、ホットフィックス
が適用されます。 

セットアップ上の問題についてのトラブルシューティング
[ スナップショットまで戻る ] コマンドの実行後、ACE のエンド ユーザーがログイン
する際に問題が生じることがあります。また、ドメインの検証や名前解決に問題が生
じる場合もあります。 

再イメージ スナップショットに戻った後のログイン上の問題
問題：[VM] - [ スナップショット ] - [ 再イメージ スナップショットまで戻る ] を選択し
た後、ACE ユーザーが再度ドメインにログインすることができない。
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説明：ACE インスタンスには Windows ゲスト OS がインストールされており、デフォ
ルトでドメイン用のマシン アカウントのパスワードが定期的に更新されます。 ユー
ザーが ACE インスタンスをスナップショットの状態に戻す間にパスワードが更新さ
れると、スナップショットに含まれているパスワードは無効となり、ログインに失敗
します。 

解決策：この問題を回避するには、[ コンピュータ アカウントのパスワードの変更を
拒否する ] というセキュリティ ポリシーを有効にします。

このポリシーは、ACE 有効仮想マシン（このマシンから作成されたすべてのインス
タンスに影響）またはプライマリ ドメイン コントローラ上で有効にすることがで
きます。ポリシーの変更方法の詳細については、次の Microsoft の記事を参照して
ください。

ローカル セキュリティ ポリシー　Microsoft 社のサポート サイトで、ナレッジ 
ベース記事 ID175468 を検索し、最初の検索結果をクリックします。 

PDC セキュリティ ポリシー　Microsoft 社の TechNet Web サイトの検索フィール
ドに、「ドメイン コントローラ：コンピュータ アカウントのパスワードの変更を
拒否する」と入力して検索します。

ドメインの検証または名前解決での問題

問題：ACE 有効仮想マシンをドメインに参加させようとしても、ドメインの検証また
は名前解決が機能していない。

説明：特定のネットワーク構成による一部の ACE 有効仮想マシンにおいて、これら
の問題が発生する可能性があります。 

解決策：Microsoft 社のサポート技術情報の記事を参照してください。Microsoft 社の
サポート Web サイトで、ナレッジ ベース記事 ID314108 を検索し、最初の検索結果
をクリックします。

Windows Vista および Windows 7 ゲストのドメイン参加での問題

問題： Windows Vista および Windows 7 の ACE インスタンスはローカル ドメインに参
加できず、インスタンスのカスタマイズが失敗して「NetDomainJoin 関数のエラー 
1722（ドメインに参加できない）」というメッセージが表示される。

説明： Windows Vista および Windows 7 の ACE インスタンスでは、この問題が発生す
る場合があります。

解決策：インスタンスをパワーオフしてから再びパワーオンして、インスタンスのカ
スタマイズを再試行するようユーザーに指示します。この問題は一時的なものであ
り、再起動により解決することがあります。
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この付録では、vmware プログラムで使用可能なコマンドライン オプションについて
説明します。 

vmware-fullscreen コマンドでのフル スクリーン切り替えモードの使用について
は、「vmware-fullscreen を使用した仮想マシンの実行（P.390）」を参照してください。

コマンド ラインからの、vmrun プログラムを使用したチームまたは仮想マシンの操
作については、『vmrun を使用して仮想マシンをコントロールする』というタイトル
のマニュアルを参照してください。

この付録では、次のトピックについて説明します。

Workstation および仮想マシンの起動オプション（P.501）
Windows ショートカットでの起動オプションの使用（P.503）

Workstation および仮想マシンの起動オプション
表 23-1 に、コマンド ラインから Workstation を実行する際に使用可能なオプション
の説明を示します。これらのコマンドは、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。

このコマンドのシンタックスは次のとおりです。

Linux ホスト OS の場合：

/usr/bin/vmware [-n] [-x] [-X] [-m] [-t] [-q] [-s <variablename>=<value>] 
[-v] 
[/<path_to_virtual_machine>/<virtual_machine_name>.vmx] 
[X toolkit options] 

付録：Workstation コマンド ライン
の参照リスト
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Windows ホスト OS の場合： 

C:¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation¥vmware.exe [-B] [-n] [-x] [-X] 
[-t] [-q] [-s <variablename>=<value>] [-v] 
[<path_to_virtual_machine>¥<virtual_machine_name>.vmx]

Linux ホストの場合、X toolkit オプションを引数として渡すことができます。ただし、
一部のオプション（特に Workstation ウィンドウのサイズとタイトル）は上書きでき
ません。

X toolkit オプションは、Windows ホストでは使用できません。

表23-1  vmware プログラムのコマンドライン オプション

オプション 説明

-n 新しい Workstation ウィンドウを開きます。

-B （Windows ホストのみ）新しい Workstation ウィンドウを開
きますが、サイド バーとツール バーを非表示にします。開
いている仮想マシンのタブのみが表示されます。このオプ
ションの使用は、Workstation ウィンドウの左上隅の 
[Workstation] アイコンをクリックして表示されるメニュー
で [ コントロールの非表示 ] を選択した場合と同じ効果があ
ります。

-t 既存の Workstation ウィンドウ内に、仮想マシンまたはチー
ムを新しいタブで開きます。

-x Workstation 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 ツール バーの [ パワーオン ] 
ボタンをクリックする操作に相当します。

-X 仮想マシンをパワーオンして、Workstation ウィンドウをフ
ル スクリーン モードに切り替えます。

-m プログラムをクイック切り替えモードで起動します。

-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 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 -s スイッチでコマンド 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_or_team> 指定された仮想マシンまたはチームの構成ファイル（.vmx 
または .vmtm ファイル）を使用して、仮想マシンを起動し
ます。
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付録：Workstation コマンド ラインの参照リスト

Windows ショートカットでの起動オプションの使用
起動オプションは、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
もっとも便利な方法です。

