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VMware Fusion スタートガイド

はじめに
VMware Fusion™ を使用すると、お気に入りの PC アプリケーションを 
Intel ベースの Mac 上で実行できるようになります。Mac ユーザーのた
めに開発された VMware Fusion により、仮想マシンのセキュリティ、
柔軟性、移植性を簡単に活用し、Windows などの x86 オペレーティン
グ システムを Mac OS X と並行して実行できます。

仮想マシンとは
仮想マシンとは、物理的なコンピュータと同様に動作するソフトウェ
アのことです。仮想マシンには、仮想化されたディスプレイ、ハード 
ディスク、複数のプロセッサ、メモリ、CD/DVD ドライブ、ネット
ワーク アダプタ、USB コントローラが存在します。つまり、仮想マシ
ン上のコンポーネントはすべて、ソフトウェアによって作成され、お
使いの Mac 上でファイルに保存されます。 

仮想マシンは、Intel ベースの Mac 上で実行されます。仮想マシンにオ
ペレーティング システムとアプリケーションをインストールし、物理
コンピュータと同様に操作できます。 

仮想マシンを実行する Mac は、ホストと呼びます。それに対して、仮
想マシンをゲストと呼びます。 
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VMware Fusion でできること
VMware Fusion を使用すると、Intel ベースの Mac ユーザーは次のこと
が実行できます。

お気に入りの Windows および Linux アプリケーションを Intel 
べースの Mac 上で実行　VMware Fusion を使用すると、さまざ
まな Windows および Linux のオペレーティング システムを仮想
マシンにインストールし、稼働できます。これにより、Mac ア
プリケーションと並行して、お好みのアプリケーションを再起
動なしで実行することが可能です。

仮想マシンの作成　VMware Fusion に用意されている [ 新規仮想
マシン アシスタント ] の作成手順に従って、仮想マシンを簡単
に作成できます。

Mac の整合性を保護しながら、複数のオペレーティング システ
ムを実行　VMware Fusion は、ハードウェアのセキュリティ機能
と仮想化ソリューションによる障害分離により、Mac から仮想
マシンを隔離して安全に実行します。

最適化されたアプリケーションを簡単に評価および使用　
VMware Fusion を使用して、仮想マシンの特定の問題を解決する
ために設計された、最適化されたアプリケーション（仮想化ア
プライアンス）をダウンロードし、安全に使用できます。これ
らのアプリケーションは、仮想アプライアンスのライブラリか
ら入手できます。ライブラリについては、Virtual Appliance 
Marketplace（ http://vam.vmware.com/）を参照してください。 

Virtual Appliance Marketplace では、一般的なオープンソース ソフ
トウェアの事前設定済みの仮想マシンだけでなく、さまざまなソ
フトウェア ベンダが提供する仮想マシンが用意されています。
VMware Fusion を使用すれば、Linux に精通していなくても完全に
構成された Linux 仮想マシンをダウンロードし、試用できます。ま
た、Oracle、Red Hat、Novell、BEA、SpikeSource、IBM、MySQL な
ど、主要ソフトウェア ベンダのアプリケーションの設定済みのビ
ジネス アプライアンスを試用することもできます。

http://vam.vmware.com/
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VMware Fusion の機能
VMware Fusion では、次の機能を提供しています。

強力なユニティ機能により、Windows アプリケーションを Mac 
アプリケーションと同様に動作するよう変換し、Mac 上でシー
ムレスに利用できます。Dock 内に Windows アプリケーションを
アイコン化し、Exposé で Windows アプリケーションと Mac アプ
リケーションを切り替えることができます。これにより、あら
ゆる Windows アプリケーションを Mac アプリケーションと同様
に検索し、すぐに開始できます。お使いの Windows オペレー
ティング システムに関するユニティ機能サポートの詳細情報お
よび最新情報については、VMware Fusion のリリース ノート
（ http://www.vmware.com/jp/support/pubs/fusion_pubs.html）
を参照してください。

 VMware Fusion に用意されている [ 新規仮想マシン アシスタン
ト ] の作成手順にそって、仮想マシンを簡単に作成できます。
[Windows 簡易インストール ] を使用すると、自動的に 
Windows をインストールし、Mac 上で使用できるように 
Windows 仮想マシンを最適化します。

