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1 章
製品の紹介とシステム要件
VMware ACE にようこそ。 本章では次の解説を行います。

• VMware ACE について (P.10)

• VMware ACE Manager のホストシステム要件 (P.13)

• エンドユーザー向けのホストシステム要件 (P.15)

• 仮想マシンの仕様 (P.17)

• 対応ゲストOS (P.20)

• テクニカルサポート (P.22)
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VMware ACE システム管理者向けマニュアル
VMware ACE について
VMware ACE は、規格化された安全な PC環境を全企業規模で迅速に設置す
る必要のある IT 担当者（PC管理者）向けの、企業ソリューションです。
VMware ACE は簡単にインストールでき、あらゆる業界標準 PCの管理性、
セキュリティ、コスト効率を高めます。

VMware ACE を使えば、IT 担当者（PC管理者）は、オペレーティングシス
テムや企業アプリケーション、データを含む仮想マシンに、企業の IT ポリ
シーを適用し、隔離された PC環境（「確実なコンピューティング環境」）を
構築することが可能です。

VMware ACE が提供する仮想権利マネジメントのテクノロジーによって、IT
担当者（PC管理者）は、確実なコンピューティング環境のライフサイクル
を管理し、PC上の企業情報を保護して、IT ポリシーが確実に守られるよう
に管理することができます。

VMware ACE は、他社製品と異なりハードウェア独立型のソリューションで
す。このため、あらゆる PCにインストールすることができ、企業ネット
ワークに接続した状態でも、切断された状態でも動作させることができます。

VMware ACE は、次のような目的で企業全体に使用できます。 

• リモート PCやゲスト PCが企業リソースへアクセスする際に、その安全
性を保証

• 企業 PC上のデータを保護

• PC 環境を規格化、セキュリティ保護

企業リソースへのアクセスの安全性を保証
在宅勤務者やビジネスパートナー、在外従業員が使用する未管理でセキュリ
ティ保護されていない PCが企業のリソースにアクセスする際に生じる問題
を抑えることができます。VMware ACE は、確実なコンピューティング環境
（既存の PC上で実行される隔離された PC環境）を使って、企業リソースへ
の安全なアクセスを実現します。確実なコンピューティング環境には、オペ
レーティングシステム、企業アプリケーション、及び 既に構成済みのセ
キュリティ設定が含まれます。

企業 PC上のデータを保護
全企業に存在するあらゆる PC上に確実なコンピューティング環境を構築す
れば、企業の情報を保護することができます。仮想権利マネジメントやビル
トインされたコピー保護管理機能、及び自動暗号化機能によって、VMware 
www.vmware.com10



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
ACE はアプリケーションやデータ、システム設定及びファイルが盗難、改
ざんあるいは未承認でコピーされるのを防止することができます。

PC 環境を規格化、セキュリティ保護
自己監視機能を備えたハードウェア独立型の VMware ACE は、PCの管理性、
セキュリティ、及びコスト効率性を高めます。特定のハードウェアにしか使
用できない PCイメージを構築、サポートする無駄を回避できます。エンド
ユーザーの自由を制限することなく、IT ポリシーが確実に守られるように管
理することが可能となりました。

VMware ACE の主な特徴 

管理性
• 一度設計したら、どこにでも配布することができます。規格化された
ハードウェア独立型の PC環境を作成したら、企業全体に存在する、あ
らゆる PCに配布可能です。

• 仮想権利マネジメントのインターフェイス：VMware ACE 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、及び
ユーザーインターフェイス機能を管理できます。

セキュリティ
• ルールに基づいたネットワークアクセス：未承認の、あるいは最新の
ものではない VMware ACE 環境を特定し、検疫にかけます。VMware 
ACE 環境が 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。

• 改ざん防止機能を備えたコンピューティング環境：データやシステム
構成を含む VMware ACE 環境全体を、シームレスな暗号化によって保
護。

• コピー保護機能を備えたコンピューティング環境：エンドユーザーが
企業の情報をコピーするのを防止。

操作性
• カスタマイズ可能なインターフェイス：動作やルック アンド フィール
をエンドユーザーに合わせてカスタマイズ。

• 柔軟なコンピューティング環境：エンドユーザーは、数秒で前セッ
ションの状態に戻ることができ、オンラインでも、企業ネットワーク
から切断された状態でも、作業を実行できます。
11



VMware ACE システム管理者向けマニュアル
VMware ACE ソフトウェア
システム管理者は、VMware ACE Manager をインストールし、それを使って
仮想マシンを作成、パッケージ化してエンドユーザーに配布します。VMware 
ACE Manager では、エンドユーザーのコンピューティング環境が必ず企業の
セキュリティ要件を満たすようにポリシーを設定することができます。

VMware ACE Manager が作成するパッケージには、VMware ACE が含まれま
す。エンドユーザーは、このアプリケーションを使って仮想マシンを実行し
ます。VMware ACE は簡単な操作で使用でき、システム管理者が構成した仮
想マシンを自動的に実行します。 
www.vmware.com12



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
VMware ACE Managerのホストシステム
要件
VMware ACE Manager のパフォーマンスを最大限に高めるためには、次のよ
うなシステム構成が最低限必要となります。VMware ACE Manager で稼動す
る仮想マシンは多くの点で物理コンピュータと類似していますが、高速なプ
ロセッサと大容量のメモリを搭載する程、全般的なパフォーマンスが向上す
る点も物理コンピュータに類似しています。

PC ハードウェア
• 標準 PC 

• 500MHz以上の互換x86プロセッサを推奨（最低でも400MHzが必要です)

互換性のあるプロセッサは以下の通りです。

• Intel®: Celeron®、Pentium® II、Pentium III、Pentium 4、Pentium M
（Centrino™モバイルテクノロジ搭載コンピュータを含む ）、Xeon™ 
（「Prestonia」を含む）

• AMD™: Athlon™、Athlon MP、Athlon XP、Duron™、Opteron™

互換性を持たないプロセッサに関する注記等の追加情報は、VMware 知
識ベース（www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=967）
を参照してください。

• マルチプロセッサシステムに対応

• AMD64 Opteron、Athlon 64、Intel IA-32e CPU を試験的にサポート

メモリ
• ホストOSに加えて、各ゲストOSとホスト /ゲストで稼動するアプリ
ケーションを実行するのに必要なメモリ（メモリ要件は、各ゲストOS
とアプリケーションに付属のドキュメントを参照してください）

• 256MB を推奨 ; 最低 128MB が必要です。

ディスプレイ
• 16 ビットのディスプレイアダプタを推奨。
8ビット以上のディスプレイアダプタが必要です。
13
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VMware ACE システム管理者向けマニュアル
ディスクドライブ
• 基本インストールに 150MBの空き容量が必要です。

• 各ゲストOS及びそこで使用するアプリケーションソフトウェアにつき
最低 1GBの空きディスク容量を推奨します。デフォルトのセットアッ
プを使用する場合、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
ぼ同じになります。

• パッケージの作成に追加のディスク容量が必要です。一時ファイルに、
パッケージに含まれる仮想マシンと同程度の容量が必要となります。

• IDE/SCSI ハードドライブ、CD-ROM、DVD-ROMドライブをサポート

LAN（オプショナル）
• ホストOSがサポートするイーサネットコントローラであればサポート

• 非イーサネット ネットワークは、ビルトインされているネットワーク
アドレス変換 (NAT) を使用してサポート

Windows ホスト OS
• Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard 
Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition

• Service Pack 1または2を適用したWindows XP Professional及びWindows 
XP Home Edition

• Windows 2000 Professional Service Pack 3 または 4、Windows 2000 
Server Service Pack 3 または 4、Windows 2000 Advanced Server Service 
Pack 3 または 4

ヘルプシステムに Internet Explorer 4.0 以降が必要です。
www.vmware.com14



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
エンドユーザー向けのホストシステム要件
VMware ACE のパフォーマンスを最大限に高めるためには、エンドユーザー
側に次のようなシステム構成が最低限必要となります。 VMware ACE で稼動
する仮想マシンは多くの点で物理コンピュータと類似していますが、高速な
プロセッサと大容量のメモリを搭載する程、全般的なパフォーマンスが向上
する点も物理コンピュータに類似しています。

PC ハードウェア
• 標準 PC 

• 500MHz以上の互換x86プロセッサを推奨（最低でも400MHzが必要です)

互換性のあるプロセッサは以下の通りです。

• Intel®: Celeron®、Pentium® II、Pentium III、Pentium 4、Pentium M
（Centrino™モバイルテクノロジ搭載コンピュータを含む ）、Xeon™ 
（「Prestonia」を含む）

• AMD™: Athlon™、Athlon MP、Athlon XP、Duron™、Opteron™

互換性を持たないプロセッサに関する注記等の追加情報は、VMware 知
識ベース（www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=967）
を参照してください。

• マルチプロセッサシステムに対応

• AMD64 Opteron、Athlon 64、Intel IA-32e CPU を試験的にサポート

メモリ
• ホストOSに加えて、各ゲストOSとホスト /ゲストで稼動するアプリ
ケーションを実行するのに必要なメモリ（メモリ要件は、各ゲストOS
とアプリケーションに付属のドキュメントを参照してください）

• 256MB を推奨 ; 最低 128MB が必要です。

ディスプレイ
• 16 ビットのディスプレイアダプタを推奨。
8ビット以上のディスプレイアダプタが必要です。
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ディスクドライブ
• 基本インストールに 80MB の空き容量が必要です。

• 各ゲストOS及びそこで使用するアプリケーションソフトウェアにつき
最低 1GBの空きディスク容量を推奨します。デフォルトのセットアッ
プを使用する場合、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
ぼ同じになります。

• IDE/SCSI ハードドライブ、CD-ROM、DVD-ROMドライブをサポート

LAN（オプショナル）
• ホストOSがサポートするイーサネットコントローラであればサポート

• 非イーサネット ネットワークは、ビルトインされているネットワーク
アドレス変換 (NAT) を使用してサポート

Windows ホスト OS
• Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard 
Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition

• Service Pack 1または2を適用したWindows XP Professional及びWindows 
XP Home Edition

• Windows 2000 Professional Service Pack 3 または 4、Windows 2000 
Server Service Pack 3 または 4、Windows 2000 Advanced Server Service 
Pack 3 または 4

ヘルプシステムに Internet Explorer 4.0 以降が必要です。
www.vmware.com16
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仮想マシンの仕様
VMware ACE Manager で作成した各仮想マシンのプラットフォームは、ゲス
トOSが認識できる次のデバイスを備えています。 

プロセッサ
• ホストコンピュータと同じプロセッサ

注意 : 64 ビットのプロセッサは、仮想マシン内では 32 ビットのレガ
シーモードで動作します。

• 対称型マルチプロセッサシステムでは、各仮想マシンにシングルプロ
セッサ 

チップセット
• NS338 SIOチップ及び82093AAIOAPICを使用したIntel 440BX 搭載マザー
ボード

BIOS
• VESA BIOS をサポートする PhoenixBIOS™ 4.0 Release 6

メモリ
• 最大 3600MB ( ホストのメモリサイズによって異なります） 

• 全仮想マシンに、最大で合計 4GBのメモリを使用できます。

グラフィック
• VGA 及び SVGA をサポート

IDE ドライブ
• 最大 4つのデバイス ー 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取りは可能ですが、
DVD Video はサポートされていません )

• 最大 128GB 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 7つのデバイス

• 最大 256GB の SCSI 仮想ディスク

• LSI Logic® LSI53C1030 Ultra320 SCSI I/O コントローラ
17
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• Mylex® (BusLogic) BT-958 互換のホストバスアダプタ（Windows XP 及び
Windows Server 2003 では、弊社が提供する追加ドライバが必要となり
ます） 

フロッピードライブ
• 最大 2つの 1.44MB 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 ファイル /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 2つの双方向パラレル (LPT) ポート

• パラレルポートまたはホストOSのファイルに出力

USB ポート
• 2 ポートのUSB 1.1 UHCI コントローラ

• 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、デジタルカメラ等の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、106 キー日本語キーボード 

仮想マウス及び描画タブレット
• PS/2 マウス

• シリアルタブレットをサポート 

イーサネットカード
• 最大 3枚の仮想イーサネットカード

• AMD PCnet-PCI II 互換

サウンド
• サウンド入出力

• Creative Labs Sound Blaster AudioPCI をエミュレーション（MIDI 入力と
ゲーム用コントローラ、ジョイスティックはサポートされていません ) 
www.vmware.com18
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仮想ネットワーキング
• 仮想ネットワークは、TCP/IP、NetBEUI、Microsoft Networking、
Samba、Novell NetWare、NFS 等ほとんどのイーサネットベースのプロ
トコルをサポートします。

• ビルトインのNAT による TCP/IP、FTP、DNS、HTTP 及び Telnet を使った
クライアントソフトウェアのサポート
19
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対応ゲストOS
下記のOSは、VMware ACE の仮想マシンでテストが行われ、正式にサポー
トされているものです。一般的なゲストOSのインストールに関する注意事
項は、弊社Webサイトか [ ヘルプ ] メニューで「VMware ゲスト OS インス
トールガイド」を参照してください。

リストに記載されていないOSは、VMware ACE の仮想マシンではサポート
されていません。対応ゲストOSの最新リストは、弊社Webサイトのサ
ポートセクション (www.vmware.com/support/）を参照してください。 

Microsoft Windows
• Windows 開発コード名 Longhorn ベータ版（試験的にサポート） 

• Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard 
Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition

• Service Pack 1 または Service Pack 2 を適用したWindows XP Professional
及びWindows XP Home Edition（サービスパックが適用されていない
場合でも該当バージョンをサポート）

• Windows 2000 Professional Service Pack 1、2、3 または 4（サービスパッ
クが適用されていない場合でも該当バージョンをサポート）; Windows 
2000 Server Service Pack 1、2、3 または 4（サービスパックが適用され
ていない場合でも該当バージョンをサポート）; Windows 2000 
Advanced Server Service Pack 3 または 4

• Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack 6a、Windows NT Server 4.0 
Service Pack 6a、Windows NT 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6

• Windows Me

• Windows 98（全 Customer Service Packs を含む）及びWindows 98 SE 

• Windows 95（Service Packs 1 及び全OSR リリースを含む）

• Windows for Workgroups 3.11

• Windows 3.1 

Microsoft MS-DOS
• MS-DOS 6.x 
www.vmware.com20
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Linux
• Mandrake Linux 8.2、9.0

• Red Hat Linux 7.0、7.1、7.2、7.3、8.0、9.0

• Red Hat Enterprise Linux 2.1、3.0

• Red Hat Linux Advanced Server 2.1

• SuSE Linux 7.3、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1

• SLES 7, 7 patch 2, 8

• Turbolinux Server 7.0、Enterprise Server 8、Workstation 8

Novell NetWare
• NetWare 5.1、6、6.5

FreeBSD
• FreeBSD 4.0 - 4.6.2、4.8、5.0

注意 : FreeBSD 4.0 - 4.3 で 2GB 以上の SCSI 仮想ディスクを使用する場
合、ゲストOSが起動しないという問題が発生することが分かっていま
す。この問題に対処するには、弊社Webサイトか [ ヘルプ ] メニュー
から「VMware ゲストOS インストールガイド」を参照してください。