ショートカットを作成するには、そのショートカットを右クリックして [ プロパ
ティ ] をクリックします。[ ターゲット ] フィールドで、使用するスイッチをファイ
ル名 vmware.exe の後に追加します。 次のコマンド例では、仮想マシンを起動し、パ
ワーオンして、フル スクリーン モードに切り替えます。

"C:¥Program Files¥VMware¥VMware Workstation¥vmware.exe -X <vmx_file_path>"

コマンド文字列全体を二重引用符（"）で囲みます。

構成ファイルにはデフォルトで拡張子 .vmx が付いています。 この <vmx_file_path> 
は、.vmx ファイルの場所です。 デフォルトの .vmx の場所は、Workstation の [ 環境設
定 ] メニューの [ ワークスペース ] タブから構成できます。
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A

AutoProtect 
この機能を使用すると、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。 「スナップショット」も参照。

L

LAN セグメント
同じチーム内の仮想マシンのみに構築できるプライベート仮想ネットワークです。 「仮想
ネットワーク」と「チーム」も参照。

R

Raw ディスク
「物理ディスク」を参照。

REDO ログ ファイル
通常モードおよび独立通常モードを除く、すべてのモードのディスクに対する変更内容を
保存するファイルです。読み取り専用モードのディスクでは、仮想マシンがパワーオフま
たはリセットされると、ディスクに変更内容を書き込まずに、REDO ログ ファイルが削除
されます。 取り消し可能モードのディスクに対しては、REDO ログに保存された変更内容
を恒久的に適用して、変更内容をメイン ディスク ファイルの一部に含めることができま
す。 「ディスク モード」も参照。

用語集
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V

VMware Player
コンピュータのユーザーが Windows または Linux コンピュータ上であらゆる仮想マシン
を作成し、実行することのできる無償のソフトウェアです。 VMware Player は、VMware 
Workstation、VMware Server、または ESX Server で作成された仮想マシンを実行すること
ができます。Microsoft 仮想マシン、および Symantec Backup Exec System Recovery ディス
ク形式をサポートしています。

VMware Tools
ゲスト OS のパフォーマンスと機能性を向上させるユーティリティおよびドライバのパッ
ケージです。VMware Tools の主な機能は、ゲスト OS により違いがありますが、SVGA ド
ライバ、マウス ドライバ、VMware Tools コントロール パネル等が含まれ、フォルダの共
有、Windows ゲストおよび Linux ゲストでのドラッグ アンド ドロップ、仮想ディスクの
圧縮、ホストとの時刻同期、VMware Tools スクリプト、および仮想マシンの実行中のデ
バイスの接続または切断といった機能をサポートします。 「共有フォルダ」も参照。

イ

一時停止機能
一時停止機能は、パワーオフまたはサスペンドすることなく、仮想マシンの動作を一時的
に中止します。

オ

お気に入り 
Workstation のメイン ウィンドウの左パネルに表示されるリストで、ユーザーが追加した
仮想マシンの名前が表示されます。 [ お気に入り ] リストを使用して、仮想マシンを開始し
たり、仮想マシンの構成ファイルに接続して仮想マシン設定を変更したりできます。

親
スナップショットやクローンを作成する場合のソースになる仮想マシン。 完全クローンは
親への継続的なリンクを持ちませんが、リンク クローンおよびスナップショットでは、
親の仮想ディスク ファイルにアクセスできる必要があります。親仮想マシンを削除する
と、すべてのリンク クローンまたはスナップショットを永久的に使用できなくなります。
親をテンプレート仮想マシンにすることによって、削除を防ぐことができます。 「完全ク
ローン」、「リンク クローン」、および「スナップショット」も参照。
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カ

カスタム ネットワーク
デフォルトのブリッジ、ホストオンリー、ネットワーク アドレス変換（NAT）のいずれの
構成も使用しない、仮想マシンとホスト間のネットワーク接続タイプ。 たとえば、仮想マ
シンを個別のネットワークを使用してホストと接続したり、ホストなしで相互に接続した
りすることが可能です。 

仮想ディスク
仮想ディスクは通常ホスト ファイル システム上に存在するファイルのセットですが、ゲ
スト OS には実際の物理ディスクドライブとして認識されます。これらのファイルは、ホ
スト マシンだけでなく、リモート ファイル システム上にも作成できます。 「物理ディス
ク」も参照。

仮想ネットワーク
物理的なハードウェア接続に依存しない、仮想マシンを接続するネットワークです。たと
えば、仮想マシンと外部とのネットワーク接続がないホスト間に仮想ネットワークを構築
することができます。チーム内の仮想マシン間の通信に LAN セグメントを構築すること
もできます。 「LAN セグメント」と「チーム」も参照。

仮想ネットワーク エディタ
Workstation で作成した仮想ネットワーク向けの設定を表示、変更できるポイント アンド 
クリックのエディタです。

仮想ハードウェア
仮想マシンを構成するデバイスです。仮想ハードウェアには、仮想ディスク、DVD-ROM/
CD-ROM やフロッピー ドライブなどの取外し可能デバイス、および仮想イーサネット ア
ダプタが含まれます。 「仮想マシン設定エディタ」も参照。

仮想マシン
仮想マシンは、物理コンピュータ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。 複数の仮想マシンを同じホスト シス
テム上で同時に実行できます。

仮想マシン構成
仮想マシン内にどのような仮想デバイス（ディスクやメモリなど）が存在し、ホストの
ファイルやデバイスにどのように割り当てられているかという仕様です。

仮想マシン構成ファイル
仮想マシン構成を記録したファイルです。この .vmx ファイルは、仮想マシンの作成時
に作成されます。仮想マシン構成ファイルを使用して特定の仮想マシンを認識し、実行
します。
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仮想マシン設定エディタ
ポイント アンド クリックで仮想マシンの設定を表示し、変更できるコントロール パネル
です。