高速 3D グラフィックス機能を試験的にサポートしているため、
DirectX 9.0 アプリケーションを実行し（シェーダ サポートなし）、
Windows XP Service Pack 2 がインストールされた仮想マシン上で 
3D ゲームをプレイすることができます。

32 ビットと 64 ビット両方のゲスト オペレーティング システム
を Mac 上でサポートしているのは、VMware Fusion だけです。
業界の主流が 64 ビットの Intel Core 2 Duo と Xeon プロセッサ、
および 64 ビットのネイティブ オペレーティング システムに移
行しています。これも、VMware Fusion と VMware Fusion のみ
がサポートする 64 ビット OS を実行可能な仮想マシンを利用す
れば、今すぐ使用することができます。

VMware Virtual SMP™ を使用できます。VMware Fusion では、Intel 
ベースの Mac に搭載されているマルチコア Intel プロセッサの能
力を十分に活用できます。これにより、複数のプロセッサ コア
を有する Mac 上で仮想マシンに 1 個または 2 個の仮想プロセッサ
を割り当て、パワーオンできます。 

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/fusion_pubs.html
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仮想マシンの状態が良好なときに仮想マシン全体のスナップ
ショットを作成すれば、仮想マシンに不具合が生じた場合、例
えば、仮想マシンがウィルスに感染したり、ソフトウェアの更
新により問題が生じたりしたときに、そのスナップショットに
復元できます。

VMware Fusion は、多種多様なデバイス用の高速 USB 2.0 をサ
ポートします。Mac OS X のドライバを備えていないデバイスで
あっても、仮想マシン内では動作します。 

お使いの Mac とのネットワークをシームレスに行います。また、
仮想マシンのネットワーク接続の種類を設定し、仮想マシン上
で固有の IP アドレスを共有または取得するか、あるいは仮想マ
シンをネットワークとホストから切り離すかを選択できます。
ネットワークのオプションには、ブリッジ接続、NAT 接続、ホ
ストオンリー接続があります。VMware Fusion は、AirMac ワイヤ
レス ネットワークを完全にサポートしています。これには、
NAT ファイアウォールで保護され、ローカルの AirMac ネット
ワークにブリッジ接続されている仮想マシンも含まれます。
VMware Fusion は、最大 10 個の仮想ネットワーク インターフェ
イスをサポートします。

仮想マシンでは、あらゆる設定済みデバイスの接続および切断
ができます。また、仮想ハードウェアおよびデバイスの一部の
機能を設定できます。仮想マシンに仮想ハード ディスクを追加
してディスク容量を増やしたり、仮想マシン用の仮想メモリの
割り当てを調整することが可能です。

コピー アンド ペーストにより、仮想マシンとホストの間で簡単
に素早くテキストを移動できます。また、ドラッグ アンド ド
ロップで、ファイルの移動ができます。また、ホスト コン
ピュータ上で共有フォルダを設定することも可能なため、仮想
マシンとホスト コンピュータの間で簡単にファイルとフォルダ
の共有ができます。これらの機能を使用するには、VMware Tools 
をインストールする必要があります。 

これらの機能を使用する方法については、VMware Fusion のヘルプを
参照してください。ヘルプを開くには、[ ヘルプ ] メニューか
ら [VMware Fusion ヘルプ ] を選択します。
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VMware Fusion のシステム要件 
VMware Fusion のインストールおよび使用に必要な最小システム要件
は、次のとおりです。

1.5GHz 以上の Intel プロセッサ搭載の Mac 本体

512MB の RAM、1GB 推奨 

VMware Fusion 用に 275MB のディスク空き容量、仮想マシン 1 台
につき 1GB 以上のディスク空き容量 

Mac OS X バージョン 10.4.9 以降

サポートされているゲスト OS 
VMware Fusion は Windows 3.1 から Windows Vista にいたる一連の 
Windows OS、Linux、Solaris、FreeBSD を含む 60 種類以上のゲスト 
OS をサポートします。ここに記載のオペレーティング システムは 
VMware Fusion 仮想マシンでテスト済みで、公式にサポートされてい
ます。VMware 製品がサポートするゲスト OS の最新リストについて
は、『VMware Guest Operating System Installation Guide』

（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。最も
一般的なゲスト OS をインストールする際の注意点についても説明し
ています。