Solaris
• Solaris x86 プラットフォーム版 9（試験的にサポート）、10 ベータ版
（試験的にサポート）
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テクニカルサポート
オンライン ドキュメント
本マニュアルへの最新アップデートを含む VMware ACE 関連のドキュメン
トはすべて、弊社Webサイト（www.vmware.com/support/）でご覧いただけ
ます。

VMware 知識ベース
弊社Webサイトの知識ベース（www.vmware.com/kb）では、トラブルシュー
ティングに関する注記や上級ユーザー向けのヒント等をご覧いただけます。

VMware ユーザーコミュニティー

コミュニティー ディスカッションフォーラム
VMware コミュニティーは、弊社Webサイト上で管理されているディス
カッションフォーラムで、全ての VMware ユーザーに開放されています。 
フォーラムでは、VMware 製品の使用に関する体験談を共有したり、技術的
な疑問や問題点を議論したり、他の VMware ユーザーの専門知識やアドバ
イスを見つけたりすることができます。

フォーラムには、www.vmware.com/community/から参加していただけます。

ニュースグループ
VMware ニュースグループは、 ユーザーの相互補助を目的としたプライマリ
フォーラムです。 ここで様々な問題や迂回方法、修正方法の情報を収集、提
供することをお勧めいたします。弊社スタッフがニュースグループに目を通
して情報提供を行うこともありますが、これは公式なサポートの場ではあり
ません。弊社のNNTP ニュースサーバは news.vmware.comにあります。

活動中のニュースグループとその内容に関する一覧は、www.vmware.com/

vcommunityを参照してください。

トラブルの報告
VMware ACE の稼動中にトラブルが生じた場合、弊社のサポートチームにご
連絡ください。

以下は、トラブルの診断に必要な情報に関するガイドラインです。

仮想マシンが不正に終了した場合あるいはクラッシュした場合は、次の手順
でサポートスクリプトを実行して、必要なログファイルとシステム情報を収
集してください。
www.vmware.com22
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1. コマンドプロンプトを表示します。

2. VMware ACE Manager プログラムのディレクトリに移動してください。 
C:

cd ￥Program Files￥VMware￥VMware ACE Manager

プログラムをデフォルトのディレクトリにインストールしなかった場
合は、代わりに該当するドライブ文字を使用して、上記の cdコマンド
に実際に使用したパスを入力してください。

3. サポートスクリプトを実行します。
cscript vm-support.vbs

4. スクリプトの実行後に、出力の保存先ディレクトリが表示されます。 
WinZip や PKZIP 等のファイル圧縮ユーティリティを使用してそのディ
レクトリを圧縮し、サポートリクエストに作成した圧縮ファイルを添
付してください。

VMware ACE 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があると便利です。ファイル名は
VMInst.logで、tempフォルダに保存されています。デフォルトの格納場
所は C:￥Documents and Settings￥<username>￥Local Settings￥
Tempです。Local Settingsフォルダはデフォルトでは表示されません。
中身を表示するには、[マイコンピュータ ]を開き、[ ツール ] - [ フォルダオ
プション ] を選択してから [ 表示 ] タブをクリックし、[ 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。

シリアル番号の登録は必ず行ってください。登録されますと、
www.vmware.com/requestsupport でサポートリクエストを提出してトラブルの
報告を行うことができます。
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2 章
VMware ACE Manager の基本操作
本章では、VMware ACE Manager を使った仮想マシンの作成方法とエンド
ユーザーへの仮想マシンの配布方法に関する概要を記載しています。

• 管理ワークステーションをセットアップ (P.26)

• ユーザーに配布するパッケージを作成 (P.28)

• 基本的な手順 (P.28)

• 常に最新のユーザー環境を実現 (P.29)

• ユーザーにトラブルシューティングを提供 (P.30)
25
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管理ワークステーションをセットアップ
システム管理者は、まず VMware ACE Manager ソフトウェアをワークス
テーション（本マニュアルでは以後ホストコンピュータと呼びます）にイン
ストールする必要があります。インストール後は、エンドユーザーに配布す
る仮想マシンを作成、管理するツールとして VMware ACE Manager を実行
することができます。

VMware ACE Manager のインストール方法に関する詳細は、「VMware ACE 
Manager のインストールと構成 (P.31)」をご覧ください。

企業内に既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からもローカルドライブやネットワーク
上の ISOイメージファイルからも、PXE サーバからもインストールすること
ができます。ネットワークドライブ上の ISOファイルに接続する場合は、ホ
ストコンピュータのネットワーク機能を使います。

アプリケーション ソフトウェアは、CDからも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。ネットワーク上のイ
ンストーラに接続する場合は、仮想マシンのネットワーク機能を使います。 
仮想マシンのネットワーク機能に関する詳細は、「仮想マシンのネットワー
ク構成 (P.205)」をご覧ください。ローカルドライブ上のインストーラを使
用する場合、仮想マシンのネットワーク機能を使っても、仮想マシン内の共
有フォルダを使用しても、インストーラにアクセスできます。共有フォルダ
の使用に関する詳細は、「VMware ACE Manager で共有フォルダを使用 
(P.43)」をご覧ください。

以下の 3種類のファイルに十分なディスク容量を準備しておいてください。

• プロジェクト ファイル ー プロジェクトを定義するファイルは、比較的
小さなディスクスペースしか必要としません。ファイルのデフォルト
の格納場所は C:￥Documents and Settings￥<username>￥My 
Documents￥My Projectsです。新しくプロジェクトを作成する時に
別の格納場所を指定することも可能です。
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• 仮想マシン ファイル ー 各仮想マシンのファイルはかなり大きく、時に
は数ギガバイトに達することもあります。ファイルのデフォルトの格
納場所は C:￥Documents and Settings￥<username>￥My 
Documents￥My Virtual Machinesです。デフォルトの格納場所を
変更したい場合は、[編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ワークスペース ] を選択し
てください。新しく仮想マシンを作成する時に、その仮想マシンの
ファイルの保存先として、デフォルト以外の格納場所を指定すること
も可能です。

• パッケージ ファイル ー VMware ACE Manager で作成するパッケージ
ファイルのサイズは、かなり大きくなることがあります。パッケージ
ファイルは、該当するプロジェクト フォルダ内にある Packageとい
う名前のフォルダにデフォルトで格納されます。パッケージを作成す
る際に、そのパッケージのファイルの格納場所を変更することも可能
です。

また VMware ACE Manager 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。必要な量は、パッケージに含まれる全コン
ポーネントのサイズの合計の約 2倍となります。必要とする容量と、
それが必要となる場所に関する情報が、ウィザードに表示されます。
十分な空き容量が存在しない場合は、ウィザードにエラーメッセージ
が表示されます。この時点で、作業中のファイルに必要な領域を確保
するため、必要があればターゲットドライブ上のファイルを移動、削
除することができます。
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ユーザーに配布するパッケージを作成
VMware ACE Manager を使って、以下のコンポーネントを含むプロジェクト
を作成します。

• 1 台または複数台の仮想マシン

• 仮想マシンを実行するアプリケーション

• 仮想マシンの機能を管理する 1組のポリシー

プロジェクトを作成したら、それを元に、ユーザーに配布するパッケージを
作成します。

作成するパッケージには、VMware ACE と特定プロジェクトの仮想マシンが
含まれます。VMware ACE は、簡単な操作で仮想マシンが実行できるアプリ
ケーションです。VMware ACE に関する詳細は、「VMware ACE のインス
トールと実行 (P.169)」をご覧ください。

基本的な手順
基本的に、仮想マシンの作成と配布は次の手順で行います。

1. プロジェクトを作成します。後で認識しやすいように、プロジェクト
には名前をつけます。プロジェクトの作成に関する詳しい情報は、「プ
ロジェクトの作成 (P.48)」をご覧ください。便利な作業用チェックリス
トを「チェックリスト：プロジェクトの作成 (P.54)」に用意しましたの
で、ご利用ください。

2. 1 台または複数台の仮想マシンをプロジェクトに追加します。既存の仮
想マシンを追加することも、新しく仮想マシンを作成することも、そ
の両方を行うことも可能です。仮想マシンの追加に関する詳しい情報
は「仮想マシンをプロジェクトに追加 (P.56)」をご覧ください。また、 
便利な作業用チェックリストを「チェックリスト：仮想マシンの追加 
(P.69)」に用意しましたので、ご利用ください。

VMware ACE
Manager

VMware ACE VMware ACE

プロジェクト

VM VMMSIインストールイメージ

エンドユーザー
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3. 仮想マシンにポリシーを設定します。ここで設定するポリシーを使っ
て、ユーザーが仮想マシンで実行できる操作（仮想マシンで利用可能
なネットワークアクセスの種類や仮想マシンで使用できるホストコン
ピュータのデバイス等）を管理します。ポリシー設定に関する基本的
な情報は、「ポリシーの設定 (P.77)」をご覧ください。ポリシーに関す
る詳細は、「ポリシーについて (P.239)」で解説を行っています。 

4. 仮想マシンにゲストOS、VMware Tools、その他のソフトウェアをイン
ストールします。VMware Tools のインストールに関する情報は、「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 (P.123)」をご覧ください。特定のゲストOSをインストールする際の
注意事項は、弊社Webサイトやヘルプメニューからダウンロード可能
な「VMware ゲスト OSインストールガイド」をご覧ください。 

5. ユーザーに配布するパッケージを作成します。VMware ACE Manager
が、必要なプロセスを順に表示します。またパッケージが大きい場合
は、このプログラムがパッケージを複数の CDや DVDに分割できるよ
うに準備を行います。詳細は、「ユーザーに配布するパッケージの作成 
(P.143)」をご覧ください。

6. ユーザーにパッケージを配布します。パッケージは CDや DVDを使っ
て配布することも、オンラインで送信することも可能です。 パッケージ
には、パッケージ全体（VMware ACE 及び仮想マシン）をインストール
するインストーラと、その使用を制限するポリシーが含まれています。
詳細は「パッケージの配布と管理 (P.151)」をご覧ください。

常に最新のユーザー環境を実現
VMware ACE Manager は、エンドユーザーが常に最新の仮想マシンを実行す
るように管理できるツールを提供しています。 

ユーザーのパッケージにアップデートを提供しなければならないことがあり
ます。ゲストOSをアップデートしたり、仮想マシン内で稼動するプログラ
ムにアップデートを提供する必要が生じた場合、あるいは仮想マシン自身や
パッケージに設定されているポリシーを更新しなければならない場合、また
パッケージに新しく仮想マシンを追加する必要がある場合、アップデートに
は 2通りの基本的なアプローチが存在します。

• 他のソフトウェアをアップデートする場合と同じ方法で（例えばパッ
チ管理システムを使って）、ゲストOSや仮想マシン内で稼動するプロ
グラムにアップデートを配信。

• 新しいパッケージを配布 して、仮想マシンを上書きし、追加の仮想マ
シンを配布したり、VMware ACE アプリケーションや仮想マシンのポリ
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シーを変更。新しくパッケージを提供して既存の仮想マシンを上書き
すると、その仮想マシンに保存されているエンドユーザーのデータや
カスタム設定はすべて失われます。

ユーザーがネットワークに接続している場合、ネットワーク検疫ポリシーを
設定すれば、仮想マシンが最新バージョンではない場合にネットワークへの
アクセスを一部制限したり、拒否したりすることができます。例えば、最新
バージョン以外の仮想マシンを使用するユーザーには、アップデートのダウ
ンロード元のサーバ以外にはアクセスできないように設定することができま
す。 

詳しい情報は、「パッケージの配布と管理 (P.151)」をご覧ください。

ユーザーにトラブルシューティングを提供
パスワードを紛失したり、仮想マシンの有効期限が切れてしまった場合、ま
たコピー保護機能が適用されている仮想マシンを別の場所に移動してしまっ
た場合等、ユーザーにサポートを提供する必要があります。ホットフィック
ス機能を使って、このような問題に対処することができます。

ホットフィックス機能の使用に関する情報は、「ホットフィックスポリシー 
(P.80)」及び「ホットフィックスのリクエストに応答 (P.165)」をご覧くださ
い。

仮想マシンの構成を、エンドユーザーのコンピュータ上で変更した方が便利
な場合があります。パッケージに含まれる VMware ACE に対してシステム
管理者アクセスを有効にしていれば、エンドユーザーのコンピュータ上で、
このような作業を行うことができます。詳しくは、｢システム管理者アクセ
スポリシー (P.82) ｣をご覧ください。
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3 章
VMware ACE Manager の
インストールと構成
本章では、管理ワークステーションに VMware ACE Manager をインストー
ルする手順を解説します。

• VMware ACE Manager のインストール (P.32)

• 別のVMware製品がインストールされているコンピュータへのインス
トール (P.32)

• インストールの手順 (P.32)

• VMware ACE Manager をサイレントモードでインストール (P.36)

• VMware ACE Manager のアンインストール (P.38)

• VMware ACE Manager の環境設定 (P.39)

• VMware ACE Manager で共有フォルダを使用 (P.43)
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VMware ACE Managerのインストール 
VMware ACE Manager のインストールを開始する前に、次の準備ができてい
るか確認してください。

• VMware ACE Manager を実行するためのシステム要件を満たしたコン
ピュータ及びホストOS ー 詳しくは 「VMware ACE Manager のホスト
システム要件 (P.13)」をご覧ください。

• VMware ACE Manager のインストール ソフトウェア ー VMware ACE 
Manager のパッケージボックスを購入された場合は、ボックス内の CD
にインストール ソフトウェアが含まれます。ダウンロード版を購入さ
れた場合は、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。

• VMware ACE Manager のシリアル番号 ー シリアル番号は、VMware ACE 
Manager のボックス内、あるいはダウンロード版の受注確認電子メー
ルに記載されています。

別の VMware 製品がインストールされているコンピュータ
へのインストール
VMware Workstation または VMware GSX Server がインストールされている
コンピュータには、VMware ACE Manager をインストールすることができま
せん。VMware ACE Manager をインストールする予定のコンピュータに上記
のいずれかの製品がインストールされている場合は、[プログラムの追加と
削除 ] コントロールパネルを使用して既存の製品を削除してから VMware 
ACE Manager をインストールしてください。

コンピュータに VMware Remote Console あるいは VMware VirtualCenter が
インストールされていても、VMware ACE Manager をインストールすること
ができます。

インストールの手順
1. Administrator あるいはWindows の Administrators グループのメンバー
として、Microsoft Windows ホストにログインしてください。

注意 : Windows XP やWindows Server 2003 ホストに VMware ACE 
Manager をインストールする場合、（ドメインにログインするのではな
く）ローカル Administrator としてログインする必要があります。

注意 : VMware ACE Manager をインストールするには Administrator と
してログインする必要がありますが、インストール終了後は一般の
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ユーザーでもプログラムを実行することができます。ただし、各ユー
ザーにライセンスが 1つ必要となりますので、ご注意ください。

2. CD からインストールを行う場合は、[スタート ] メニューにある [ファ
イル名を指定して実行 ] を選択し、 「D:￥setup.exe」と入力してく
ださい。 D:の箇所には、CD-ROMドライブのドライブ文字が入ります。

ダウンロード版のファイルを使ってインストールを行う場合は、 [ ス
タート ] メニューにある [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、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
らインストーラを実行してください。（VMware-ACE-<xxxx>.exeと
いったファイル名が付いているはずです。 <xxxx> の個所にはバージョ
ンとビルド番号を表す数字の列が入ります )。