完全クローン
関連した仮想ディスクも含む 100% 完全な仮想マシンのコピーです。 「リンク クローン」
も参照。

キ

記録 /再生機能
この機能では、一定の期間内における Workstation 5.x、6.x、または 7.x の仮想マシンのす
べてのアクティビティを記録できます。 Workstation のムービー キャプチャ機能とは異な
り、記録 / 再生機能では記録中の仮想マシンの操作および状態をそのまま複製できます。

共有フォルダ
ホストと 1 つ以上の仮想マシンが共に利用することができるホスト コンピュータ上の、
あるいはホストからアクセス可能なネットワーク ドライブ上のフォルダです。共有フォ
ルダを利用すれば、ホストとゲスト間、あるいは仮想マシン間でファイルを共有すること
ができます。共有フォルダは、Windows 仮想マシンではドライブに存在するフォルダと
して、Linux または Solaris 仮想マシンでは特定のマウント ポイントで認識されます。

ク

クイック切り替えモード
仮想マシンが画面のほぼ全体に表示されるディスプレイ モードです。このモードでは、
画面上端のタブを使用して、実行中の仮想マシン間を素早く切り替えることができます。 

「フル スクリーン切り替えモード」も参照。

クローン
仮想マシンの複製です。 「完全クローン」と「リンク クローン」も参照。

ケ

ゲスト OS
仮想マシン内で実行されるオペレーティング システムです。 「ホスト OS」も参照。

シ

自動ログオン
この機能を使用すると、ログイン認証情報を保存しておき、Windows ゲストをパワーオ
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。
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ス

スナップショット
スナップショット設定時の仮想マシンの状態をそのまま複製したものです。仮想マシンの
電源状態（オン、オフ、サスペンド中）が含まれます。 仮想ハード ディスクが独立モード
に設定されていなければ、その仮想マシンの全ディスクにあるデータの状態もそのまま記
憶します。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
も設定可能です。 「独立ディスク」と「AutoProtect」も参照。

スナップショット マネージャ
選択した仮想マシンに関連するすべてのスナップショットおよび記録に対して操作を行
うことができるコントロール パネルです。 「記録 / 再生機能」と「スナップショット」
も参照。

スナップショットに移動
アクティブな仮想マシンの任意のスナップショットに戻ることができるコマンドです。 

「スナップショットまで戻る」も参照。

スナップショットまで戻る
アクティブな仮想マシンの状態をその親スナップショットに復元します。 この親スナップ
ショットは、スナップショット マネージャの [ 現在点 ] アイコンの左に表示されているス
ナップショットです。 「スナップショットに移動」と「スナップショット マネージャ」も
参照。

チ

チーム
チームとは、１つのまとまりとして操作できるように構成された仮想マシンのグループで
す。チームのパワーオン、パワーオフ、クローン作成、およびサスペンドは、１つのコマ
ンドで行うことができます。LAN セグメントを構築して、外部の仮想または実際のネッ
トワークから独立したチームのプライベート ネットワークを構成することができます。 

「LAN セグメント」と「仮想ネットワーク」も参照。

ツ

通常モード
ディスク モードの一種で、仮想マシン内で稼動するソフトウェアによって行われるすべ
てのディスク書き込みは、独立ディスクとして構成されている仮想ディスクに、その場で
恒久的に書き込まれます。

したがって、独立通常モードの仮想ディスクまたは物理ディスクは、物理コンピュータ上
の従来のディスク ドライブと同じように動作します。 「ディスク モード」、「読み取り専
用モード」、および「取り消し可能モード」も参照。
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テ

ディスク モード
仮想ディスクのプロパティの 1 つで、仮想ディスクの外部動作（仮想化層でのデータ処理
方法）を定義します。 ゲスト OS はディスク モードを認識できません。 利用可能なモード
には、通常モード（ディスクに対する変更内容がセッション中は常に保存されるモード）、
読み取り専用モード（変更内容が保存されないモード）、取り消し可能モード（変更内容
がユーザーの任意で保存されるモード）があります。

ト

独立ディスク
仮想ディスクのタイプの一種で、スナップショットによる影響を受けません。独立ディス
クは、通常モードおよび読み取り専用モードで構成できます。 「読み取り専用モード」、

「通常モード」、および「スナップショット」も参照。

取り消し可能モード
ディスク モードの一種で、仮想マシン内で稼動するソフトウェアによって行われるすべ
ての書き込み操作は、ディスクに書き込まれているように処理されますが、実際には、そ
のセッションの間、一時ファイル（.REDO）に保存されます。 仮想マシンのパワーオフ時
に、ユーザーは、すべての変更を恒久的にディスクに適用するか、変更を破棄してディス
クを以前の状態に復元するか、または変更を維持するかを選択し、以後のセッションで加
えられた変更をログに追加できます。 「ディスク モード」、「読み取り専用モード」、およ
び「通常モード」も参照。

フ

物理ディスク
ホスト マシンの物理ディスク ドライブまたはパーティションに割り当てられる、仮想マ
シンのハード ディスクです。 物理ディスクは Raw ディスクとも呼ばれます。 仮想マシンの
ディスクは、ホスト ファイル システム上のファイルとして、あるいはローカル ハード 
ディスク上にファイルとして格納されます。物理ディスクを使用するように仮想マシンを
構成すると、Workstation は、（ファイル システム上のファイルとしてではなく）物理デ
バイスとしてローカル ディスクおよびパーティションに直接アクセスします。 「仮想ディ
スク」も参照。

フル スクリーン切り替えモード
仮想マシンが全画面表示されるディスプレイ モードであり、ユーザーは Workstation の
ユーザー インターフェイスにアクセスすることも、 仮想マシンを作成、再構成、開始する
こともできません。システム管理者がそれらの機能を使用します。 
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ブリッジ ネットワーク
仮想マシンとホストの物理ネットワークをつなぐネットワーク接続の一種です。ブリッジ 
ネットワークでは、仮想マシンはホストと同じ物理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。 「ホストオンリー ネットワーク」も参照。

ホ

ホスト
仮想化ソフトウェアを使用して仮想マシンを実行するコンピュータです。 ホスト マシンま
たはホスト コンピュータとも呼ばれます。 仮想化ソフトウェアまたはその他のソフトウェ
アがインストールされている物理コンピュータです。