サポート対象の 32 ビットのゲスト OS 
VMware Fusion がサポートする 32 ビットのゲスト OS は、次のとおり
です。 

Windows Vista（Business、Enterprise、Ultimate Editions）

Windows XP Professional SP2、Home Edition SP2

注意   Mac OS X を実行するには十分なメモリが必要ですが、さらに各
ゲスト OS と Mac および仮想マシン上のアプリケーション用にメモリ
が必要です。それらのメモリ要件については、ゲスト OS とアプリケー
ションのドキュメントを参照してください。 

http://pubs.vmware.com/guestnotes/
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Windows 98 SE

Windows Server 2003 Enterprise Edition、R2 Enterprise Edition

Windows 2000 Server SP4、Advanced Server SP4

Windows NT 4.0 Server SP6a、Workstation SP6a

Windows Me、Windows 3.1、Windows 95 SP1、MS-DOS 6.x

SUSE Linux Enterprise Server 10、9 SP3

SUSE Linux 10.1、9.3

Novell Netware 6.5 SP5

Novell Linux Desktop 9 SP2

Novell Open Enterprise Server SP2

Red Hat Enterprise Linux 5.0、4.0 Update 4、3.0 Update 8

Red Hat Enterprise Linux 2.1 - stock 2.4.9-e3 (Advanced Server、
Enterprise Server、Workstation)

Red Hat Linux 9.0 - stock 2.4.20-8、 upgrade 2.4.20-20.9

Red Hat Linux 7.0 - stock 2.2.16-22、upgrade 2.2.17-14

Solaris x86 10 11/06（Update 3）

Ubuntu Linux 6.10、5.10

Mandriva Linux 2007、2006

FreeBSD 6.1、5.5

Turbolinux Enterprise Server 8

Turbolinux Desktop 10
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サポート対象の 64 ビットのゲスト OS 
VMware Fusion がサポートする 64 ビットのゲスト OS は、次のとおり
です。 

Windows Vista（Business、Enterprise、Ultimate Editions）

Microsoft Windows XP Professional

Windows Server 2003 SP1 Enterprise Edition、R2 Enterprise Edition

SUSE Linux Enterprise Server 10、9 SP3

SUSE Linux 10.1、9.3

Red Hat Enterprise Linux 5.0、4.0 Update 4、3.0 Update 8

Solaris x86 10 11/06（Update 3）

Ubuntu Linux 6.10、5.10

Mandriva Linux 2007、2006

FreeBSD 6.1、5.5

VMware Fusion のインストールまたはアップ
グレード
VMware Fusion をアップグレードする場合、コンピュータにインストー
ルされている以前のバージョンをアンインストールする必要はありま
せん。VMware Fusion は既存のバージョンを自動的にアップグレードし
ます。
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CD-ROM からの VMware Fusion のインストールまたはアップグレード

1 既存の VMware Fusion インストールをアップグレードする場合、
仮想マシンが起動していないこと、また VMware Fusion を実行し
ていないことを確認してください。 

2 VMware Fusion の CD-ROM をドライブに挿入します。

[VMware Fusion] ウインドウに CD-ROM の内容が表示されます。

3 [VMware Fusion ] アイコンをダブル クリックしてインストーラを
実行します。 

4 インストーラの指示に従って、VMware Fusion をインストールし
ます。

インストールの最後に、シリアル番号を入力するよう要求され
ます。 

5 シリアル番号を入力します。 

シリアル番号をお持ちでない場合は、[ シリアル番号の取得 ] をク
リックして VMware Web サイトにアクセスし、VMware Fusion のラ
イセンス契約を行い、シリアル番号を取得してください。 

注意   まれに、実行中の仮想マシンのプロセスが残ったまま、仮想マシ
ン内のオペレーティング システムが突然終了することがあります。こ
の状況では、VMware Fusion をアップグレードまたはアンインストー
ルすることはできません。この場合、インストーラまたはアンインス
トーラを実行すると、VMware Fusion をインストールまたはアンイン
ストールできない、というメッセージが表示されることがあります。
この問題に対処するには、Mac 本体のアクティビティ モニタを使用し
て仮想マシンのプロセスを強制終了します。詳細については、
[VMware Fusion ヘルプ ] - [ トラブルシューティング ] - [ 仮想マシン プ
ロセスの強制終了 ] の順に選択し、トピックを参照してください。
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シリアル番号を入力しなくてもインストールを続けることはでき
ますが、有効なシリアル番号を入力しない限り仮想マシンをパ
ワーオンできません。[VMware Fusion] - [ ライセンス ] を選択すれ
ば、いつでもシリアル番号を入力できます。