3. [ ようこそ ] 画面が表示されます。

[ 次へ ] をクリックしてください。
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4. 使用許諾契約 (EULA) の内容を確認してください。[ 使用許諾契約の条
項に同意します ] オプションをクリックしてから、[次へ ] をクリック
します。

5. VMware ACE Manager のインストール先ディレクトリを選択します。
デフォルト以外のディレクトリにインストールする場合は、[ 変更 ] を
クリックし、インストールするディレクトリを指定してください。
VMware ACE Manager は、ローカルドライブにインストールする必要
があります。ネットワークドライブにはインストールしないでくださ
い。指定したディレクトリが存在しない場合には、新規作成されます。
[次へ ] をクリックしてください。

注意 : Windows や Microsoft Installer では、ローカルドライブ上のフォ
ルダへのパスに 255 文字以内の字数制限があります。VMware ACE 
Manager のプログラムフォルダへのパスがこの制限を越えた場合は、
エラーメッセージが表示されます。その場合、短いパスを選択または
入力する必要があります。
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6. 作成したいショートカットを選択してください。

7. インストーラが必要な情報の収集を完了しました。この時点で、ソフ
トウェアのインストールを開始することができます。

ウィザードで指定した設定や情報を変更する場合は、この時点で行っ
てください。[戻る ] をクリックすると、 変更したい情報を入力する画
面まで戻ることができます。

変更を行う必要がない場合は、[インストール ] をクリックしてくださ
い。インストーラがコンピュータへのファイルのコピーを開始します。

8. CD-ROM の自動再生機能が有効になっているのをインストーラが検知
すると、それを無効にするオプションが表示されます。 この機能を無効
にすることで、システムにインストールする仮想マシンとの間に不必
要な干渉が生じるのを防ぐことができます。

9. 必要に応じて、ユーザー名、会社名、シリアル番号を入力してから、[次
へ ]をクリックしてください。シリアル番号は、ボックス内のユーザー
登録カードに記載されています。ここで入力したユーザー情報や会社情
報は、[バージョン情報 ]ボックス（[ヘルプ ] - [ バージョン情報 ]）で確
認することができます。このステップを飛ばして次の手順に進んだ場合、
VMware ACE Manager を最初に実行すると、シリアル番号の入力を求めら
れます。
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10. [ 完了 ] をクリックすると VMware ACE Manager ソフトウェアがインス
トールされます。

11. PC の再起動を促すプロンプトが表示されることがあります。この場
合、再起動を行うと、VMware ACE Manager のインストールが正常に
完了します。

VMware ACE Manager をサイレントモードでインストール
VMware ACE Manager を多数のWindows ホストコンピュータにインストー
ルするのであれば、Microsoft Windows Installer のサイレント インストール
機能を利用すると便利です。

VMware ACE Manager のサイレント インストールを開始する前に、ホスト
コンピュータに MSI ランタイム版 version 2.0 以降がインストールされてい
るか確認しておいてください。このバージョンのインストーラは、
Windows XP で始まるWindows バージョンに含まれています。また、
Windows NT 4.0 で始まるWindows バージョン向けのものは、Microsoft 社
から別途入手可能です。

サイレント インストールの手順を以下に簡単に説明しています。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。

1. VMware ACE Manager のインストーラから、管理用インストール イ
メージをサイレントモードで抽出してください。
setup.exe /a /s /v"/qn TARGETDIR=<InstallTempPath>"

setup.exeは、CDディストリビューションに存在するインストーラの
名前です。ダウンロードしたインストーラを使用する場合は、 
VMwareACE-<xxxx>.exeといったファイル名が付けられています。
<xxxx>の箇所にはバージョン及びビルド番号を表す数字の列が入りま
す。
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<InstallTempPath>の箇所には、管理用インストール イメージの保
存先フォルダへの完全なパスを入力してください。

2. msiexec及び先のステップで抽出した管理用インストール イメージを
使ってをサイレント インストールを実行します。
msiexec -i "<InstallTempPath>\VMware ACE.msi" 
[INSTALLDIR="<PathToProgramDirectory>"] ADDLOCAL=ALL 
[REMOVE=<featurename,featurename>] /qn

コマンドは 1行で入力してください。VMware ACE Manager をデフォ
ルト以外の場所にインストールする場合は、INSTALLDIR=に続くパス
を希望する場所に変更してください。

オプションで REMOVE=プロパティを使えば、特定機能のインストール
を省略することができます。REMOVE=プロパティには、下表の値を 1
つ以上指定することが可能です。:

複数の値を指定する場合は、値の間をコンマで区切ってください
（例：REMOVE=Authd,NAT）。

注意 : REMOVE=Networkと指定すると、インストーラがNAT や DHCP
を含む特定のネットワークコンポーネントを省略しますので、別途
DHCPや NATを指定する必要はありません。

値 説明

Authd VMware 認証サービス

Network 仮想ブリッジ、及び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を含むネットワーク コンポーネント。NAT や
DHCP を使用する予定であれば、このコンポーネントは省略しないで
ください。

DHCP 仮想DHCP サーバ

NAT 仮想NAT デバイス
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下表のインストールプロパティを PROPERTY="value"という形式のコ
マンドに追加すれば、インストールをさらにカスタマイズすることが可能
です。値が 1であれば真を、0であれば偽を意味します。シリアル番号
のプロパティを使用する場合は、シリアル番号を丸括弧に挟んで入力
してください (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx)。

VMware Managed Desktop パッケージをエンドユーザーのコンピュータに
サイレントモードでインストールする際の情報は、「パッケージをサイレン
トインストール (P.153)」をご覧ください。

VMware ACE Manager のアンインストール
VMware ACE Manager のアンインストールには、[プログラムの追加と削除 ]
コントロールパネルを使用してください。VMware ACE Manager のエントリ
を選択してから、[ 削除 ] をクリックします。後は画面の指示に従ってくだ
さい。

プロパティ プロパティの効果 デフォルト

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 ホストの CD自動再生機能を無効にします。 1

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

0

SERIALNUMBER シリアル番号を自動的に入力します。  
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VMware ACE Manager の環境設定 
[ 環境設定 ] 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、VMware ACE Manager 自体に適用される設定を一部変更することができ
ます。 [ ワークスペース ]、[ 入力 ] 及び [ ホットキー ] タブの設定は、ホスト
コンピュータにその時ログインしているユーザーに適用されます。コン
ピュータの他のユーザーが行った設定には影響しません。[ メモリ ] タブの
設定は、実行中の仮想マシンの種類やホストコンピュータにログインしてい
るユーザーに関わりなく、全体に適用されます。[優先順位 ] タブの設定は、
その時ホストコンピュータにログインしているユーザーに対して、全仮想マ
シンに適用されます。コンピュータの他のユーザーが行った設定には影響し
ません。

設定を変更するには、[編集 ] - [ 環境設定 ] を選択してください。

ワークスペースー [ ワークスペース ] タブでは、新しく作成されたプロ
ジェクトや仮想マシンの保存先ディレクトリを変更することができます。

VMware ACE Manager がデフォルトで使用するディレクトリは [プロジェク
トのデフォルトロケーション ] の箇所に表示されます。 別のディレクトリを
設定するには、パスを入力するか [ 参照 ] をクリックして使用するディレク
トリを指定してください。新しくプロジェクトを作成する度に、VMware 
ACE Manager はここで指定したディレクトリに、必要なディレクトリを作
成します。 

[ 開かれていたタブを次のセッションで再開する ]チェックボックスを選択
すると、VMware ACE Manager を起動した時に、前回開いていたプロジェク
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ト及び仮想マシンのタブが表示されます。開かれていた仮想マシンとは、次
の条件を共に満たすものです。

• 終了時に開かれたままだった仮想マシン

• 一度パワーオンされていからパワーオフ、あるいはサスペンドされた
仮想マシン

新バージョンの製品が入手可能かどうかを VMware ACE Manager が確認す
る頻度を指定するには、[ ソフトウェアの更新を確認 ] ドロップダウンリス
トから選択してください。毎日、毎週、あるいは毎月自動的に確認させるこ
とも、[更新しない ] を選択して、自動チェック機能をオフにすることも可
能です。また、[ヘルプ ] - [ オンラインで更新の確認 ] を選択すれば、ユー
ザーの都合の良いときに手動で確認することも可能です。

入力 ー [ 入力 ] タブを使えば、仮想マシンのキーボードとマウスのコント
ロール方法を調整できます。

注意 : [ カーソルがウィンドウ内に入ったとき有効にする ]オプションを選
択すると、その仮想マシンで作業中に一時的にマウスのポインタを仮想マシ
ンのウィンドウ外に移動させた場合、簡単にポインタを仮想マシンのウィン
ドウに戻すことができます。 マウスのポインタは、VMware ACE Manager が
フォアグランド（アクティブなアプリケーション）の場合にのみ入力コント
ロールが引き渡されます。また、ホットキー ( デフォルトでは <Ctrl> - 
<Alt>) を押してマウスのポインタを解放した場合、再び VMware ACE 
Manager をマウスの入力先に指定するには仮想マシンのウィンドウ内をク
リックする必要があります。
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ホットキー ー [ ホットキー ] タブを使ってキーの組み合わせを変更できま
す。これによって、ゲストOSで認識されるべきキーの組み合わせと
VMware ACE Manager で使用されるべきものとを区別することができます。

注意 : <Ctrl>-<Alt> キーは、VMware ACE Manager でのマウスとキーボード
の入力を解放（「アングラブ」）する組み合わせです。このため、<Ctrl>-
<Alt> キーを含む組み合わせはゲストOSに認識されません。この組み合わ
せを使用する必要がある場合（例えば 仮想マシン内の Linux のワークス
ペースを切替えるのに<Ctrl>-<Alt>-<Fkey> キーを使用する場合）は、 
<Ctrl>-<Alt>-<Space> キーを同時に押し、 <Ctrl> キーと <Alt> キーを押し
たまま<Space> を放してから、ゲストに送信したいホットキーの 3番目の
キーを押します。

このダイアログボックスを使えば、独自のキーの組み合わせを設定すること
も可能です。

メモリ使用 ー [ メモリ ] タブでは、実行中の全仮想マシンが使用すること
のできる物理 RAM量を調整することができます。 また、ディスクにスワッ
プできる仮想マシンのメモリ量を調整することも可能です。これによって、
パフォーマンスが遅くなっても構わないのであれば、より多くの、より大き
な仮想マシンを実行することが可能となります。
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プロセスの優先順位 ー [ 優先順位 ] タブでは、仮想マシンがマウスやキー
ボードの入力先である場合または入力先が仮想マシンではない場合に、
Windows のプロセススケジューラが仮想マシンに与える優先順位を決定す
ることができます。

各種仮想マシンやホストコンピュータで行う作業の相対的な優先順位に基づ
いて設定を調整すれば、システム全体のパフォーマンスを向上できます。

特定の仮想マシンの設定を変更してグローバル設定を上書きするには、該当
する仮想マシンを開いて [VM] - [ 設定 ] を選択し、[ オプション ] タブをク
リックしてから [詳細 ] を選択してください。次に、[ プロセス順位 ] の箇所
にあるドロップダウンリストを使って、該当する仮想マシンに対する設定を
行います。
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VMware ACE Manager で共有フォルダ
を使用
共有フォルダを使用すれば、仮想マシン間やホストコンピュータとの間で、
簡単にファイルを共有することができます。共有フォルダを使用するために
は、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
る必要があります。また、仮想マシン設定エディタを使用して、共有する
ディレクトリを指定する必要があります。

共有フォルダは、以下のゲストOSが稼動する仮想マシンで使用することが
できます。

• Windows Server 2003

• Windows XP

• Windows 2000

• Windows NT 4.0

• カーネル Version 2.4 以降を持つ Linux

注意 : 共有フォルダ機能は、指定したフォルダがエンドユーザーのコン
ピュータに存在する場合にのみ、正常に動作します。つまり、システム管理
者かエンドユーザーが特別な作業を行って、ホストコンピュータにターゲッ
トフォルダを作成する必要があるかもしれません。このため、共有フォルダ
は VMware ACE の上級機能と考えられます。

仮想マシンに共有フォルダを設定するには、VMware ACE Manager でその仮
想マシンを開いてから、該当するタブをクリックして仮想マシンをアクティ
ブにします。[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] を選択してから [共有フォルダ ]
をクリックしてください。
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リストには、1個または複数のディレクトリを追加することができます。ま
た、ホストコンピュータに存在しているディレクトリでも、ホストコン
ピュータからアクセス可能なネットワーク上のディレクトリでも構いませ
ん。

Windows の仮想マシンでは、共有フォルダは [マイネットワーク ]
（Windows NT 仮想マシンの場合は [ ネットワークコンピュータ ]）にある
VMware Shared Folders 内に表示されます。例えば、共有フォルダの 1つに
Test filesという名前を付けた場合、 [ マイネットワーク ] - [VMware 
Shared Folders] - [.host] - [ 共有フォルダ ] - [Test files] の順に検索していけば、
ファイルを見つけることができます。

また、UNCパス名（￥￥.host￥Shared Folders￥Test files）を使っ
てフォルダに直接アクセスすることも可能です。

ネットワークシェアの場合と同様に、共有フォルダを特定のドライブ文字に
マップすることもできます。

注意 : この方法で共有フォルダを表示するには、仮想マシンの VMware 
Tools を最新のものにアップデートする必要があります。VMware 
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。

Linux の仮想マシンでは、共有フォルダは /mnt/hgfsディレクトリの所に
表示されます。つまり上記の例の共有フォルダは、/mnt/hgfs/Test 
filesとして認識されます。

リストに新しく共有フォルダを追加するには [ 追加 ] をクリックします。
Windows ホストでは、ウィザードの指示に従って作業を行ってください。
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Linux ホストではダイアログボックスが表示されますので、必要な情報を入
力してから [OK] をクリックします。

下記の情報を入力する必要があります。

• 共有ディレクトリのホスト上でのパス ー 全パスを入力するか、該当す
るディレクトリを検索してください。

注意 : 共有フォルダを使用する仮想マシンを配布する予定であれば、必
ずエンドユーザーのコンピュータに存在するパス名を指定してくださ
い。パスが存在しない場合、エンドユーザーがフォルダを検索しよう
とすると、エラーメッセージが表示されます。

• ディレクトリ名 ー ここで設定された名前が仮想マシンに表示されます。

• 共有フォルダの有効 /無効 ー すぐにフォルダを有効にしなくても、リス
トに追加しておくことは可能です。こうしておけば、必要な時にリス
トの該当する名前をクリックしてから [ 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からフォルダを有効にすることが可
能です。

• 共有フォルダへのアクセス権 ー 使用中の仮想マシンに読取り専用アク
セスか読み取り /書き込みアクセスのいずれかの権限を与えることが
できます。共有フォルダ内のファイルへのアクセスはまた、ホストコ
ンピュータ上でのアクセス権の設定によっても決定されます。例えば、
VMware ACE を User というユーザー名で実行している場合、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 /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 /書き込みアクセス権
を持つ必要があります。