ホスト OS
ホスト マシン上で実行されるオペレーティング システムです。 「ゲスト OS」も参照。

ホストオンリー ネットワーク
仮想マシンとホストをつなぐネットワーク接続の一種です。仮想マシンは、ホスト外部に
は公開されないプライベート ネットワーク上でホストに接続されます。同じホスト上でホ
ストオンリー ネットワークに設定された複数の仮想マシンは、同じネットワーク上に存在
することになります。 「ブリッジ ネットワーク」と「カスタム ネットワーク」も参照。

ユ

ユニティ モード
仮想マシンのアプリケーションが、ホストのデスクトップ上のアプリケーション ウィン
ドウに直接表示されるディスプレイ モードです。仮想マシンのコンソール ビューは表示
されず、Workstation ウィンドウを最小化できます。 このモードでは、仮想マシンのアプ
リケーションは、ホスト上の他のアプリケーション ウィンドウと同じように見えます。

ヨ

読み取り専用モード
ディスク モードの一種で、仮想マシン内で稼動するソフトウェアによって行われるすべ
てのディスク書き込みは、独立ディスクに書き込まれているように処理されますが、実際
には、仮想マシンのパワーオフ後に破棄されます。したがって、独立読み取り専用モード
の仮想ディスクまたは物理ディスクは、仮想マシン内のアクティビティによって変更され
ることはありません。 「ディスク モード」、「通常モード」、および「取り消し可能モード」
も参照。
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リ

リンク クローン
仮想マシンのコピーで、元となる親仮想マシンの仮想ディスクにアクセスできる必要があ
ります。リンク クローンは、仮想ディスクへの変更を元の仮想ディスクとは別のファイ
ル セットに保存します。 「完全クローン」も参照。
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A
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定義 397

ACE Player の終了 496
ACE tools、使用 496
ACE Resources ディレクトリ 462
ACE インスタンス

Linux ホストからのアン
インストール 489

Linux ホストにインストール 487
Pocket ACE の実行 479
Windows ホストからのアン

インストール 485
Windows ホストへの

インストール 482
アップグレード 490
オフラインの使用 438
定義 397
取外し可能デバイス ポリシー 428
ポリシーの設定 404

ACE インスタンスのオフラインの使用、
ポリシー 438

ACE インスタンスのコピー保護ポリ
シー 415

ACE インスタンスのパワーオン 
スクリプト 408

ACE インスタンスの有効期限ポリ
シー 415

ACE インスタンスのリソース署名
ポリシー 416

ACE 新規パッケージ ウィザード 465
ACE のネットワーク イメージ 

パッケージの配布 469
ACE パッケージとインスタンスの

暗号化 452
ACE パッケージの配布 465
ACE パッケージのプレビュー 471
ACE ポリシーの変更の公開 471
ACE 有効仮想マシン

構成 463
定義 397
デプロイ プラットフォーム 461
パッケージの作成 465

ACPI S1 スリープ機能 393
Active Directory

パスワード変更プロキシ 412
Advanced Linux Sound Architecture、

使用 182
ALSA「Advanced Linux Sound 

Architecture（ALSA）」を参照
AudioPCI 182
AutoProtect

制限 222
設定 223

AutoProtect 機能
「スナップショット、AutoProtect」

も参照 222
AutoProtect の設定 223
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B
BIOS

仮想マシンで提供 28
仮想マシンのファイル 98
セットアップ、入力 152

.bmp ファイル（スクリーン キャ
プチャ用）189

BT/KT-958 ドライバ 86、87
bulkDeploy.exe プログラム 478
BusLogic 29、374

C
CD

ACE のパッケージの配布 469
CD-ROM イメージ ファイル 29
仮想マシンにドライブを追加 259
レガシー エミュレーション 

モード 261
.cfg ファイル 98
Comm ポート

「シリアル接続」、「シリアルポート」
も参照

CPU
仮想マシンで提供 28
ホスト要件 25

Creative Labs 182
Creative Labs Sound Blaster 31
Ctrl+Alt のホット キーの組み合わせ 351

D
DDNS（ダイナミック ドメ

イン名サービス）322
deploy.exe プログラム 478
DHCP

DHCPD 321
Linux ホスト上での構成 316
NAT が設定された仮想ネット

ワーク上の 328

Windows ホスト上での構成 316
仮想ネットワーク上の IP アドレス

の割り当て 314
仮想ネットワーク上の

サーバ 298、299
サーバ 294、309
設定の変更 308、309
停止 325
リース 309

DMZ 279
DNS

NAT ネットワーク上の 328
セットアップでの問題、トラブル

シューティング 499
DVD

ACE のパッケージの配布 469
仮想マシンにドライブを追加 259
光学、サポートされる 27
レガシー エミュレーション 

モード 261
DVD/CD-ROM ドライブのレガシー 

エミュレーション 261

E
Eclipse

Workstation プラグ インの
インストール 35

EHCI コントローラ 30
EM64T プロセッサ 32

F
FreeBSD

VMware Tools 114
FTP 329

G
gated ホスト ネットワーク 320
GUID パーティション テーブル（GPT）

ディスク 143
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H
HID（ヒューマン インターフェイス 