ダウンロードによる VMware Fusion のインストールまたはアップグ
レード

1 既存の VMware Fusion インストールをアップグレードする場合、
仮想マシンが起動していないこと、また VMware Fusion を実行し
ていないことを確認してください。 

2 次の VMware Web サイトから VMware Fusion をダウンロードし
ます。
www.vmware.com/jp/fusion/overview.html 

[ 購入 ] リンクをクリックし、リンク先画面の指示に従ってダウン
ロードを行います。ダウンロードのリンクをクリックし、アプリ
ケーションを Mac に保存します。VMware Fusion のディスク イ
メージが VMware-Fusion-<1.x.x>-<xxxxx>.dmg の形式でデフォルト
のダウンロード ディレクトリに保存されます。<1.x.x> はアプリ
ケーションのバージョン、<xxxxx> はダウンロード リリースのビ
ルド番号です。

3 [VMware-Fusion-<1.x.x>-<xxxxx>.dmg] をダブルクリックして、
マウントします。

[VMware Fusion] パネルに、ディスク イメージの内容が表示され
ます。

4 [VMware Fusion] アイコンをダブル クリックしてインストーラを
実行します。 

5 インストーラの指示に従って、VMware Fusion をインストールし
ます。

インストールの最後に、シリアル番号を入力するよう要求され
ます。 

6 シリアル番号を入力します。 

http://www.vmware.com/jp/fusion/overview.html
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シリアル番号をお持ちでない場合は、[ シリアル番号の取得 ] をク
リックして VMware Web サイトにアクセスし、VMware Fusion のラ
イセンス契約を行い、シリアル番号を取得してください。 

シリアル番号を入力しなくてもインストールを続けることはでき
ますが、有効なシリアル番号を入力しない限り仮想マシンをパ
ワーオンできません。[VMware Fusion] - [ ライセンス ] を選択すれ
ば、いつでもシリアル番号を入力できます。

VMware Fusion の起動
VMware Fusion を開始するには

Finder から、[ アプリケーション ] フォルダの [VMware Fusion] をダブ
ル クリックします。 

[ 仮想マシンのライブラリ ] ウインドウが表示されます。このウィン
ドウから仮想マシンの作成、既存の仮想マシンを参照して実行、最近
使用した仮想マシンの実行、または VMware Technology Network 
Web サイトにアクセスして設定済みの仮想マシンのダウンロードが
できます。 

VMware Fusion の設定、実行、および終了の方法については、
VMware Fusion のヘルプを参照してください。

Windows 簡易インストールを使用した 
Windows 仮想マシンの作成
Windows 仮想マシンを作成するときに、VMware Fusion の Windows 簡
易インストールを使用すると、お使いの仮想マシンに Windows と 
VMware Tools が自動的にインストールされます。VMware Fusion は仮
想マシンを作成し、デフォルトの Windows インストレーション オプ
ションを自動的に選択し、仮想マシンのパフォーマンスを最適化する
ために必要なドライバをロードする VMware Tools をインストールしま
す。また、Windows 簡易インストールを使用して、ホーム フォルダが
自動的に Windows の共有フォルダになるように設定し、仮想マシンと 
Mac の間でファイルを共有することができます。
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Windows 簡易インストールを利用できる Windows OS は、次のとおり
です。

Windows Vista 32 ビット、Windows XP、Windows 2000

サーバ : Windows Server 2008（試験的サポートのみ）、Windows 
Server 2003、Windows 2000 Server

これらの Windows OS を仮想マシンで使用しない場合、あるいは、OS 
を手動でインストールしたい場合は、VMware Fusion のヘルプから、
仮想マシンの作成に関する詳細情報を参照してください。 