• 共有フォルダの有効期限 ー フォルダを常に共有するのか、あるいは今
回のセッションに限って共有するのかを指定することができます。
[ 共有フォルダを無効にする ]を選択すると、仮想マシンをサスペンド
あるいはオフにした時点で、共有フォルダは無効になります。

リストに登録されている共有フォルダの設定を変更するには、該当するフォ
ルダの名前をクリックして強調表示させ、[ プロパティ ] をクリックします。
すると [ プロパティ ] ダイアログボックスが表示されます。

必要に応じて設定を変更し、[OK] をクリックします。

注意 : 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。ただし、Windows ショートカットや Linux シンボリックリンク
を共有フォルダで使用しようとしても、正常に動作しません。
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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。例えば、ホストOS上のアプリケーションが使用している
ファイルをゲストOS上の別のアプリケーションが開こうとすると、ファイ
ル内のデータが破損することがあります。
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4 章
プロジェクトの作成
本章では、プロジェクトの作成やプロジェクトへの仮想マシンの追加に必要
な作業を、順を追って解説していきます。 

• プロジェクトの作成 (P.48)

• チェックリスト：プロジェクトの作成 (P.54)

• 仮想マシンをプロジェクトに追加 (P.56)

• 既存の仮想マシンを追加 (P.56)

• 新規仮想マシンを追加 (P.58)

• チェックリスト：仮想マシンの追加 (P.69)
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プロジェクトの作成
プロジェクトには、仮想マシンとその仮想マシンを実行するためのアプリ
ケーションが含まれます。ウィザードを使えば、プロジェクトを順を追って
作成することができます。

プロジェクトを作成したら、そのプロジェクトに仮想マシンを追加してか
ら、仮想マシンやアプリケーションにポリシーを設定します。[ 新規プロ
ジェクトウィザード ] から [ 新規仮想マシンウィザード ] に直接移動するこ
とも、後からプロジェクトのサマリ表示にある [ 仮想マシンをプロジェクト
に追加 ] をクリックして [ 新規仮想マシンウィザード ] を起動することも可
能です。同様に、[新規仮想マシンウィザード ] からポリシーエディタに直
接移動することも、後からサマリ表示にある [ アプリケーション及び仮想マ
シンに対するポリシーを編集 ] ボタンをクリックしてポリシーエディタを起
動することも可能です。

注意 : プロジェクト ファイルや仮想マシン ファイルはすべて、定期的に
バックアップが行われる場所に保存してください。エンドユーザーにアップ
デートを配布するためのパッケージを作成する際に、オリジナルのプロジェ
クト ファイルや仮想マシン ファイルへのアクセスが必要となります。

プロジェクトの新規作成に必要となる情報収集に便利なワークシートを
「チェックリスト：プロジェクトの作成 (P.54)」に用意してありますので、
ご利用ください。

新規プロジェクトウィザードの使用
プロジェクトは、以下の手順で作成してください。

1. VMware ACE Manager を起動します。

初めて VMware ACE Manager を実行すると、シリアル番号の入力を求
められます。シリアル番号は、ボックス内の登録カードに記載されて
います。この際、ユーザー名と企業名を入力することも可能です。こ
こで入力したユーザー及び企業情報は、バージョン情報ボックス（[ ヘ
ルプ ] - [ バージョン情報 VMware ACE Manager]）で確認できます。
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[ 新しいプロジェクト ]アイコンをクリックすると [新規プロジェクト
ウィザード ] が起動します。

2. [ 次へ ] をクリックしてウィザードを開始してください。[ プロジェクト
名を指定 ] パネルが表示されます。

[プロジェクト名 ]フィールドにプロジェクト名を入力します。プロ
ジェクトを認識しやすいように、独特の名前を付けてください。

[格納場所 ] フィールドには、プロジェクトの内容に関する情報を記録
したプロジェクト ファイルの保存先フォルダへのパスが表示されます。
デフォルトの格納場所をそのまま使用しても、新しい格納場所を入力
しても、あるいは [ 参照 ] をクリックして別の格納場所を指定しても構
いません。 
49



VMware ACE システム管理者向けマニュアル
3. [ 次へ ] をクリックすると、[ 完了の準備ができました ] パネルが表示さ
れます。 

[ 仮想マシン追加ウィザード ] に直接移動して、プロジェクトに仮想マ
シンを追加する場合は、[仮想マシン追加ウィザードを開く ] を選択し
てください。

この時点でプロジェクトに仮想マシンを追加しない場合は、[ 仮想マシ
ン追加ウィザードを開く ] の選択を解除してください。 

[ 完了 ] をクリックして [ 新規プロジェクトウィザード ]を終了します。

プロジェクト設定の指定
プロジェクトの一般設定は、[ プロジェクト ] - [ 設定 ] を選択して行います。
[プロジェクトの設定 ]画面が表示されます。 

[ 全般 ] タブでは、プロジェクト名を更新したり、プロジェクトに関するメ
モを追加、変更することが可能です。
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[ ポリシードメイン ] タブでは、プロジェクトに対するポリシーを保存する
ための Active Directory ドメインを選択できます。 

[ オフラインポリシー ]タブでは、このプロジェクトの仮想マシンにポリ
シー設定のキャッシングを許可するかどうかを指定できます。ポリシーの保
存に Active Directory またはWebサーバを使用する場合、オフラインポリ
シーを使えば、ポリシーが保存されているサーバに接続できない時（例えば
オフラインで作業を行う時）でもエンドユーザーが作業を続けることができ
ます。ドロップダウンリストから、キャッシングしたポリシーを有効とみな
す期間を指定することができます。

オフラインポリシーを有効にすると、以下のポリシーに対する情報がキャッ
シングされます。

• 認証ポリシー ー キー

• 有効期限ポリシー ー 有効期限の切れる日付け

• デバイスポリシー ー 許可されているユーザーのリスト

• ネットワーク検疫ポリシー ー全設定
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[ リカバリキー ] タブでは、暗号化されている仮想マシンへのアクセスに使
用するパブリックキーを指定できます。仮想マシンにパスワード保護を設定
している場合、配布済みの仮想マシンのパスワードをリセットできるように
するには、この仮想マシンを含むパッケージを作成する前にリカバリキーを
指定しておく必要があります。

リカバリキーを設定するには [ リカバリキーの使用 ] を選択してください。 

既存の PEM形式の鍵ペアを使用する場合は、[ 既存のキーを参照 ] をクリッ
クして、使用したい鍵ペアの内、パブリックキーの方を検索してください。 

新しく PEM形式の鍵ペアを作成する場合は、[ 新規リカバリキーの作成 ] を
クリックしてください。[新規リカバリキーの作成 ] ダイアログボックスが
表示されます。

鍵ペアの名前と格納場所を入力してください。プライベートキーを保護する
ためのパスワードを入力してから、確認のために再度入力します。次に
[OK] をクリックすると、キーが生成されます。キーの生成には数秒かかり
ます。キーが生成されて保存されると、[新規リカバリキーの作成 ] ダイア
ログボックスが閉じ、 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表示されます。
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注意 : プライベートキーに対するパスワードとプライベートキーファイル
の格納場所が分かっていなければ、エンドユーザーのパスワードをリセット
できません。
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チェックリスト：プロジェクトの作成
プロジェクトの新規作成に必要な情報を収集する際に、このチェックリスト
をコピーしてご利用いただければ、大変便利です。

プロジェクト名を何にしますか。

_________________________________________________________

プロジェクトをどこに保存しますか。格納場所へのパスを書き留めておいて
ください。

_________________________________________________________

ファイルの格納場所に十分な空き容量があるか確認しておいてください。

プロジェクトには、どの仮想マシンを追加する予定ですか。

既存の仮想マシン ー このプロジェクトに追加する各仮想マシンの構成
ファイル (.vmx) へのパスを書き留めておいてください。

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

新しい仮想マシン ー 作成する予定の各仮想マシンに対してチェックリ
ストを用意しておくと便利です。チェックリストは、「チェックリス
ト：仮想マシンの追加 (P.69)」に記載されています。

このプロジェクトに、Active Directory サーバに保存されている情報を使っ
たネットワーク検疫を利用しますか。

いいえ。

はい、下記の Active Directory ドメインを利用します。
_______________________________________________________________

プロジェクトには、パスワード保護された仮想マシンを追加しますか。リカ
バリキーが必要ですか。

いいえ。

はい、既存の鍵ペアを使用します。
既存の鍵ペアの内、プライベートキーへのパスを書き留めて置いてく
ださい。
_______________________________________________________________
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はい、新しく鍵ペアを作成します。
新しい鍵ペアの保存先の格納場所を書き留めて置いてください。新し
いプライベートキーを保護するパスワードは、各企業の手続きに従っ
て保存してください。エンドユーザーのパスワードをリセットするに
は、プライベートキーを保護するパスワードが必要となります。
_______________________________________________________________
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仮想マシンをプロジェクトに追加
VMware ACE Manager では、まずプロジェクトを作成してから、そのプロ
ジェクト内に仮想マシンを作成します。プロジェクトの枠外で仮想マシンを
新規作成することはできません。

ただし、一旦作成された仮想マシンは、複数のプロジェクトに追加すること
が可能です。

また、特定の VMware 製品で作成された仮想マシンを追加することもでき
ます。以下の製品で作成された仮想マシンは、VMware ACE Manager のプロ
ジェクトで使用可能です。

• VMware Workstation 4.x

• VMware GSX Server 3.x

仮想マシンの新規作成に必要な情報を収集する際に便利なワークシートを
「チェックリスト：仮想マシンの追加 (P.69)」に用意しましたので、ご利用
ください。

注意 : 一旦パッケージを作成、配布した後は、そのパッケージに含まれる
該当プロジェクトの仮想マシン名を変更しないでください。VMware ACE
は、仮想マシン名を使用していくつかの重要な設定（特にエンドユーザーの
コンピュータ上で仮想マシンがインストールされるフォルダの名前）を決定
します。パッケージをエンドユーザーに配布した後に、そこに含まれる仮想
マシンの名前を変更した場合、新しい仮想マシン名を使ってアップデート用
パッケージを作成すると、パッケージのインストーラは、新しい仮想マシン
名に基づく名前が付けられたフォルダにアップデートをインストールしよう
とします。このアップデートは、前回インストールに使用されたフォルダと
は異なるフォルダにインストールされるため、正常に動作しません。

[新規プロジェクトウィザード ] から直接、[ 仮想マシン追加ウィザード ]を
開始することができます。あるいは、プロジェクトのサマリ表示から [仮想
マシン追加ウィザード ] を起動することも可能です。プロジェクトのサマリ
表示からウィザードを起動するには、[ 仮想マシンをプロジェクトに追加 ]
をクリックしてください。

既存の仮想マシンを追加
既存の仮想マシンをプロジェクトに追加するには、[仮想マシン追加ウィ
ザード ] の起動後に次の作業を行ってください。 
www.vmware.com56



第 4 章  プロジェクトの作成
1. [ 次へ ] をクリックしてウィザードを開始します。 [ 新規または既存の仮
想マシンを追加 ] パネルが表示されます。

[既存の仮想マシン ]を選択してから [次へ ] をクリックします。

2. [ 仮想マシンの選択 ]パネルが表示されます。

[参照 ] をクリックしてプロジェクトに追加したい仮想マシンの構成
ファイル (.vmx) を指定します。

プロジェクトには、複数の仮想マシンを追加することができます。

このパネルに表示されているリストから仮想マシンを削除するには、該
当する仮想マシンの名前を選択して [削除 ]をクリックしてください。

[ 新しいハードウェアウィザード ] が仮想マシンをチェックして、構成
設定の一部が VMware ACE の使用に適さないようであれば警告メッ
セージを表示します。以下のような設定が検知されると、警告メッ
セージが表示されます。

• Generic SCSI デバイスが存在する。

• 物理ディスクが接続されている。

• 仮想イーサネットアダプタがカスタムネットワークを使用している。
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• デフォルト以外の電源設定（例えば、仮想マシンを開いた後にパ
ワーオン、パワーオンの後フルスクリーンモードで起動、パワーオ
フ後に閉じる）が選択されている。

• デフォルト以外のワーキングディレクトリが指定されている。デ
フォルトでは、ディレクトリが指定されていません。つまり、仮想
マシンのディレクトリがワーキングディレクトリとして使用される
ようになっています。

• ロックされたスナップショットが存在する。

上記設定のいずれかに関してウィザードが警告メッセージを表示した
場合、その仮想マシンを作成するのに使用したアプリケーションで仮
想マシンを開き、適切な変更を行ってください。変更を行ったら、仮
想マシンをプロジェクトに追加できます。

3. [ 完了の準備ができました ] パネルが表示されます。

直接ポリシーエディタを開始して、プロジェクトに含まれる仮想マシ
ンにポリシーを設定したい場合は、[ ウィザードの終了後にポリシーを
設定 ] を選択してください。

ここでは仮想マシンのポリシーを選択したくない場合は、[ ウィザード
の終了後にポリシーを設定 ] の選択を解除してください。

[ 完了 ] をクリックして [ 仮想マシン追加ウィザード ] を終了します。

新規仮想マシンを追加
[ 仮想マシン追加ウィザード ] を起動したら、次の手順で新規仮想マシンを
プロジェクトに追加することができます。
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1. [ 次へ ] をクリックしてウィザードを開始すると、[ 新規または既存の仮
想マシンを追加 ] パネルが表示されます。

[ 新しい仮想マシン ] を選択して [ 次へ ] をクリックします。

2. [ 新規仮想マシンウィザード ]が起動します。ウィザードを使って仮想
マシンを作成するには [ 次へ ] をクリックしてください。 

仮想マシンの構成方法を選択します。

[標準 ] を選択すると、次の項目に関してデフォルトを使用するか、特
定値を指定することができます。

• ゲストOS

• 仮想マシン名と仮想マシンのファイルの格納場所

• ネットワーク接続の種類

• ディスクのサイズ

• ディスクへのスペースの割り当て方法

• 仮想ディスクを 2GB ファイルに分割するかどうか

[ カスタム ] を選択すると、さらに次のことを実行できます。

• 指定した格納場所に仮想ディスクファイルを保存
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• デフォルトでSCSI仮想ディスクを使用するゲストOSにIDE仮想ディス
クを使用

新しく作成した仮想マシンは、ゲストがWindows 95、Windows 98、
Windows Me、Windows XP、Windows Server 2003、NetWare 及び
FreeBSD の場合、デフォルトで IDE ディスクを使用します。他のオペ
レーティングシステムがゲストの場合は、デフォルトは SCSI ディス
クです。

• 仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用（仮想マシンをプロ
ジェクトの一部として配布する予定の場合、このオプションは適切
ではありません）。

• デフォルト以外のメモリオプションを設定

3. ゲストOSを指定します。

このパネルでは、仮想マシンにインストールするオペレーティングシ
ステムの種類を選択します。インストールするオペレーティングシス
テムとバージョンの両方を指定してください。

[仮想マシン追加ウィザード ] は、この情報を元に必要なメモリ容量等
の適切なデフォルト値を選択します。この情報を使って、関連する仮
想マシンファイル名も付けられます。