デバイス）365

I
ICMP 329
IDE

仮想マシンのドライブ 29
ホストでサポートされる光学ドラ

イブ 27
ホストでサポートされるドラ

イブ 27
IDE または SCSI、仮想ディスクの

設定 246
Intel EM64T プロセッサ 32
IP アドレス

クローン 230
固定 315
割り当て 315

IP パケットの転送 317
ISO イメージファイル 29、259、262

K
Kbps、LAN セグメント 289
keysyms

定義 355
マッピング 356

Kiosk モード、ACE
Linux ホストの準備 488
起動時動作 492
複数の仮想マシンの起動 493
ポリシー 436

L
LAN 27
LAN セグメント

Kbps の設定 289
削除 291

接続を構成 290
チーム 288
名前の変更 289
パケット ロスの設定 289
バンド幅の設定 289

Linux
Linux ホストから Workstation を

削除 42
Linux ホスト上でのアッ

プグレード 47
Linux ホストにインストール 39

Linux ゲストの準仮想化カーネル 93
Linux ホストでのリアルタイム クロック

の要件 39
LiveState システム イメージ、

インポート 139
LSI Logic 29、86、87、374

M
MAC アドレス

仮想イーサネット アダプタの 318
クローン 227
手動で割り当て 319

Microsoft Sysprep デプロイメント
ツール 455

MIDI 182
MP3 182
Mylex 29、86、87、374

N
NAT

1024 より下のポートからの
接続指定 331

ACE ポリシー 426
DHCP 328
DNS 328
IP アドレスの指定 314
Linux ホスト向けの構成ファイルの

サンプル 337
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NAT ネットワークから外部へアク
セス 329

port forwarding 339
仮想ネットワーク上の 297、327
高度な構成 330
ポートの転送 334、339
ホスト コンピュータ 328

NAT.conff ファイル 332、337
NetLogon 335
NetWare、Novell 115、126
NFS ポート 331
Novell NetWare

VMware Tools 115
NVRAM 98

O
Open Virtual Machine Format

（.ovf ファイルと .ova 
ファイル）141

.ovf ファイルと .ova ファイル 141

P
P2V（物理マシンから仮想マシンへの）

変換 137
ping 329
Player でプレビュー アイコン 463
Player ポリシー、ACE 431
.png ファイル（スクリーン キャ

プチャ用）189
Pocket ACE

キャッシュの削除 485、489
実行の手順 479
説明 88、473
ディスク サイズ計算機 88
デプロイ 477
ポータブル デバイスの要件 475
ポータブル デバイスへの

インストール 477
Pocket ACE 用取外し可能ドライブ 477
port forwarding 339

R
RAM

ホストに必要なサイズ 25
Raw ディスク 246
Real Media 182
.REDO ファイル 98
RemoteDisplay.vnc.keyMap プロパ

ティ 352

S
Samba

Linux ホストでのファイルの
共有 339

Workstation 用に構成を変更 339
ブリッジ ネットワークとホストオ

ンリー ネットワークの両
方で 340

SCSI
Linux ホスト上の汎用 SCSI 375
Linux ホスト上の汎用 SCSI デバ

イスへのアクセス権 373
Linux ホストでの同時アクセスの

回避 375
Windows NT ゲスト向けの

ドライバ 374
Windows Server 2003 ゲスト向けド

ライバ 374
Windows XP ゲスト向けド

ライバ 374
Windows ホスト上の汎用 SCSI 373
仮想ディスクの設定 246
仮想マシンのデバイス 29
光学ドライブ 27
ドライバ 86、87、374
汎用 SCSI デバイスの

追加 375、376
汎用への接続 373
ホストでサポートされる

ドライブ 27
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T
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U
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種類 362
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デバイスポリシー、ACE 428
ポートの仕様 30
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ントロール 367
UUID（汎用一意識別子）
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ン 226
クローン 227
指定 226

V
VAssert API 192
VGA 177
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Virtual PC、インポート 139
Visual Studio
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VIX API 192
VMCI ソケットのインターフェイス 192
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.vmdk ファイル 98
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VMnet8 327
.vmsd  ファイル 98
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.vmss ファイル 98
.vmtm ファイル 98
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VMware Converter 137、139
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ACE の終了 496
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仮想マシンの共有 238
実行 239

[VMware Pocket ACE デプロイ ユーティ
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VMware Tools
FreeBSD ゲスト向け 114
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NetWare ゲスト向け 115
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トール 111
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Solaris ゲスト向け 113
tar インストーラを使用してコ

マンド ラインからインス
トール 111

VMware ユーザー プロセス 103
vmwtool コマンド 126
Windows ゲストに

インストール 106
[ 圧縮 ] タブ 126
アンインストール 120
インストールの変更 121
[ オプション ] タブ 123
更新 117、119
構成 122
コマンドライン 

インターフェイス 135
コマンド ラインから使用 126
コントロール パネル 122
サイレント インストール 108
自動インストール 108
[ スクリプト ] タブ 125
タスクバー アイコン、表示 122
[ デバイス ] タブ 125
デバイス ドライバ 102
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実行 128
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ション 124
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スクリプト 128
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プログラム 501
VMware コミュニティ フォーラム
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Windows NT

ゲスト向けの SCSI ドライバ 374
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MAC 318
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インスタンス 489
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チーム 290
プロミスキャス モード 326
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イーサネット スイッチ 31
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の指定 458
ゲスト OS 455
初期化スクリプト 456
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親スナップショット 213
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Windows ドライブへのマッ
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拡張 249
仮想ディスク マネージャ 263
仮想マシンに追加 250、251
サイズ 29
最適化 247
定義 244

「ディスク」も参照 88
ディスク領域の割り当て 88
物理ディスクへの格納 246
レガシー 264

仮想ディスクからドライブへのマッ
ピング 205

仮想ディスクの圧縮 248
仮想ディスクの最適化 247
仮想ディスク マネージャ 263
仮想ハードウェア

イーサネット アダプタの問題 147
グラフィックス カードの問題 147
ディスク デバイスの問題 147

仮想プリンタ ポリシー、ACE 430
仮想マシン

IDE ドライブ 29
SMP 378
SMP 仮想マシンの移動 379
アップグレード手順 95
アップグレードまたはダウン

グレード 95
暗号化 160
イーサネット アダプタの追加と

変更 304
移行 233
移植性 244
一時停止 158
移動 225、231
[ お気に入り ] リストから削除 61
仮想ディスクの追加 250、251
関連ファイル 98
起動 152
クローンの作成 229
削除 162
作成 79、137
サスペンド 209
自動ログオン 157
シャットダウン 155
スナップショットの使用方法 211
設定 66
チームから削除 285
チームからのクローン 291
チームに追加 284
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デフォルトの場所 84
名前の変更 61
バックグラウンドで実行 68、272
パワーオフとシャットダウン 156
ファイル 155
物理ディスクの追加 253
プラットフォームの仕様 28
フル スクリーン モードで開始 390
フロッピー ドライブの追加 261
変換 137
リセットと再起動 156
レジューム 209