Windows 簡易インストールを使用して Windows 仮想マシンの作
成するには

1 [ 仮想マシンのライブラリ ] パネルから [ 新規 ] ボタンをクリック
するか、[ ファイル ] メニューの [ 新規 ] を選択します。 

[ 新規仮想マシン アシスタント ] が開始します。

2 [ はじめに ] パネルの [ 続ける ] をクリックします。

3 [ オペレーティング システム ] パネルで、新しく作成する仮想マ
シンのオペレーティング システムとバージョンを選択します。

4 [ 名前 ] パネルの [ 別名で保存 ] フィールドに仮想マシンの名前を
入力します。

デフォルトで、仮想マシンは [ ユーザーのホーム フォルダ ] - 
[ 書類 ] - [ 仮想マシン ] フォルダに保存されます。別の場所を参
照して選択するには、[ 保存先 ] フィールドから [ その他 ] を選
択します。

5 [ 仮想ハード ディスク ] パネルで、仮想ハードディスクの最大容
量を設定します。 

[ ディスクの詳細オプション ] セクションでは、次のオプションが
選択できます。
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[すべてのディスク領域を今すぐ割り当てる]　このオプショ
ンを選択すると、仮想マシンのパフォーマンスはやや向上
します。ただし、すべてのディスクを割り当てると、その
後 VMware Tools のディスクを圧縮する機能が使用できなく
なります。すべてのディスク領域を割り当てることは多く
の時間を要する操作であり、途中でキャンセルできないう
えに、仮想ディスク用に指定したサイズと同じぐらい大き
な物理ディスク領域を必要とします。

[ ディスクを 2GB ファイルに分割 ]　仮想マシンを作成する
ハード ドライブに、2GB 以上のファイルをサポートしない
ファイル システムが使用されている場合、このオプション
を選択します。

[既存の仮想ディスクを使用]　既存の仮想ディスクを使用す
るには、このオプションを選択します。既存の仮想ディス
ク（.vmdk）ファイル名をリストから選択するか、[ 選択 ] 
を選び、ファイルを参照します。

6 [Windows 簡易インストール ] パネルで、[Windows 簡易インス
トール ] を選択します。

a [ 名前 ]、[ パスワード ]（オプション）、および [Windows プ
ロダクトキー ] を入力します。

[ 名前 ] フィールドのエントリは、Windows ソフトウェアの
登録先の名前として情報ボックスに表示されます。これは 
Windows ユーザー名ではありません。[ パスワード ] フィー
ルドのエントリは、Windows 管理者アカウント専用のパス
ワードになります。プロダクトキーは VMware からは提供
されません。プロダクトキーは、Windows オペレーティン
グ システム CD-ROM のパッケージに貼付されたラベルに記
載されています。

b. [ 仮想マシンからホーム フォルダにアクセスする ] を選択す
ると、ホーム フォルダが共有フォルダとして構成されます。
これにより、仮想マシンと Mac との間でファイルを共有で
きるようになります。
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c. 仮想マシンを [ 読み取り専用 ] または [ 読み取り / 書き込み ] 
のどちらにするかを選択します。

7 [ 終了 ] パネルでは、次のオプションを選択できます。

a [ 仮想マシンを起動して今すぐオペレーティング システム
をインストール ] オプションは選択したままにします。

b Windows をインストール ディスクからインストールする
場合は、Mac の CD/DVD ドライブにディスクを挿入し、
[ オペレーティング システムのインストール ディスクを使
用 ] オプションを選択します。 

ディスク イメージ ファイルからインストールする場合は、
[ オペレーティング システムのインストール ディスク イ
メージ ファイルを使用 ] オプションを選び、ファイルを参
照して選択します。

8 [ 終了 ] をクリックします。

VMware Fusion により Windows がインストールされます。イン
ストールが完了するまで、最大で 45 分かかることがあります。
Windows のインストール後に、VMware Fusion によって 
VMware Tools がインストールされ、仮想マシンがパワーオンし
ます。

Boot Camp パーティションからの仮想マシ
ンの作成
Boot Camp は、Intel ベースの Mac で Windows XP、Windows Vista 
Home Basic、Home Premium、Business、および Ultimate ( マルチディ
スク版を除く ) を実行できるようにする Apple のソフトウェアです。し
かし、Boot Camp を使用した場合、起動時に Mac または Windows のど
ちらを起動するか選択する必要があります。Boot Camp は、ハード 
ディスク上に Mac 用と Windows 用のパーティションを別々に作成し
て、デュアル ブート環境を作成します。Windows XP または Windows 
Vista の Boot Camp パーティションを VMware Fusion 仮想マシンとして
使用することができます。これにより、次のことが可能になります。 
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Boot Camp 仮想マシンと Mac を再起動や、両者間の切り替えな
しで使用