使用予定のOSがリストに無い場合は、ゲストオペレーティングシステ
ムとバージョンの両方に [ その他 ] を選択してください。

ここからの手順は、Windows XP をゲストOS としてインストールする
場合を想定しています。各ゲストOSに関する詳しいインストール情報
は、弊社Webサイトかヘルプメニューから「VMware ゲスト OS イン
ストールガイド」を参照してください。
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4. 仮想マシン名とフォルダを指定します。

ここで指定する名前は、作成中の仮想マシンに関連したファイルを格
納するフォルダ名に使用されます。

各仮想マシンには、独自のフォルダが割り当てられます。構成ファイ
ルやディスクファイルといった関連ファイルはすべて、 このフォルダに
保存されます。 

5. 例えばWindows XP Professional の仮想マシンであれば、デフォルトの
フォルダは C:￥Documents and Settings￥<username>￥My 
Documents￥My Virtual Machines￥Windows XP Professional
になります。構成方法として [ 標準 ] を選択した場合は、ステップ 6に
進んでください。

構成方法として [ カスタム ] を選択した場合は、メモリ設定を変更する
かデフォルトを受け入れるかの選択ができます。

仮想マシンのメモリ設定を指定する際は、ゲストOS及びアプリケー
ションが必要とするメモリ量を考慮する必要があります。また、エン
ドユーザーのコンピュータにインストールされている RAM容量やホス
トOSが必要とする RAM容量も考慮しなければなりません。仮想マシ
ンのメモリは、使用するゲストOSに対して推奨されているメモリ量以
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下には設定しないでください。ただし、最低推奨値以上のメモリを仮
想マシンに設定するのであれば、ホストOSがスムーズに稼動できない
ほど高い値を設定しないように気をつけてください。一般的な構成で
は、仮想マシンのメモリが、エンドユーザーのホストコンピュータに
インストールされていると予測される RAM容量の半分を超えないよう
にしてください。

注意 : 2GB 以上のファイルをサポートしない FAT32 等のファイルシス
テムに仮想マシンのファイルが存在する場合、その仮想マシンに 2GB
以上のメモリを割当てることはできません。

[次へ ] をクリックして先に進んでください。

6. 仮想マシンのネットワーク機能を構成します。

ネットワーク接続されているホストコンピュータにパッケージをイン
ストールする予定であり、仮想マシンに独自の IP アドレスを設定でき
る ( あるいは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。この設定は、
パッケージのインストール先コンピュータがオフィス ネットワークに
接続されている場合に適しています。

パッケージをインストールしても仮想マシンに独自の IP アドレスを割
り当てることができないけれども、その仮想マシンをインターネット
に接続する必要がある場合は、[NAT を使用 ] を選択します。NAT を選
択すると、エンドユーザーが仮想マシンとホストOS間でファイルを共
有できるようになります。 

VMware ACE のネットワークオプションに関する詳しい説明は、「仮想
マシンのネットワーク構成 (P.205)」をご覧ください。

7. 構成方法として [ 標準 ] を選択した場合、ステップ 11に進んでくださ
い。
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構成方法として [ カスタム ] を選択した場合は、 引き続き仮想マシンの
ディスクを構成しますので、次の手順に従ってください。

8. 仮想マシンで使用する SCSI アダプタの種類を選択します。

仮想マシンには、IDE アダプタと SCSI アダプタがインストールされて
います。 IDE アダプタは構成を選択する必要がありませんが、SCSI アダ
プタは BusLogic か LSI Logic SCSI アダプタかを選択することができま
す。ゲストOSの種類に応じて、すでにデフォルトが設定されていま
す。Windows Server 2003、Red Hat Enterprise Linux 3 及び NetWare 以
外のゲストは全て、デフォルトで BusLogic アダプタを使用します。

LSI Logic アダプタの方がパフォーマンスに優れており、Generic SCSI デ
バイスともスムーズに動作します。

使用する SCSI アダプタの種類は、仮想ディスクを IDE ディスクにする
か SCSI ディスクにするかの決定とは関係なく選択できます。

上記ゲスト以外の旧式のゲストOSには、LSI Logic アダプタ向けのドラ
イバは含まれていません。LSI Logic アダプタ向けのドライバを持たな
いオペレーティングシステムで LSI Logic アダプタを使用するのであれ
ば、LSI Logic アダプタのWebサイトからドライバをダウンロードする
必要があります。仮想マシンにインストールするドライバとゲストOS
についての詳細は、「VMware ゲストOS インストールガイド 」をご覧
ください。
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9. 仮想マシンで使用するディスクを選択します。

ここでは [仮想ディスクの新規作成 ] を選択してください。 

パッケージで配布する仮想マシンには、仮想ディスクを使用してくだ
さい。デフォルト設定では、仮想ディスクはホストコンピュータ上の
ハードドライブに最初は小さなファイルとして存在しますが、必要に
応じて、後の手順で指定するサイズまで拡大します。後の手順では、
指定した全ディスクスペースを仮想ディスクの作成時に割当てるよう
に設定することも可能です。

10. IDE ディスクと SCSI ディスクのいずれを作成するのか選択してくださ
い。

選択したゲストOSの種類に応じて、ウィザードが最適なディスクを推
奨します。このウィザードで選択可能な全 Linux ディストリビューショ
ンとWindows NT、Windows 2000、Windows Server 2003 及び
Longhorn は、デフォルトで SCSI 仮想ディスクを使用します。
Windows NT、Windows 2000、Windows Server 2003 及び Longhorn 以
外のWindows オペレーティングシステムは全て、 デフォルトで IDE 仮
想ディスクを使用します。NetWare、FreeBSD、MS-DOS などの他のゲ
ストのデフォルト設定は IDE 仮想ディスクです。
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11. 仮想ディスクの容量を指定します。

作成する仮想ディスクのサイズを入力します。

必要に応じて、[ 事前に割り当てる ]を選択してください。 

仮想ディスクの作成時にディスクの全スペースを割当てると、パ
フォーマンスが幾分向上しますが、ここで指定した仮想ディスクのサ
イズに相当するディスクスペースが最初から必要になります。

このオプションを選択しなかった場合、仮想ディスクのファイル サイ
ズは最初は小さく、必要に応じて大きくなりますが、ここで設定した
サイズを超えることはできません。 

仮想ディスクに設定できる最小サイズは 0.1GB です。 最大サイズは SCSI
仮想ディスクの場合 256GB、IDE 仮想ディスクの場合 128GB です。 デ
フォルトは 4GBです。

ここではまた、仮想ディスクを 1個の大きなファイルとして作成する
か、2GB のファイルに分割して格納するかを指定できます。仮想ディ
スクが FAT32 ファイルシステムに格納されている場合は、ディスクを
分割してください。 

注意 : Microsoft Installer は約 4.3GB 以上のファイルをインストールする
ことができないため、 仮想ディスクのサイズが 4GB 以上の場合もディ
スクを分割してください。また、ファイルが 4GBより小さい場合で
あっても、仮想ディスクを分割した方が都合が良いこともあります。
VMware ACE パッケージを CDか DVDで配布する予定であれば、ファ
イルを分割した方がパッケージのインストールがスピードアップしま
す。パッケージのインストールをスピーディーに行うには、仮想ディ
スクを構成する各ファイルを 4GBより小さく設定し、またパッケージ
の配布に使用するメディアよりも小さくしておく必要があります。こ
のため、仮想ディスク ファイルを分割して、パッケージを DVDで配布
すれば、最も迅速なインストールを実現できます。
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仮想ディスクは十分な大きさに設定しておいてください

仮想ディスクには、ゲストOS及びインストール予定の全ソフトウェア
に加えて、データと今後の拡張の余地を残すだけの大きさが必要です。

仮想マシンに仮想ディスクを追加構成すれば、利用可能なディスクス
ペースの総計を増加させることができます。仮想ディスクを追加でイ
ンストールするには、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を使い
ます。仮想ディスクを追加する場合、このウィザードの終了後、エン
ドユーザーに配布するパッケージを作成する前に、ディスクを追加し
てください。

例えば、仮想マシンに Windows Me とMicrosoft Office 等の一般的なア
プリケーションをインストールするには、仮想ディスクが存在する
ファイルシステムに実際の空き容量約 500MBが必要です。この際、 1
個の仮想ディスクを設定してファイルを保存することも、 これらのファ
イルを分割して、最初の仮想ディスクにオペレーティングシステムを
インストールし、２番目の仮想ディスクにアプリケーションとデータ
ファイルをインストールすることも可能です。

12. 構成方法として [ 標準 ] を選んだ場合は、[完了 ] をクリックしてくだ
さい。ウィザードが、仮想マシンに必要なファイルを設定します。 

構成方法として [ カスタム ] を選んだ場合は、引き続き仮想ディスク
ファイルの格納場所を指定しますので、下記の作業を行ってください。

SCSI/IDE 仮想ディスクが使用するデバイスノードを指定したい場合は、
[ 詳細 ] をクリックしてください。 
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[ デバイスノードの選択 ] パネルでは、ディスクモードも指定すること
ができます。 スナップショットからディスクを除外する特殊な目的の構
成では、ディスクモードの指定を行うと便利です。

普通ディスクは、スナップショットの一部として保存されます。通常
は [独立 ] の箇所にチェックマークを付けずに、普通ディスクを使用し
てください。

独立ディスクはスナップショットに保存されません。

注意 : 独立ディスクのオプションは、上級ユーザーが特殊な目的の構成
で独立ディスクを必要とする場合に限ってご使用ください。

独立ディスクには次のオプションが用意されています。

• 通常 ー 変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれます。

• 読み取り専用 ー ディスクへの変更は、仮想マシンをパワーオフした
時点で破棄されます。

使用するファイル名と格納場所を設定し、詳細設定パネルで必要な設
定を行ったら、[完了 ] をクリックしてください。 

13. [ 完了 ] をクリックすると、ウィザードが仮想マシンに必要なファイル
を設定します。
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14. [ 完了の準備ができました ] パネルが表示されます。

[ウィザードの終了後にポリシーを設定 ] を選択すると、ポリシーエ
ディタに直接移動して、プロジェクト内の仮想マシンにポリシーを設
定することができます。

この時点で仮想マシンにポリシーを設定したくない場合は、[ ウィザー
ドの終了後にポリシーを設定 ] の選択を解除してください。

[ 完了 ] をクリックすると [仮想マシン追加ウィザード ] が終了します。
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チェックリスト：仮想マシンの追加
仮想マシンをプロジェクトに追加するのに必要な情報を収集する際、この
チェックリストをコピーしてご利用いただければ、大変便利です。

既存の仮想マシンを追加する予定ですか。あるいは仮想マシンを新規作成し
て使用する予定ですか。

既存の仮想マシン

使用する仮想マシンの構成ファイル (.vmx) へのパスを書き留めておい
てください。

_________________________________________________________

既存の仮想マシンを使用する予定であれば、これで終了です。

新規作成した仮想マシン

新しく仮想マシンを作成する予定であれば、このチェックリストの下
記の項目に回答してください。

作成する仮想マシンには、どのゲストOSをインストールする予定ですか。

_________________________________________________________

インストール CDを使ってインストールする予定であれば、CDを用意
しておいてください。

PXE インストールサーバを使用する予定であれば、仮想マシンの作成
時に必ずネットワークを有効にしておいてください。

ネットワーク上の ISO イメージファイルからインストールする予定で
あれば、使用する ISOファイルへのパスを書き留めておいてください。

_________________________________________________________

注意 : ゲストOS のインストール後、仮想マシンに必ず VMware Tools をイ
ンストールしてください。
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仮想マシンにはどのアプリケーションをインストールする予定ですか。

インストール CDを使ってインストールする予定であれば、CDを用意
しておいてください。

ネットワーク上のファイルからインストールする予定であれば、仮想
マシンの作成時に必ずネットワークを有効にしておいてください。ま
た、インストーラへのパスを書き留めておいてください。

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

仮想マシンで Sysprep を実行する必要がありますか。

CDから Sysprep を実行する予定であれば、CDを用意しておいてくだ
さい。

ネットワークから Sysprep を実行する予定であれば、仮想マシンの作
成時に必ずネットワークを有効にしておいてください。また、Sysprep
へのパスを書き留めておいてください。

_________________________________________________________

[ 新規仮想マシンウィザード ] では、標準パスとカスタムパスのいずれを選
択する予定ですか。

標準

標準パスでは以下の項目を指定できます。

• ゲストOSの種類

• 仮想マシン名と仮想マシンのファイルの格納場所

• ネットワーク接続の種類

• ディスクのサイズ

• ディスクへのスペースの割り当て方法

• ディスクを 2GBのファイルに分割するかどうか
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カスタム

カスタムパスでは以下の項目を指定できます。

• ゲストOSの種類

• 仮想マシン名と仮想マシンのファイルの格納場所

• ネットワーク接続の種類

• 他の仮想マシンファイルの格納場所とは異なる仮想ディスクファイ
ルの格納場所

• デフォルトでSCSI仮想ディスクを使用するゲストOSでのIDE仮想ディ
スクの使用

• デフォルト以外のメモリオプションの使用

仮想マシンの名前を何にしますか。

_________________________________________________________

作成した仮想マシンの格納場所へのパスを書き留めておいてください。

_________________________________________________________

ファイルの格納場所に十分な空き容量があるか確認しておいてくださ
い。カスタムパスを選択した場合、ウィザードの後の方で、仮想ディス
クファイルに別の格納場所を指定するオプションが用意されています。

カスタムパスの場合のみ : 仮想マシンに、どのくらいのメモリの使用を許可
しますか。

ウィザードが設定したデフォルト値

______________________ MB に変更
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この仮想マシンで、どの種類のネットワークを使用しますか。

ブリッジ

ネットワーク接続されているホストコンピュータで仮想マシンを実行
する予定であり、 仮想マシンに独自の IP アドレスを設定できる ( あるい
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してください。仮想マシンを企業のネット
ワーク上で実行する場合、このオプションが適しています。

NAT

1 つの IP アドレスをホストコンピュータと仮想マシンが共有する必要
がある場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) を使用してください。 
仮想マシンを家庭のコンピュータで実行する場合、このオプションが
最適です。

ネットワーク接続をしない

カスタムパスの場合のみ : 仮想マシンでどの種類の仮想 SCSI アダプタを使
用しますか。ゲストOSの種類によって、ウィザードがデフォルト設定を決
定します。LSI Logic アダプタの方がパフォーマンスに優れていますが、一
部のゲストOSには、このアダプタ向けのドライバが含まれていません。

ウィザードのデフォルト値

BusLogic

LSI Logic

カスタムパスの場合のみ :仮想マシンでどの種類のディスクを使用します
か。

新しい仮想ディスク

一般的に、このオプションをお勧めします。

既存の仮想ディスク

既存の仮想ディスクを再利用したい場合は、このオプションを選択し
てください。以前に作成した仮想マシンと同じオペレーティングシス
テム及びアプリケーションを持つ仮想マシンを作成し、以前のものと
は異なるポリシーを適用したい場合、このオプションを選択できます。
ただし一般的に、既存の仮想ディスクを再利用したい場合、プロジェ
クトに既存の仮想マシンを追加する方法をお勧めします。
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カスタムパスの場合のみ :どの種類のディスクを使用しますか。ゲストOS
の種類によって、ウィザードが適切な設定を推奨します。

ウィザードのデフォルト値

IDE

SCSI

仮想ディスクは、どのくらい大きく設定しますか。

デフォルト (4GB)