仮想マシン実行の記録
削除 220
名前の変更 218

仮想マシン設定エディタ
VMware Tools パネル 119
アクセスの制限 381

仮想マシン設定エディタの [ ツール ] 
パネル 119

仮想マシン設定エディタの [ ハードウェ
ア ] タブ 66

仮想マシンでのスマート カード 369
仮想マシンの暗号化 160
仮想マシンの移動 231
仮想マシンのインポート 137、139
仮想マシンのインポート先 144
仮想マシンの共有 234
仮想マシンのクローン作成ウィ

ザード 230
仮想マシンのコピー 232
仮想マシンのストリーミング 154、237
仮想マシンのダウングレード 95
仮想マシンの変換 137
仮想マシン ファイルの場所 84、155
仮想マシンへのリモート接続 235
画面解像度 177

画面の色
VNC クライアント 235
設定、仮想マシン 178

環境設定
VMware Tools のアップグレード 

オプション 118
設定、Workstation 用 64
ディスプレイ 176
ホット キー 351
ワークスペース 64

環境設定エディタの [ ディスプレイ ] 
タブ 176

環境設定エディタの [ ワークスペース ] 
タブ 64

管理ツールのポリシー、ACE 435

き
キー コード マッピング 356
キーボード

Linux ホストでのマッピング 353
USB 362
VNC クライアントの言語キー

マップ 352
拡張仮想、ACE ポリシー 432
拡張仮想、Windows 上 350
ショートカット 70、163

キーロガー 432
起動

ACE Player 490、492
Workstation 49

起動コマンド
VMware Tools での使用 133

起動スクリプト
ACE の Kiosk モード 493
VMware Tools の使用 132

キャプチャ
仮想マシン アクティビティ 265
仮想マシンのスナッ

プショット 211
スクリーンショット 189
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共有
Linux ホストで Samba を利用して

ファイルを 339
共有フォルダ

Linux および Solaris ゲスト上で 202
Linux のアクセス権 202
使用 196
表示 201
マウント、Linux 上 202
有効化と無効化 198

共有フォルダ追加ウィザード 197
記録 / 再生機能 265、267
記録 / 再生の構成 267

く
クイック切り替えモード 171
グラフィックス

仮想マシンでサポート
されている 29、178

「ディスプレイ」も参照
グローバル構成ファイル 384
クローン

IP アドレス 230
MAC アドレスと UUID 227
概要 227
完全 228
固定 IP アドレス 230
作成、仮想マシンのクローン作成

ウィザードで 229
チーム用の作成 280、284、291
テンプレート モードを

有効にする 229
ネットワーク ID 230
リンク 228、234

クローン テンプレート 229
クローンのテンプレート モード 229
クロック

Linux ホストでのリアルタイム 39
ゲストとホストの同期化 123

け
ゲスト

自動調整 176
調整コマンド 176
定義 24

ゲスト OS
64 ビットのサポート 31
ACE インスタンスのカスタマイズ

向け 455
アップグレード 94
インストール 91
サポート 31

ゲストに合わせる , ウィンドウに
合わせる 176

ゲスト ネットワーク アクセス ポリ
シー、ACE 417、427

ゲストの画面設定を拡大 170

こ
更新頻度 438
固定 IP アドレス

クローン 230
範囲 328

コピーと貼り付け機能 195
コマンド

キーボードのショートカット 70
起動、Windows ホスト上 503
起動、コマンド ラ

インで 391、501
コマンドライン インターフェイス

VMware Tools 向け 135
Workstation 用 501

コンポーネントのインストール 104
コンポーネントのダウンロード 104

さ
サーバ

DHCP 294、316、328、335
DNS 322、328、330
WINS 329
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再イメージ スナップショット 434
サイズ

仮想ディスク 29
ディスク 244、258

サイズ変更
Linux ゲスト 176
Solaris ゲスト 177

[ 再生 ] ツール バー 268、269
サイド バー パネル 59
サウンド

Sound Blaster 182
Windows 9x および NT ゲスト用の

ドライバ 182
ゲストでのサポート 31
構成 182

削除
仮想ディスク 252
仮想マシン 162
仮想マシン アクティビティの

記録 220、277
仮想マシンからのデバイスの 187
スナップショット 216、220

作成
ACE インスタンスのポリシー 404
ACE パッケージ 465
仮想ディスク 250

サスペンド
仮想マシン 209
チーム 287
ファイル 98

サブストリングの一致、使用する
物理ネットワーク アダプタの
構成 426

サブネット
NAT 構成の 314
設定の変更 308、309
ホストオンリー ネット

ワーク上の 314
サポート スクリプト、実行 74

し
時刻、同期化、ゲストとホストの 123
システム要件 25

ゲスト 31
ホスト 25

自動調整の設定 170
自動ブリッジ 305、426
自動ログオン機能 157
修飾キー 386
[ 修正 ] オプション

VMware Tools インストール用 107
ショートカット、

キーボード 64、70、351
シリアル接続

2 台の仮想マシン間 346
デバッグ目的 349
ホスト アプリケーションと仮想マ

シンとの間 346
ホスト上のシリアル ポート 346

シリアル ポート、インストールと
使用 345

新規仮想マシン ウィ
ザード 62、80、89、243

新規パッケージ ウィザード 465

す
スイッチ

Linux ゲストのワークスペース 351
仮想ネットワーク 293

スキャナ 373
スキャン コード 355
スクリーン キャプチャ 189
スクリーンショット 189
スクリーンショットのキャプチャ 189
スクリーン モード