Boot Camp 仮想マシンと Mac 間で、共有フォルダを使用した
ファイルの共有、ファイルのドラッグ アンド ドロップ、テキス
トのカット アンド ペーストが可能

Boot Camp パーティションからの仮想マシンの作成

1 [ 仮想マシン ライブラリ ] ウインドウから、自動的に検出される 
[Boot Camp パーティション ] を選択し、[ 実行 ] をクリックします。

2 Mac のパスワードを入力し、Boot Camp パーティションにアクセ
スします。 

Boot Camp パーティションを仮想マシンとして使用するには、管
理者権限が必要です。VMware Fusion は Boot Camp パーティショ
ンから仮想マシンを作成し、Windows を起動します。

3 Boot Camp の仮想マシンから Windows が起動した後、VMware 
Fusion は VMware Tools のインストールを開始します。これによ
り、仮想マシンの全機能を使用できるようにし、仮想マシンとし
て使用するときの Boot Camp パーティションのパフォーマンス
を最適化します。画面の指示に従い、指示に応じて仮想マシンを
再起動します。

4 VMware Tools のインストールが完了したら、コンピュータを再
起動します。

VMware Tools のインストール後、Boot Camp 仮想マシンを初めてパ
ワー オンするときには、Windows を再アクティベートしておく必要が
あります。
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仮想マシンで Mac のキーボードを使用する
PC と Mac ではキーボードの配列が違うため、Mac のキーボードで PC 
コマンドを入力するには、特定のキーの組み合わせを使用する必要が
あります。詳細は 「表 1」 を参照してください。

注意   VMware Tools がインストールされていない場合、Boot Camp 仮
想マシン内で Windows を再アクティベートし、その後 本来の Boot 
Camp パーティションを起動すると、Windows を再アクティベートす
るよう要求されます。また、本来の Boot Camp パーティションの 
Windows を再アクティベートした後で Boot Camp 仮想マシンをパワー 
オンすると、仮想マシンに対して Windows の再アクティベートが要求
されます。この問題は、VMware Tools をインストールすることで解決
します。VMware Tools を既にインストールしている場合、Windows を
再アクティベートする必要があるのは、最初に Boot Camp 仮想マシン
をパワーオンするときのみです。 

表1  PC のキーボードと Mac のキーボード

PC のキーボード
Apple の外付けキー
ボード

MacBook および 
MacBook Pro の内蔵
キーボード

Print Screen F14

Scroll Lock F15

Pause/Break F16

Backspace delete delete

delete  (Forward Delete) delete fn + delete

Insert help

Num Lock clear fn + num lock F6

コマンドキー
（Ctrl キーと Alt キーの間に
ある Windows ロゴ キー）

Alt alt option alt option
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Vista 32 ビット版を実行する仮想マシンでの
サウンドの問題の修正
Windows Vista 32 ビット版を VMware Fusion の仮想マシンにインス
トールした場合、サウンド出力が機能しません。この問題を解決する
には、Windows Update を実行して、Windows Vista のサウンド ドライ
バを更新します。 

Windows Vista 32 ビット版を実行する VMware Fusion の仮想マシン
内のサウンド ドライバを更新するには

1 仮想マシン内で、Windows の [ スタート ] メニューから [ コン
ピュータ ] を選択し、<Control> + 左クリックするか、または右
クリックして、表示されたメニューから [ プロパティ ] を選択し
ます。

2 画面左側の [ タスク ] ウインドウから [ デバイス マネージャ] を選
択します。

3 続行するための許可を求めるメッセージが表示されたら、[ 続行 ] 
をクリックします。

Windows の [ デバイス マネージャ ] が表示されます。

4 ドライバが存在しないことを示す警告記号が付いている [ マルチ
メディア サウンド アダプタ ] を選択し、<Control> + 左クリッ
ク、または右クリックで表示されるメニューから [ ドライバ ソフ
トウェアの更新 ] を選択します。

5 [ どのような方法でドライバ ソフトウェアを検索しますか ?] とい
うメッセージが表示されたら、[ 自動的に更新されたドライバ ソ
フトウェアを検索します ] を選択します。 

Windows がお使いの仮想サウンド カードに適切なドライバを検出
し、インストールします。

注意   MacBook および MacBook Pro 内蔵キーボードでは、<Fn> を押し
ながらファンクション キーを押さなければ、ファンクション キーは使
用できません。
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6 再起動を要求されたら、[ 今すぐ再起動する ] をクリックします。