_______________ GB に変更

仮想ディスクに設定できる最小サイズは 0.1GB です。 最大サイズは SCSI
仮想ディスクの場合 256GB、IDE 仮想ディスクの場合 128GB です。 デ
フォルトは 4GBです。

仮想ディスクを構成するパネルでは、他に選択したいオプションがあります
か。

[事前に割り当てる ]

仮想ディスクの作成時にディスクの全スペースを割当てると、パ
フォーマンスが幾分向上しますが、指定した仮想ディスクのサイズに
相当するディスクスペースが最初から必要になります。このため、プ
ロジェクトの配布用パッケージのサイズが、このオプションを選択し
なかった場合と比べて（多分大幅に）大きくなってしまいます。ただ
し、事前に全スペースを割当てれば、ユーザーが仮想マシンに十分な
ディスクスペースを確保していることを確認でき、ディスクスペース
が予期しない時に無くなってしまうことがありません。

[ディスクを 2GB に分割 ]

仮想ディスクが FAT32 ファイルシステムに格納される可能性がある場
合は、仮想ディスクを分割してください。

注意 : Microsoft installer は約 4.3GB 以上のファイルをインストールする
ことができないため、 仮想ディスクのサイズが 4GB 以上の場合もディ
スクを分割してください。

カスタムパスの場合のみ :仮想ディスクファイルをどこに格納しますか。 

デフォルトでは、仮想ディスクファイルは仮想マシンの他のファイル
（構成ファイル等）と同じディレクトリ保存されます。仮想ディスク
ファイルを別の格納場所に保存するのであれば、そのパスを書き留め
ておいてください。

_________________________________________________________
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カスタムパスの場合のみ :仮想ディスクが特定の IDE/SCSI デバイスノードを
使用するように指定する必要がありますか。

通常は、デフォルトをそのまま使用してください。特別にデバイス
ノードを指定する必要がある場合は、それを書き留めておいてくださ
い。

_________________________________________________________
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5 章
ポリシーの設定および
VMware ACE のカスタマイズ
本章では、プロジェクトに対するポリシーの設定や仮想マシンの準備、 
VMware ACE インターフェイスのカスタマイズ、 VMware ACE インターフェ
イスでの仮想マシンの実行に必要な作業を、順を追って解説していきます。

• ポリシーの設定 (P.77)

• VMware ACE 向けのポリシーを設定 (P.80)

• 仮想マシン向けのポリシーを設定 (P.88)

• 認証ポリシーの設定 (P.88)

• 有効期限ポリシーの設定 (P.91)

• コピー保護ポリシーの設定 (P.92)

• デバイス接続ポリシーの設定 (P.93)

• ネットワーク検疫ポリシーの設定 (P.94)
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• 仮想マシンの構成とソフトウェアのインストール (P.122)

• 仮想マシンの構成を確認 (P.122)

• 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 (P.123)

• VMware ACE インターフェイスのカスタマイズ (P.135)

• 作業を終えた仮想マシンを実行 (P.141)

• パッケージを作成する前に、構成を確認 (P.141)
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ポリシーの設定
ポリシーは、エンドユーザーに配布する仮想マシンの様々な側面を管理しま
す。例えば、次のようなことが可能です。

• Active Directory ドメインで定義した特定のユーザーやグループのみが
仮想マシンを使用できるように設定

• 仮想マシンを使ってユーザーがアクセスできるネットワークリソース
を指定

• 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をユーザーが
接続 /切断できるように設定

• 仮想マシンの有効期限を管理

ポリシーカテゴリーの多くは、独自のプラグインを作成して、どのような制
約や権限を適用するかを決定できます。

ポリシーに関する詳細情報は、「ポリシーについて (P.239)」をご覧ください。

ポリシーエディタの使用
ポリシーの設定は、ポリシーエディタで行います。ポリシーエディタは、
[仮想マシン追加ウィザード ]の終了後に直接開始することが可能です。あ
るいは、サマリ表示からポリシーエディタを起動することもできます。プロ
ジェクトのサマリ表示からポリシーエディタを起動するには、該当する仮想
マシンの名前を選択してから [ アプリケーション及び仮想マシンに対するポ
リシーを編集 ] をクリックしてください。

特定の仮想マシンに適用されるポリシーを設定することも、VMware ACE
（プロジェクトに含まれるアプリケーション）に適用されるポリシーを設定
することも可能です。

Active Directory サービスのユーザーやグループに基づいてポリシーを設定
する前に、Active Directory ドメインを選択する必要があります。また、ダ
イナミック ネットワーク検疫の設定の保存に Active Directory サービスを使
う場合も、Active Directory ドメインを選択しなければなりません。

注意 : ポリシーを Active Directory サーバに保存するのであれば、ポリシー
を保存するドメインにエンドユーザーのホストコンピュータが追加されてい
ることを確認しておいてください。また、VMware ACE がポリシーにアクセ
スできるように、エンドユーザーがそのドメインにログインする必要があり
ます。同様に、Active Directory ドメインのユーザーとグループに基づいて
ポリシーを設定した場合、エンドユーザーのホストコンピュータは、ユー
ザーとグループが定義されているドメインにログインする必要があります。
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ドメインが指定されていないのに Active Directory ドメインを必要とするポ
リシーを設定しようとすると、ドメインを設定する必要がある旨を告げるダ
イアログボックスが表示されます。 

[ はい ]をクリックすると、ポリシードメインを指定するためのダイアログ
ボックスが表示されます。[いいえ ]をクリックした場合も、プロジェクト設
定エディタ（[プロジェクト ] - [ 設定 ]）でいつでもドメインを指定できます。

[ポリシードメイン ]ドロップダウンリストを使ってドメイン名を指定します。

左ペインで選択したカテゴリーによって、ポリシーエディタの右ペインで選
択できる設定は異なります。多くのカテゴリーでは、次のリストのような設
定が表示されます。
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• [ なし ] ー 制約が一切課せられません。

• [ パスワード ] ー ユーザーがログインする際に、パスワードを求められ
ます。

• [ ユーザーとグループ ] ー Active Directory サービスで定義された特定の
ユーザー、あるいは特定グループのメンバーのみがアクションの実行
を許可されます。[追加 ] をクリックして、リストにユーザーやグルー
プを追加してください。 リストから名前を削除するには、リストで該当
するユーザーまたはグループの名前を選択してから [ 削除 ] をクリック
します。

• [ スクリプトを使って決定 ] ー 自分で作成したカスタムプラグインを
使って、どの設定を適用するか決定します。[設定 ] をクリックすると
ダイアログボックスが表示され、そこからプラグインスクリプトファ
イルを選択して、スクリプトを実行するコマンドラインを指定するこ
とができます。スクリプトが最後まで実行されない場合に備えて、タ
イムアウトまでの待ち時間を指定することも可能です。

プロジェクトに使用するスクリプトは、該当するプロジェクトフォル
ダの Project Resourcesフォルダ（Project Resourcesフォル
ダのサブディレクトリではなくメインのディレクトリ）に保存してく
ださい。スクリプトに別のリソースファイルが必要な場合は、それも
メイン Project Resourcesフォルダに配置してください。

プラグインスクリプトの作成方法は、「プラグインのポリシースクリプ
トの作成 (P.268)」をご覧ください。
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VMware ACE 向けのポリシーを設定
VMware ACE にポリシーを設定するには、[VMware ACE ポリシー ] の横の +
記号をクリックして設定カテゴリを表示し、 下記の手順に従って設定を変更
してください。

ホットフィックスポリシー
特定のトラブルに対してユーザーがホットフィックスをリクエストできるか
どうかを指定するには、[ ホットフィックス ] を選択してください。

ホットフィックス機能を有効にすると、エンドユーザーが以下のトラブルに
直面した場合、簡単にヘルプをリクエストできます。

• パスワードを紛失したり忘れたりした場合

注意 : 暗号化された仮想マシン向けのエンドユーザー パスワードを
ホットフィックスを使って再設定できるようにしておきたい場合は、
各仮想マシンの復旧機能を有効にしておく必要があります。詳しくは、
「認証ポリシーの設定 (P.88)」をご覧ください。 

• VMware ACE 環境の有効期限が切れてしまった場合

• コピー保護が設定されているVMware ACE環境を別の場所から実行する
場合

この機能を有効にすれば、システム管理者もエンドユーザーのリクエストを
簡単に処理できるようになります。
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ホットフィックス機能を有効にするには、[ ユーザーにホットフィックスの
リクエストを許可 ] を選択してください。

ホットフィックスのリクエストは、システム管理者がアクションを起こすた
めに、エンドユーザーが提出しなければならないファイルです。ホット
フィックス機能を有効にする場合、エンドユーザーに優先的に使用してもら
いたいリクエスト提出方法を指定しておかなければなりません。次のいずれ
かを選択してください。

• [ホットフィックスのリクエストを電子メールで送信] ーエンドユーザー
のコンピュータで実行される [ ホットフィックスのリクエストウィザー
ド ] が、 ホストOS のMAPI 電子メール クライアントを使って、ホット
フィックスのリクエストを、電子メール メッセージへの添付ファイル
の形で送信しようと試みます。メッセージが使用する電子メールアド
レスと件名は、ここで指定します。

• [ リクエストをファイルに保存 ] ー エンドユーザーがスクリプトを保存
し、手作業でシステム管理者にそれを提出します。

[ユーザーがリクエストを提出する方法を指定 ] と書かれたフィールド
に提出の際の指示を入力すると、リクエスト時にエンドユーザーのマ
シンにそれが表示されます。

電子メールを選択した場合でも、自動提出が上手くいかない時は、エンド
ユーザーは [ホットフィックスのリクエストウィザード ] でホットフィック
スのリクエストをファイルとして保存するオプションを選択することができ
ます。 この場合、エンドユーザーはファイルをシステム管理者に手作業で送
信する必要があります。

ホットフィックスのリクエストへの対応に関する詳細は、「ホットフィック
スのリクエストに応答 (P.165)」をご覧ください。

エンドユーザーによる [ ホットフィックスのリクエストウィザード ] の操作
方法は「ホットフィックスをリクエスト (P.180)」をご覧ください。
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システム管理者アクセスポリシー
[ システム管理者アクセス ] を選択すれば、エンドユーザーのコンピュータ
上で特別なトラブルシューティングアプリケーションを使って仮想マシンを
実行し、仮想マシンの構成に変更を加えることができるように、管理者用パ
スワードを設定できます。 

この機能を有効にしたければ、[ システム管理者用アクセスを有効 ] を選択
してから、 エンドユーザーのコンピュータに管理者特権でアクセスするため
のパスワードを入力し、確認のために再入力してください。詳細は、「エン
ドユーザーのコンピュータでシステム管理者アクセスを使用 (P.167)」をご
覧ください。
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トラブルシューティングポリシー
VMware ACE メニューの [ トラブルシューティング ] の箇所に表示する項目
を指定するには、[トラブルシューティング ]を選択してください。 

[ パワーコマンド ] の箇所では、[ リセット及びパワーオフコマンドを有効に
する ] を選択できます。コマンドを有効にすると、エンドユーザーが
VMware ACE のメニューを使って、仮想マシンをパワーオフあるいはリセッ
トできるようになります（[VMware ACE] - [ トラブルシューティング ] - [ リ
セット ] または [VMware ACE] - [ トラブルシューティング ] - [ パワーオフ後
に終了 ]）。 

[ 仮想マシンの再イメージ ]の箇所では、[インストールされている仮想マシ
ンのイメージを元に戻す ]を選択できます。この機能を有効にすると、エン
ドユーザーのマシンにインストールされた時点の仮想マシンのイメージを
VMware ACE がキャプチャします。 この場合、[VMware ACE] - [ トラブル
シューティング ] - [ インストールされている<vmname>の環境を元に戻す ]
（<vmname>の所には仮想マシンの名前が入ります）を選択すると、エンド
ユーザーはオリジナルの状態に戻ることができます。 

注意 : 仮想マシンがパスワード認証を使用している場合、インストール時
の環境に戻すと、最初にパスワードが選択された時点の状態に仮想マシンが
戻ります。このため、インストール時のイメージに戻した時にエンドユー
ザーがオリジナルのパスワードを思い出せない場合に備えて、上記機能を有
効にする場合は、ホットフィックスも実行できるようにしておくことをお勧
めします。
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プリンタの簡易セットアップポリシー
[ プリンタの簡易セットアップ ] を選択すると、Windows 仮想マシンのプリ
ンタのセットアップを簡易化するコマンドへのアクセスをエンドユーザーに
許可するかどうかを指定できます。 

VMware ACE メニューに [ プリンタの追加 ] の項目を追加するには、[ プリン
タ追加のコマンドを有効にする ] を選択してください。エンドユーザーは、
このメニュー項目を使用して、ホストで利用可能なプリンタを仮想マシンで
も使用するようにセットアップできます。

[プリンタの簡易セットアップ ] は、ネットワークプリンタの共有状況に制
約されます。ネットワーク検疫ポリシーが設定されている状態で [プリンタ
の簡易セットアップ ] を有効にしたければ、[ ネットワーク検疫ウィザード ]
の [ トラフィック ] パネルでプリンタアクセスも有効にしておく必要があり
ます。詳しくは、「ネットワーク検疫ポリシーの設定 (P.94)」をご覧くださ
い。

エンドユーザーがネットワークプリンタを仮想マシンに接続する場合は、特
別な作業が必要になることがあります。詳しくは、「プリンタの簡易セット
アップ ポリシー (P.248)」をご覧ください。

注意 : プリンタの共有はWindows Server 2003 Web Edition ではサポートさ
れていません。このため、Windows Server 2003 Web Edition を実行するホ
ストコンピュータでは、[ プリンタの簡易セットアップ ]機能は動作しませ
ん。
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VMware ACE ウィンドウポリシー
[VMware ACE ウィンドウ ] を選択すれば、エンドユーザーのコンピュータ上
に現れる VMware ACE の表示方法を指定することができます。 

[VMware ACE ウィンドウ ] の箇所では、[ 常にフルスクリーンで実行 ] を選
択することができます。このポリシーを選択すると、ホストOSが見えない
ように全画面表示で VMware ACE が起動するようになります。これは、例
えば 2つの環境間でユーザーが混乱するの避けるのに便利です。

注意 : エンドユーザーは、ツールバーの最小化ボタンをクリックすれば、
VMware ACE の表示を最小化し、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> キーを押せば表示が最小化
されます。
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ユーザー環境ポリシー
[ 環境設定 ] を選択すると、[VMware ACE 環境設定 ] ダイアログ ボックス
（[VMware ACE] - [ 環境設定 ]）でエンドユーザーが指定できる設定を決定す
ることができます。

[アプリケーションの終了動作をユーザーが変更できるように設定 ] を選択
すると、下図のような [ 環境設定 ] ダイアログボックスから終了動作設定を
指定できるようになります。 

終了動作設定では、エンドユーザーが次のオプションを選択することができ
ます。

• [ アプリケーションの終了時に確認画面を表示 ] ー エンドユーザーが
（メニューから選択するかウィンドウやツールバーの右上にある Xをク
リックして）VMware ACE を終了させるコマンドを選択すると、 ダイア
ログボックスが表示されます。エンドユーザーが本当に VMware ACE
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を終了させたい場合は、画面に同意してください。[キャンセル ]をク
リックすると、そのまま作業を続けることができます。