クイック切り替え 171
フル スクリーン 168
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スクリプト
ACE インスタンスの

カスタマイズ向け 456
カスタム VMware Tools の作成 129
記述、ACE インスタンス用 440
起動、ACE の Kiosk モード 493
実行と無効化 131
電源状態変更時に実行 128
パワーオン、ACE 

インスタンス 408
有効化、無効化、実行 125

[ スクリプト ] タブ、VMware Tools 125
スナップショット 223

AutoProtect 222
AutoProtect の保存 223
Workstation 4 仮想マシン 224
親 213
仮想ディスクの除外 215
削除 216、220
作成 217
使用 211
線形処理 211
チーム 291
名前の変更 216、218
バックグラウンド アクティビティ

として 214
パワーオフ オプション 221
パワーオフ時に戻る 220
ファイル 98
プロセス ツリー 212
ポリシー 434
メニュー機能の無効化 381
戻る 219
リストア 219

スナップショットまで戻る 219、220
スナップショット マネージャ 216
スリープ、ACPI 393

せ
静止モード、VMware Tools のインス

トール 108
接続

CD/DVD およびフロッピーを ISO 
イメージに 262

USB デバイス 364

そ
ソフトウェア コンポーネント 105

た
ダイアルアップ接続 317
対称マルチプロセッシング

「仮想 SMP」を参照 378
ダイナミック ドメイン名サービス 322
ダウンロード 105
タブ

VMware Tools コントロール 
パネルの 122

仮想マシン 50
[ 環境設定 ] ダイアログ 

ボックス内 64

ち
チーム

LAN セグメント 288
イーサネット アダプタ 290
概要 279
仮想マシンのクローン 291
仮想マシンの削除 285
仮想マシンの追加 284
クローン テンプレートなし 229
削除 283
サスペンド 287
新規 280
新規チーム ウィザードでクローン

を作成 280、284
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スナップショット 291
閉じる 282
名前の変更 282
ネットワーク 279
パワーオフ 287
パワーオン 287
開く 281
レジューム 287

つ
ツール バー

カスタマイズ 57、58
非表示 381

て
停止

ACE Player 496
仮想マシン アクティビティの

記録 272
ディスク

.vmdk 仮想ディスク ファイル 98
「仮想ディスク」も参照
仮想マシンの IDE ドライブ 29
サイズ 244、258
独立 215
ドライブへのマッピング 205
ホスト コンピュータで必要な

領域 27
ホストでサポートされる IDE 

ドライブ 27
ホストでサポートされる SCSI 

ドライブ 27
ホストでサポートされる光学

ドライブ 27
ディスプレイ

色濃度 178
ウィンドウを仮想マシンに

合わせる 176
仮想マシンの切り替え 171
自動調整の設定 170

複数モニタ 172、175
フル スクリーン 168、170
ホストでの要件 26

ディレクトリ、共有 201、202
テープ ドライブ 373
デバイス

USB 362
USB コントローラからの切断 369
USB の ACE ポリシー 428
接続と切断 125、187
取外し可能、ACE ポリシー 428
汎用 SCSI デバイスの

追加 375、376
プロセッサ 28

デバイス接続ポリシー 428
[ デバイス ] タブ

VMware Tools 125
[ 環境設定 ] ダイアログ 

ボックス内 64
デバイス ドライバ

VMware Tools 102
汎用 SCSI デバイスの 375

デバッグ
シリアル接続を使用 349

デプロイ設定、ACE
EULA 461
暗号化 452
インスタンスのカスタマイズ 453
デプロイ プラットフォーム 461
パッケージの有効期限 452

デュアルブート コンピュータと仮想マ
シン 264

デュアル モニタ表示 172、175

と
登録

ACE パッケージ 469
VMware Workstation の 73

トークン リング 297
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独立ディスク 215
ドメイン参加、リモート 459
ドメイン設定、ACE インスタンスのカス

タマイズ 456
ドメインの問題 499
ドライバ

SCSI 374
サウンド 182
ビデオ、古いバージョンの 

Windows 107
ドライブ

CD/DVD-ROM 29、259
IDE 29
仮想 IDE 250
仮想 SCSI 250
テープ 373
フロッピー 30、259

ドラッグ アンド ドロップ
ホストとゲスト間のイメージ、

テキスト、およびファイル
の内容 194

ドラッグ アンド ドロップ機能 193
トラブルシューティング

ACE のホットフィックス リクエス
トへの対応 498

vmware-acetool で 496
取外し可能デバイス

ACE ポリシー 428
Pocket ACE パッケージの

デプロイ 477
切断 369

な
名前

仮想マシン名の変更 61
チーム名の変更 282

ナレッジベース
アクセス 21

に
認証ポリシー、ACE 405

ね
ネットワーク

DHCP サーバ 294
2 つの異なるホストオンリー 

ネットワーク 311
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 324
ACE インスタンスの自動

ブリッジ 426
DHCP 314
DHCP 設定の変更 308、309
ID、クローン 230
IP 転送 317
IP パケットの漏洩 316
Linux ホストでのプロミスキャス 

モード 326
Linux ホストの 2 番目のブリッジ 

ネットワーク 307
MAC アドレス 318
NAT 297、327
NAT サブネット 314
Samba 339
仮想 DHCP サーバ 298、299
仮想イーサネット アダプタ 294
仮想イーサネット アダプタの追加

と変更 304
仮想スイッチ 293
仮想ネットワーク エディタ 305、

310、316
構成の変更 303
コンポーネント 293
サブネット設定の変更 308、309
自動ブリッジ 305
スイッチ 293
ダイアルアップ接続 317
ダイナミック ドメイン名

サービス 322
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チーム内での仮想化 279
トークン リング 297
ハードウェアのアドレス 318
パケット フィルタ機能 317
ファイアウォールとしての 