これで、Microsoft Vista 32 ビットの仮想マシンでサウンドが正常に
機能します。

VMware Fusion と互換性のある仮想マシンお
よびシステム イメージ
VMware Fusion で作成する仮想マシン以外に、次の VMware 製品で作
成した仮想マシンを使用することもできます。

ESX Server 2.x 以降

Workstation 4.x 以降

VMware Server 1.0.x 以降

GSX Server 3.2

仮想マシンの終了
VMware Fusion のサスペンド機能を使用すると、実行中のアプリケー
ションをすべて含む仮想マシンの現在の状態を完全に素早く保存でき
ます。このため、仮想マシンを再起動しなくても保存した状態に戻る
ことができます。[ シャットダウン ] の代わりに [ サスペンド ] コマン
ドを使用すると、バックアップと実行を素早く行うことができます。

仮想マシンを完全にシャット ダウンするときには、[ シャットダウン ] 
コマンドを使用します。

注意   Boot Camp の仮想マシンは、サスペンド機能とスナップショット
機能をサポートしていません。これは、Boot Camp 自身を使用して 
Windows を再起動すると、サスペンド機能とスナップショット機能が
無効になるからです。
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仮想マシンの削除
仮想マシンを削除する場合は、Finder から仮想マシン ファイルを削除
します。

仮想マシンの削除

1 実行中のすべての仮想マシンをパワーオフし、VMware Fusion を
終了します。

2 [ 仮想マシン ] フォルダ（通常は [ ユーザーのホーム フォルダ ] - 
[ 書類 ] フォルダ内）を参照し、削除するマシンを選択します。

3 仮想マシンをゴミ箱に移動します。

VMware Fusion のアンインストール
次の手順に従って、VMware Fusion をシステムから完全にアンインス
トールします。 

VMware Fusion をアップグレードする場合、コンピュータにインストー
ルされている以前のバージョンをアンインストールする必要はありま
せん。VMware Fusion は既存のバージョンを自動的にアップグレードし
ます。

注意   まれに、実行中の仮想マシンのプロセスが残ったまま、仮想マシ
ン内のオペレーティング システムが突然終了することがあります。こ
の状況では、VMware Fusion をアップグレードまたはアンインストー
ルすることはできません。この場合、インストーラまたはアンインス
トーラを実行すると、VMware Fusion をインストールまたはアンイン
ストールできない、というメッセージが表示されることがあります。
この問題に対処するには、Mac 本体のアクティビティ モニタを使用し
て仮想マシンのプロセスを強制終了します。詳細については、
[VMware Fusion ヘルプ ] - [ トラブルシューティング ] - [VMware Fusion 
の強制終了 ] の順に選択し、トピックを参照してください。
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VMware Fusion のアンインストール

1 実行中のすべての仮想マシンをパワーオフし、VMware Fusion を
終了します。

2 [Finder] - [Macintosh HD] - [ ライブラリ ] - [Application Support] - 
[VMware Fusion] のフォルダを順番に開き、[VMware Fusion のア
ンインストール ] をダブル クリックします。

3 確認パネルが開いたら、[ アンインストール ] ボタンをクリック
します。

4 管理パスワードを入力して、アンインストールを開始します。 

アンインストールが完了すると、確認メッセージが表示されます。

VMware Fusion のリソース
このマニュアルと VMware Fusion のオンライン ヘルプ以外に、次の 
URL から VMware Fusion の使用に関する情報を入手できます。

自習用リソースについては、次のサポート ポータルを参照して
ください。リソースには各自のペースで学習できるビデオ 
チュートリアルが含まれます。
www.vmware.com/jp/products/fusion/support.html

VMware VMTN（VMware Technology Network）Web サイトの 
VMware Fusion Discussion Forum は、 
www.vmware.com/community/forum.jspa?forumID=371 でご覧
いただけます。このフォーラムでは、VMTN の会員が VMware の
製品、サービス、製品サポートに関して個別に情報、質問、意
見を交換することができます。 

http://www.vmware.com/jp/products/fusion/support.html
http://www.vmware.com/community/forum.jspa?forumID=371
http://www.vmware.com/community/forum.jspa?forumID=371
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