• 終了時に [仮想マシンをサスペンド ] ー デフォルトの動作です。VMware 
ACE が、仮想マシンをサスペンドしてから終了します。 エンドユーザー
が次に仮想マシンを起動すると、サスペンド時の状態で再開します。

• 終了時に [ 仮想マシンをパワーオフ ] ー VMware ACE が仮想マシンをパ
ワーオフします。エンドユーザーが次に VMware ACE を起動すると、
仮想マシンはオフの状態で開始され、ゲストOSが起動します。
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仮想マシン向けのポリシーを設定
ポリシーエディタでは、プロジェクトに含まれる各仮想マシンに対するポリ
シーを編集することができます。

プロジェクトに含まれる個々の仮想マシンにポリシーを設定するには、仮想
マシン名の横にある+記号をクリックしてください。 仮想マシン名の下にポ
リシーカテゴリのリストが表示されますので、 下記のセクションの手順に
従って設定を変更してください。 

• 認証ポリシーの設定 (P.88)

• 有効期限ポリシーの設定 (P.91)

• コピー保護ポリシーの設定 (P.92)

• デバイス接続ポリシーの設定 (P.93)

• ネットワーク検疫ポリシーの設定 (P.94)

認証ポリシーの設定
ポリシーリストから [ 暗号化と認証 ] を選択すると、 仮想マシンのデータを
暗号化するのか、またどのユーザーにこの仮想マシンへのアクセスを許可す
るのかを決定できます。
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仮想マシンの暗号化
仮想マシンの内容を保護するために、パッケージ インストーラがインス
トール時に仮想マシンの暗号化を行うように指定することが可能です。これ
には、[インストール時に、この仮想マシンのデータファイルを暗号化 ] を
選択してください。仮想マシンのインストールごとに、異なる方法でファイ
ルが暗号化されます。

インストーラに仮想マシンの暗号化を行わせるのであれば、認証方法を指定
する必要があります。[インストール時に、この仮想マシンのデータファイ
ルを暗号化 ] を選択した場合、認証方法として [ なし ] は選択できません。

仮想マシンを暗号化すると、構成ファイルが表示、改ざんされないように、
自動的に保護されます。仮想マシンを暗号化しない場合でも、[インストー
ル時に仮想マシンの構成ファイルを保護します ]を選択することができます。

仮想マシンを暗号化する場合、エンドユーザーのパスワードをホットフィッ
クスを使って再設定できるようにしておきたければ、[仮想マシンの復旧機
能を有効にする ] も選択してください。

認証を必要としない場合
[ なし ] を選択すると、すべてのユーザーがこの仮想マシンにアクセスでき
ます。

パスワード認証
[ パスワード ] を選択すると、仮想マシンはパスワードによって保護される
ようになり、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。
各エンドユーザーが、この仮想マシンのインストレーションを最初に開く
と、パスワードの設定を要求されます。

[パスワードポリシー ]をクリックすると、ユーザー パスワードに対する制
約を指定できます。 

パスワードの最低使用文字数を規定するには、[最低使用文字数を設定 ] を
選択してから、最低限必要な文字数を入力してください。

文字の組合せを指定するには、[パスワードの内容を制限 ] を選択してから、
使用する文字の種類を指定してください。パスワードには、下記の文字のい
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ずれか 1つを使用することも、複数を組合わせて使用するように要求する
ことも可能です。

• アルファベット 大文字

• アルファベット 小文字

• 数字

• 記号及び句点

使用する文字を選択してから [OK] をクリックしてください。

Active Directory 認証
[ ユーザーとグループ ]を選択すると、Active Directory ドメインで指定した
ユーザーやグループによるアクセスが有効になります。 

ドメインが指定されていないのに、Active Directory ドメインを必要とする
ポリシーを設定しようとすると、ドメインの設定を求めるダイアログが表示
されます。[はい ] をクリックすると別のダイアログが開き、ポリシードメ
インを指定することができます。[ いいえ ] をクリックした場合も、プロ
ジェクト設定エディタ（[ プロジェクト ] - [ 設定 ]）でいつでもドメインを指
定できます。[ポリシードメイン ] を選択し、正しいドメインを選択してい
るか確認してください。

承認リストにユーザーやグループを追加するには、[追加 ] をクリックしま
す。[ ユーザーまたはグループの追加 ]ダイアログボックスでは、その時点
で選択されているドメインに対して、ユーザーやグループを選択することが
できます。

承認リストからユーザーやグループを削除したい場合は、該当する名前を選
択してから [削除 ] をクリックします。

スクリプトベースの認証
独自のカスタム プラグインを使って、どのユーザーに仮想マシンの使用を
許可するかを決定したい場合は、[ スクリプトを使って決定 ] を選択してく
ださい。[設定 ] をクリックするとプラグイン スクリプトファイルを選択す
るダイアログボックスが表示されますので、スクリプトを実行するためのコ
マンドラインを指定してください。スクリプトが最後まで実行されなかった
場合に備えて、タイムアウトまでの待ち時間を指定することも可能です。プ
ラグイン スクリプトの作成方法に関する詳細は、「プラグインのポリシース
クリプトの作成 (P.268)」をご覧ください。
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有効期限ポリシーの設定
仮想マシンの有効期限を設定するには、[ポリシー ] リストから [ 有効期限 ]
を選択します。仮想マシンの有効期限が切れてもファイルはエンドユーザー
のコンピュータに残されますが、仮想マシンは使用できなくなります。

有効期限に関して、次のいずれかのオプションを選択できます。

• [ 無期限 ] ー 仮想マシンに有効期限を設定しません。

• [ インストール時からの日数 ] ー パッケージのインストール後、仮想
マシンが指定した日数だけ稼動しますが、その後使用できなくなり
ます。

• [ 終了日 ] ー 仮想マシンが指定した日付けまで稼動します。指定した
日付けを過ぎると使用できなくなります。 

仮想マシンに有効期限を設定した場合、その仮想マシンを更新するためのス
クリプトを指定することも可能です。[設定 ] をクリックするとダイアログ
ボックスが表示されますので、プラグイン スクリプトファイルを指定して
から、スクリプトを実行するためのコマンドラインを指定してください。ス
クリプトが最後まで実行されなかった場合に備えて、タイムアウトまでの待
ち時間を設定することも可能です。スクリプト作成の詳細は、「プラグイン
のポリシースクリプトの作成 (P.268)」を参照してください。

有効期限切れを伝えるメッセージをカスタマイズしたり、警告メッセージを
オンにしたり、警告メッセージが最初に表示されるタイミングを設定した
り、警告メッセージのテキストをカスタマイズしたりすることも可能です。
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コピー保護ポリシーの設定
[ ポリシー ] リストから [ コピー保護 ] を選択すると、仮想マシンが最初にイ
ンストールされた場所からのみ稼動するように設定できます。

パッケージインストーラがインストールした場所からのみ仮想マシンが稼動
するように制約を設けるには、[ この仮想マシンのコピーを防止 ] を選択し
てください。この制約を設定した場合、仮想マシンを新しい場所にコピーし
たり移動したりしても、そこから実行することはできません。
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デバイス接続ポリシーの設定
+記号をクリックして [ デバイスの接続 ] フォルダを開き、デバイスを選択
してから、そのデバイスの接続 /切断をどのユーザーに許可するかを指定し
てください。各仮想マシンに対して、その仮想マシンに実際に構成されてい
るデバイスのみが表示されます。デバイスを追加する場合は、仮想マシン設
定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を使用してください。 

各デバイスに対して、以下のオプションのいずれかを選択できます。

• [ ユーザーなし ] ー エンドユーザーはデバイスを接続 /切断できません。

• [全てのユーザー] ー 全エンドユーザーがデバイスを接続/切断できます。

• [ ユーザーとグループ ] ー Active Directory サービスで定義されている特
定ユーザーあるいは特定グループに所属するメンバーであれば、デバ
イスを接続 /切断できます。リストにユーザーかグループを追加する
には、[追加 ] をクリックしてください。リストから名前を削除するに
は、削除したいユーザーあるいはグループの名前をリストから選択し
て、[削除 ] をクリックしてください。

• [スクリプトを使って決定 ] ー ユーザーのカスタムプラグインを使って、
適用される設定を決定します。 [ 設定 ] をクリックするとダイアログ
ボックスが開きますので、そこからプラグイン スクリプトのファイル
を指定し、スクリプトを実行するためのコマンド ラインを指定してく
ださい。 また、スクリプトが最後まで実行されなかった場合に備えて、
タイムアウトまでの待ち時間を設定することも可能です。詳しい情報
は、「デバイス接続プラグイン (P.272)」をご覧ください。
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ネットワーク検疫ポリシーの設定
ネットワーク検疫ポリシーによって、ネットワークリソースに対するユー
ザーアクセスを柔軟に管理することができます。例えば、以下のことが可能
です。

• 指定したマシンやサブネットへのアクセスのみをユーザーに許可

• ユーザーが最新の仮想マシンを持っていなければ、ネットワークリ
ソースへのアクセスを拒否

• ウイルスの拡散を防ぐために、一時的に仮想マシンのネットワークリ
ソースへのアクセスを封鎖

より詳しい情報は、「ポリシーについて (P.239)」をご覧ください。

[ ネットワーク検疫 ]を選択すると、指定したルールに基づいて、仮想マシ
ンに通常のネットワークアクセスを許可するのか、あるいはアクセスを制限
するのかを管理できます。

ネットワークアクセスを無制限に許可するには、[制限しない - すべての
ネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] を選択してください。

ネットワーク検疫設定を指定するには、[特定のネットワーク及びマシンに
検疫アクセス ] を設定してから、[初期のセットアップ ] ボタンをクリック
して設定を行ってください。ウィザードを使えば、設定を順に実行すること
ができます。後から設定を変更する必要が生じた場合も、このウィザードを
起動して作業を行うことができます。
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1. [ 初期のセットアップ ]をクリックすると、[ オプション ] パネルが表示
されます。

仮想マシンに適用するネットワーク検疫の種類を選択してください。

• [ スタティック検疫 ] ー アクセスを許可する、あるいはアクセスを禁
止するネットワークとマシンのリストを 1つ作成します。リストは
仮想マシンと共に保存され、パッケージの一部として配布されます。
後でリストを変更する必要が生じた場合は、パッケージを更新して、
アップデートをユーザーに配布しなければなりません。このオプ
ションを選択した場合は、これ以降の手順が「スタティック検疫 
(P.96)」に記載されていますので参照してください。

• [ ダイナミック検疫 ] ー アクセスを許可する、あるいはアクセスを禁
止するネットワークとマシンのリストを 1つ作成します。リストは
サーバ上に保存されます。仮想マシンは頻繁にサーバーをチェック
して、リストを参照します。後でリストを変更する必要が生じた場
合は、 サーバ上に保存されているリストをアップデートします。この
オプションを選択した場合は、これ以降の手順が「ダイナミック検
疫 (P.99)」に記載されていますので参照してください。

• [ バージョン別検疫 ] ー アクセスを許可する、あるいはアクセスを禁
止するネットワークとマシンのリストを 2つ作成します。リストの 1
つは最新の仮想マシンに使用され、もう 1つのリストは最新のもの
ではない仮想マシンに使用されます。 リストはサーバ上に保存されま
す。仮想マシンは頻繁にサーバーをチェックして、リストを確認し
ます。VMware ACE は、 アクセスを許可する、あるいはアクセスを禁
止するネットワークとマシンのリストの内、その仮想マシンのバー
ジョンに該当する方を使用します。後でリストやネットワーク検疫
バージョンを変更する必要が生じた場合は、サーバに保存されてい
る情報をアップデートしてください。このオプションを選択した場
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合は、これ以降の手順が「バージョン別検疫 (P.104)」に記載されて
いますので参照してください。

• [ スクリプトを使ったカスタム検疫 ] ー アクセスを許可する、あるい
はアクセスを禁止するネットワークとマシンのリストを 2つ作成し
ます。また、仮想マシンが使用すべきリストを決定するために実行
するスクリプトも指定します。このオプションを選択した場合は、
これ以降の手順が「スクリプトを使ったカスタム検疫 (P.113)」に記
載されていますので参照してください。カスタム検疫スクリプトの
作成方法に関しては、「プラグインのポリシースクリプトの作成 
(P.268)」をご覧ください。

2. 引き続きウィザードの手順を実行していきます。前述のステップで選
択したオプションによって表示されるパネルは異なります。下記の各
項目では、それぞれの手順を解説しています。

スタティック検疫
1. [ アクセス ] パネルが表示されます。

ネットワークアクセスの指定方法を選択してください。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可するネットワークとマシンのホワイトリストを指定
します。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを拒否 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可しないネットワークとマシンのブラックリストを指
定します。

ホワイトリストかブラックリストのいずれかを設定できますが、両方
を同時に設定することはできません。
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2. [ ネットワークとマシン ] パネルが表示されます。

この仮想マシンにアクセスを許可する各ネットワークまたはマシンご
とに、IP アドレスか FQHN（fully qualified host name）を入力してくだ
さい。次に [ 追加 ] をクリックします。

ホスト名を入力した場合は、ウィザードが確認を行って、ホスト名と
IP アドレスの両方をリストに表示します。

単独のマシンを指定する場合は、IP アドレスを入力することも可能で
す。

サブネットを指定する場合は、そのサブネットの最初の IP アドレスを
入力してから [ サブネットマスク ] を選択し、 該当するフィールドに
ドット区切り（dotted-quad）の表記法でマスクを入力してください。

リストの作成が終了したら、[次へ ] をクリックしてください。

3. 許可するネットワークとマシンを指定した場合は、[通常アクセス -ト
ラフィック ] パネルが表示されます。拒否するネットワークとマシンを
指定した場合は、次のステップに進んでください。

このパネルを使えば、[ネットワークとマシン ] パネルで設定したルー
ルによって拒否される種類のネットワークトラフィックを許可するよ
うに、例外を設けることができます。これは、例えば仮想マシンユー
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ザーのアクセスが特定のサブネットに制限されている一方で、ネット
ワーク上のDHCP や DNS サーバがそのサブネットに存在しない場合
に、便利です。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。

• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

[次へ ] をクリックします。

4. [ 要約 ] パネルが表示されます。

このパネルには、ウィザードで指定した設定の概要が表示されます。
正しく設定が行われているか確認してください。

設定を変更したい場合は、[戻る ] をクリックして、変更を行う必要が
あるパネルまで戻ってください。 
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変更する必要がなければ、[完了 ] をクリックしてください。ウィザー
ドが終了して、ポリシーエディタに戻ります。

ダイナミック検疫
1. [ ポリシールックアップ ] パネルが表示されます。

アクセスを許可するネットワーク及びマシンのリストを保存するサー
バの種類を選択してください。VMware ACE は、ここで指定したサーバ
に保存されているリストを参照して 、その仮想マシンに許可される
ネットワークアクセスを決定します。

• [Active Directory] ー ネットワーク検疫ポリシーをActive Directoryサー
バに保存する場合は、このオプションを選択してください。ウィ
ザードが、使用されている Active Directory サーバにこの情報を追加
します。 