NAT 335
ブリッジ ネットワーク オプション

の構成 305
ホストオンリー 298
ホストオンリー サブネット 314

ネットワーク アクセス ポリシー、
ACE 417、426

ネットワーク アダプタ
仮想、概要 294
仮想、追加 304
作成、チーム ネットワーク用 290

は
バージョン、仮想マシンの変更 95
[ バージョン情報 ] タブ

VMware Tools 126
バージョン変更ウィザード 95
ハードウェア追加ウィザード 342、375
排他モード 171
パケット

フィルタリング 317
漏洩 316

パケット ロス、構成、LAN 
セグメント 289

バックグラウンド、仮想マシンを
実行 68、272

パッケージ、ACE
Pocket ACE のインストール 477
Pocket ACE のデプロイ 477
作成 465
作成の進捗状況 469
ディスクへのファイルの

書き込み 469
ディスク ラベル 469
デプロイ プラットフォーム 461

デプロイ前テスト 471
デプロイ前のテスト 471
デプロイ前のプレビュー 471
登録 469
配布フォーマット 469
必要なディスク領域 467
有効期限の設定の変更 452
履歴の表示 470

パッケージ設定、ACE
暗号化 452
インスタンスのカスタマイズ 453
インスタンスのカスタマイズでのプ

レースホルダ値 457
インスタンスのカスタマイズでの

ワークグループまたはドメ
イン 456

カスタム EULA 461
デプロイ プラットフォーム 461
パッケージの有効期限 452
リモート ドメイン参加 459

[ パッケージ ] タブ 470
パッケージのディスク ラベル 469
[ パッケージのプロパティ ] ダイアログ 

ボックス 470
バッテリ情報、ゲストでの

レポート 186
パラレル ポート

Linux ホスト上での構成 343
仮想マシン内 341
仮想マシンにインストール 342

パワーオフ
スナップショット オプション 221
チーム 287

[ パワーオフ ] ボタン 156
パワーオン

BIOS に 152
仮想マシン 152
チーム 287

[ パワーオン ] リスト 61
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パワー メニュー
機能の無効化 381
使用、チームに 288

バンド幅
LAN セグメント 289
制御、チーム ネットワーク内 279

ふ
ファイアウォール 335
ファイル

REDO ログ 98
Samba と Linux ホストでのファイル

の共有 339
仮想マシン 155
仮想マシンで使用 98
仮想マシンとホストの間の

共有 193、196
仮想マシン内の BIOS 98
サスペンド状態 98
スナップショット 98
スナップショットで使用 98

フォルダ
お気に入りリストの 60
共有、「共有フォルダ」も参照

複数モニタ、使用 172、175
物理ディスク

仮想ディスクの格納 246
仮想マシンで使用 246
物理ディスクの追加 253
容量 246

ブラウザ
Linux ホストでの構成 40
およびアプライアンス ビュー 188

プラグイン
記述、ACE インスタンス用 440

プラットフォームのデプロイメント
設定、ACE 461

ブリッジ ネットワーク
Samba サーバ 340
オプションの構成 305
ネットワーク アダプタの ACE ポリ

シー 426
プリンタ

ACE 仮想プリンタ ポリシー 430
仮想マシンでホスト プリンタを

使用 187
プリンタ機能 187
フル スクリーン切り替え

モード 384、392
フル スクリーン設定 170
フル スクリーン ツール バー 170、431
フル スクリーン モード 168
プレビュー モード、ACE 463、471
プロセッサ

64 ビット ゲストの
サポート 25、32

仮想マシンで提供 28
ホスト要件 25

フロッピー
イメージ ファイル 30、262
仮想マシンのドライブ 30、261

プロミスキャス モード 326

へ
ヘッドレス仮想マシン（バックグラウン

ドで実行）68、272
変換ウィザード 137、146、148
変更

仮想マシン名 61
チーム名 282
ホット キーの組み合わせ 71

ほ
ポート

1024 より下の TCP と UDP 331
VNC 235
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ポートの転送 334、339
ホスト

仮想アダプタ 310
サポートされる光学ドライブ 27
システム要件 25
定義 24
ネットワーク アクセス 

ポリシー、ACE 427
必要なハード ディスク領域 27
ポリシー、ACE 417、482

ホストオンリー ネットワーク
IP アドレスの指定 314
基本構成 298

ホストからゲストへのデータ 
スクリプト ポリシー 412

ホストでサポートされる光学
ドライブ 27

ホット キー
16 進数値 386
Ctrl+Alt+Insert および 

Ctrl+Alt+Delete の使用 70
Workstation の環境設定 351
設定 71
フル スクリーン切り替え

モード 386、387、388
[ ホットキー ] タブ 64
ホットフィックス、ACE

対応 498
ポリシー 437

ポリシー、ACE
ホスト 482
ACE インスタンスの設定 404
Kiosk モード 436
Player ランタイム 431
USB デバイス 428
アクセス コントロール 405
アクティベーション 405
仮想プリンタ ポリシー 430
管理者ツール 435

更新頻度 438
コピー保護 415
スクリプトの使用 440
スナップショット 434
デバイス接続 428
取外し可能デバイス 428
認証 405
ネットワーク アクセス 417
ホスト 418
ホストからゲストへのデータ スク

リプト 412
ホットフィックス 437
有効期限 415
ランタイム環境設定 431
リソース署名 416

ポリシー エディタ、使用 404
ポリシーの更新頻度、ACE 438

ま
マウス

USB 362
ドライバ、VMware Tools により

インストールされる 102
マスタ ブート レコード（MBR）

ディスク 143
マップ

keysyms 356
キー コード 356
キーボード 353

マップされたドライブ、
仮想ディスク用 205

む
ムービー キャプチャ 191
無効化

アクセラレーション 186
インターフェイス機能 381
テキストおよびファイルのコピーと

貼り付け 196
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ファイルとフォルダのドラッグ ア
ンド ドロップ 195

フォルダの共有 198

め
メモリ

設定 431
ホストに必要なサイズ 25

も
モード

クイック切り替え 171
排他 171
フル スクリーン 168
プレビュー 463
プロミスキャス 326
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