注意 : ディレクトリサービスのオプションを使用するには、プロジェ
クト設定エディタで Active Directory ドメインを指定する必要があり
ます。Active Directory ドメインが指定されていない状態で [Active 
Directory] を選択すると、 その時点でドメインの設定を行うかどうか
のオプションがダイアログボックスに表示されます。[ はい ] をク
リックすると、[ポリシードメイン ]ダイアログボックスが現れます。

• [Webサーバ ] ー ネットワーク検疫リストをWebサーバに保存する場
合は、このオプションを選択してください。リストを保存する予定
のファイルのURL を入力してください。URL には、必ずファイル名
も入力してください。ウィザードがプロセスの終わりにファイルを
作成します。

[ アップデートの間隔 ] をクリックすると、ネットワーク検疫ポリシー
が変更されていないかを VMware ACE が確認する頻度を、5分から 1日
の範囲で指定することができます。デフォルト値は 5分毎です。
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2. [ 通常アクセス ] パネルが表示されます。

ネットワークアクセスの指定方法を選択してください。

• [ フルアクセス ] ー 制約を設定しません。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可するネットワークとマシンのホワイトリストを指定
します。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを拒否 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可しないネットワークとマシンのブラックリストを指
定します。

• [ アクセスを拒否 ] ー 全ネットワークアクセスをブロックします。

ホワイトリストかブラックリストのいずれかを設定できますが、両方
を同時に設定することはできません。

3. [ ネットワークとマシン ] パネルが表示されます。

ホワイトリストまたはブラックリストに含めるネットワークまたはマ
シンごとに、IP アドレスか FQHN（fully qualified host name）を入力し
てください。次に [ 追加 ] をクリックします。
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ホスト名を入力した場合は、ウィザードが確認を行って、ホスト名と
IP アドレスの両方をリストに表示します。

単独のマシンを指定する場合は、IP アドレスを入力することも可能で
す。

サブネットを指定する場合は、そのサブネットの最初の IP アドレスを
入力してから [ サブネットマスク ] を選択し、 該当するフィールドに
ドット区切り（dotted-quad）の表記法でマスクを入力してください。

リストの作成が終了したら、[次へ ] をクリックしてください。

4. 許可するネットワークとマシンを指定した場合は、[通常アクセス -ト
ラフィック ] パネルが表示されます。拒否するネットワークとマシンを
指定した場合は、次のステップに進んでください。

このパネルを使えば、[ネットワークとマシン ] パネルで設定したルー
ルによって拒否される種類のネットワークトラフィックを許可するよ
うに、例外を設けることができます。これは、例えば仮想マシンユー
ザーのアクセスが特定のサブネットに制限されている一方で、ネット
ワーク上のDNS サーバがそのサブネットに存在しない場合に、便利で
す。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。

• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。
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• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

[次へ ] をクリックします。

5. [ メッセージ ] パネルが表示されます。

[ ダイナミックネットワーク検疫ポリシーが変更されるとメッセージを
表示 ] を選択した場合、ネットワーク検疫ポリシーが変更された時にエ
ンドユーザーのマシンに表示するメッセージを入力できます。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

6. [ 要約 ] パネルが表示されます。

このパネルには、ウィザードを使って行った設定の概要が表示されま
す。正しく設定が行われているか確認してください。

設定を変更したい場合は、該当するパネルまで戻って必要な変更を
行ってください。
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[ 次へ ] をクリックすると、[ ポリシーを配布 ] パネルに進むことができ
ます。ポリシーを配布せずに、ただ設定したい場合は、[完了 ] をク
リックしてください。

7. [Web サーバ ] を選択した場合は、下記のような [ポリシーを配布 ]パ
ネルが現れます。

ポリシーの変更をキャプチャするには、[このポリシーを配布できるよう
に、ネットワーク検疫ポリシーとして保存します ]を選択してください。
ポリシーファイルのパスとファイル名を入力することも、[参照 ]をク
リックしてファイルの格納場所を検索することも可能です。ポリシー
ファイルをアップデートした場合は、必ずこのパネルに表示されている
URLまでコピーしておいてください。ファイルがWebサーバでアクセス
可能になれば、即座に新しいポリシーが反映されるようになります。

[ 完了 ] をクリックして、ポリシーファイルを保存してください。

[Active Directory] を選択した場合は、次のような [ ポリシーを配布 ] パ
ネルが表示されます。 

[Active Directory サーバにネットワーク検疫ポリシーを配布 ] を選択し
てください。
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[ 完了 ] をクリックすると、ウィザードが新しいポリシーを配布して、
新しいポリシーが即座に反映されるようになります。

バージョン別検疫
仮想マシンのバージョン番号によって、ネットワークへのアクセス制限を変
えることができます。仮想マシンのバージョン番号は、指定したディレクト
リサーバやWebサーバと比べてチェックされます。仮想マシンのバージョ
ン番号が指定した基準と一致する場合、設定したルールに基づいて、ネット
ワークへの通常アクセスが許可されます。仮想マシンのバージョン番号が指
定した基準と一致しない場合、2番目に設定したルールに基づいてアクセス
が制限されます。

1. [ ポリシールックアップ ] パネルが表示されます。

アクセスを許可するネットワーク及びマシンのリストを保存するサー
バの種類を選択してください。VMware ACE は、ここで指定したサーバ
に保存されているリストを参照して 、仮想マシンに許可されている
ネットワークアクセスを決定します。 

• [Active Directory] ー ネットワーク検疫ポリシーをActive Directoryサー
バに保存する場合は、このオプションを選択してください。ウィ
ザードが、使用されている Active Directory サーバにこの情報を追加
します。 

注意 : ディレクトリサービスのオプションを使用するには、プロジェ
クト設定エディタで Active Directory ドメインを指定する必要があり
ます。Active Directory ドメインが指定されていない状態で [Active 
Directory] を選択すると、 その時点でドメインの設定を行うかどうか
のオプションがダイアログボックスに表示されます。[ はい ] をク
リックすると、[ ポリシードメイン ] ダイアログボックスが現れます。

• [Webサーバ ] ー ネットワーク検疫リストをWebサーバに保存する場
合は、このオプションを選択してください。リストを保存する予定
www.vmware.com104



第 5 章  ポリシーの設定および VMware ACE のカスタマイズ
のファイルのURL を入力してください。URL には、必ずファイル名
も入力してください。ウィザードがプロセスの終わりにファイルを
作成します。

[ アップデートの間隔 ] をクリックすると、ネットワーク検疫ポリシー
が変更されていないかを VMware ACE が確認する頻度を、5分から 1日
の範囲で指定することができます。デフォルト値は 5分毎です。

2. [ 通常アクセス ] パネルが表示されます。

ネットワークアクセスの指定方法を選択してください。

• [ フルアクセス ] ー 制約を設定しません。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可するネットワークとマシンのホワイトリストを指定
します。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを拒否 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可しないネットワークとマシンのブラックリストを指
定します。

ホワイトリストかブラックリストのいずれかを設定できますが、両方
を同時に設定することはできません。
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3. ホワイトリストかブラックリストを指定する場合は、[ ネットワークと
マシン ] パネルが表示されます。

この仮想マシンに通常アクセスの資格がある場合にホワイトリストか
ブラックリストに含める各ネットワークまたはマシンに対して、IP ア
ドレスか FQHN（fully qualified host name）を入力してください。次に
[追加 ] をクリックします。

ホスト名を入力した場合は、ウィザードが確認を行って、ホスト名と
IP アドレスの両方をリストに表示します。

単独のマシンを指定する場合は、IP アドレスを入力することも可能で
す。

サブネットを指定する場合は、そのサブネットの最初の IP アドレスを
入力してから [ サブネットマスク ] を選択し、 該当するフィールドに
ドット区切り（dotted-quad）の表記法でマスクを入力してください。

リストの作成が終了したら、[次へ ] をクリックしてください。
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4. 許可するネットワークとマシンを指定した場合は、[通常アクセス -ト
ラフィック ] パネルが表示されます。拒否するネットワークとマシンを
指定した場合は、次のステップに進んでください。

このパネルを使えば、[ネットワークとマシン ] パネルで設定したルー
ルによって拒否される種類のネットワークトラフィックを許可するよ
うに、例外を設けることができます。これは、例えば仮想マシンユー
ザーのアクセスが特定のサブネットに制限されている一方で、ネット
ワーク上のDNS サーバがそのサブネットに存在しない場合に、便利で
す。ここで行う設定は、通常アクセスの資格がある仮想マシン向けの
ものです。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。

• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

[次へ ] をクリックします。
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5. [ 制限付きアクセス ] パネルが表示されます。

ネットワークアクセスの指定方法を選択してください。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可するネットワークとマシンのホワイトリストを指定
します。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを拒否 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可しないネットワークとマシンのブラックリストを指
定します。

• [ アクセスを拒否 ] ー 全ネットワークアクセスをブロックします。

ホワイトリストかブラックリストのいずれかを設定できますが、両方
を同時に設定することはできません。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

6. [ ネットワークとマシン ] パネルが再び表示されます。

この仮想マシンに通常アクセスの資格がない場合にアクセスを許可す
る各ネットワークまたはマシンに対して、IP アドレスか FQHN（fully 
qualified host name）を入力してください。次に [追加 ] をクリックし
ます。
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ホスト名を入力した場合は、ウィザードが確認を行って、ホスト名と
IP アドレスの両方をリストに表示します。

単独のマシンを指定する場合は、IP アドレスを入力することも可能で
す。

サブネットを指定する場合は、そのサブネットの最初の IP アドレスを
入力してから [ サブネットマスク ] を選択し、 該当するフィールドに
ドット区切り（dotted-quad）の表記法でマスクを入力してください。

リストの作成が終了したら、[次へ ] をクリックしてください。

7. 許可するネットワークとマシンを指定した場合は、[制限付きアクセス
- トラフィック ] パネルが表示されます。拒否するネットワークとマシ
ンを指定した場合は、次のステップに進んでください。

このパネルを使えば、[ネットワークとマシン ] パネルで設定したルー
ルによって拒否される種類のネットワークトラフィックを許可するよ
うに、例外を設けることができます。これは、例えば仮想マシンユー
ザーのアクセスが特定のサブネットに制限されている一方で、ネット
ワーク上のDNS サーバがそのサブネットに存在しない場合に、便利で
す。ここで行う設定は、通常アクセスの資格がない仮想マシン向けの
ものです。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。
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• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

[次へ ] をクリックします。

8. [ バージョンの管理 ] パネルが表示されます。

この仮想マシンの初期バージョンの名前を変更したり、説明を追加した
りするには、リストから該当するバージョンを選択して [プロパティ ]
をクリックします。 

初期バージョンが通常アクセスを許可された状態で表示されますが、
この仮想マシンはまだ配信されていないため、名前がグレー表示され
ています。

この仮想マシンを後でアップデートした場合は、このパネルに戻って、
通常アクセスを許可するバージョンとアクセスを制限するバージョン
とを指定し直すことが可能です。

[次へ ] をクリックして、先に進んでください。 
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9. [ メッセージ ] パネルが表示されます。

このパネルには、仮想マシンのアクセスが制限されている場合に、エ
ンドユーザーのマシンに表示するカスタムメッセージを入力すること
ができます。

[ アップデートが存在する場合はメッセージを表示 ]を選択した場合は、
通常アクセスを許可されている仮想マシンであっても、より新しい
バージョンが存在する場合に、エンドユーザーに表示するメッセージ
を入力できます。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

10. [ 要約 ] パネルが表示されます。

このパネルには、ウィザードを使って行った設定の概要が表示されま
す。正しく設定が行われているか確認してください。

設定を変更したい場合は、該当するパネルまで戻って必要な変更を
行ってください。

[ 次へ ] をクリックすると、[ ポリシーを配布 ] パネルに進むことができ
ます。ポリシーを配布せずに、ただ設定したい場合は、[完了 ] をク
リックしてください。
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11. [Web サーバ ] を選択した場合は、次のような [ポリシーを配布 ]パネ
ルが表示されます。

ポリシーの変更をキャプチャするには、[このポリシーを配布できるよう
に、ネットワーク検疫ポリシーとして保存します ]を選択してください。
ポリシーファイルのパスとファイル名を入力することも、[参照 ]をク
リックしてファイルの格納場所を検索することも可能です。ポリシー
ファイルをアップデートしたら、必ずこのパネルに表示されているURL
までコピーしておいてください。ファイルがWebサーバでアクセス可
能になれば、即座に新しいポリシーが反映されるようになります。

[ 完了 ] をクリックして、ポリシーファイルを保存してください。

[Active Directory] を選択した場合は、次のような [ ポリシーを配布 ] パ
ネルが表示されます。 

[Active Directory サーバにネットワーク検疫ポリシーを配布 ] を選択し
てください。

[ 完了 ] をクリックすると、ウィザードが新しいポリシーを配布して、
新しいポリシーが即座に反映されるようになります。
www.vmware.com112



第 5 章  ポリシーの設定および VMware ACE のカスタマイズ
スクリプトを使ったカスタム検疫
仮想マシンに通常ネットワークアクセスを許可するのか、ネットワークアク
セスを制限するのかを決定するカスタマイズされたプラグインスクリプトに
基づいて、ネットワークのアクセス制限が決定されます。プラグイン作成の
詳細は、「プラグインのポリシースクリプトの作成 (P.268)」をご覧ください。

1. [ カスタム検疫スクリプト ]パネルが表示されます。

[設定 ] をクリックして、使用したいプラグインを指定します。

2. [ カスタムスクリプトの設定 ]ダイアログボックスが表示されます。 

使用するスクリプトファイルへのパスを入力するか、[参照 ] をクリッ
クしてファイルを指定してください。スクリプトは、使用中のプロ
ジェクト向けのプロジェクトフォルダ内にある Project Resources

フォルダに存在するはずです。

[コマンドライン ]フィールドにコマンドラインが表示されますので、
必要に応じて変更を加えてください。

必要があれば、タイムアウトまでの待ち時間を指定することも可能で
す。スクリプトが待ち時間以内に完了しなかった場合は、VMware ACE
がそのスクリプトを強制終了します。
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[OK] をクリックしてから、[ 次へ ] をクリックしてください。

3. [ ポリシールックアップ ] パネルが表示されます。

ネットワーク検疫ポリシーを保存するサーバの種類を選択してくださ
い。VMware ACE は、ここで指定したサーバに保存されているリストを
参照して 、仮想マシンに許可されているネットワークアクセスを決定
します。 

• [Active Directory] ー ネットワーク検疫ポリシーをActive Directoryサー
バに保存する場合は、このオプションを選択してください。ウィ
ザードが、使用されている Active Directory サーバにこの情報を追加
します。 

注意 : ディレクトリサービスのオプションを使用するには、プロジェ
クト設定エディタで Active Directory ドメインを指定する必要があり
ます。Active Directory ドメインが指定されていない状態で [Active 
Directory] を選択すると、 その時点でドメインの設定を行うかどうか
のオプションがダイアログボックスに表示されます。[ はい ] をク
リックすると、[ ポリシードメイン ] ダイアログボックスが現れます。

• [Webサーバ ] ー ネットワーク検疫リストをWebサーバに保存する場
合は、このオプションを選択してください。リストを保存する予定
のファイルのURL を入力してください。URL には、必ずファイル名
も入力してください。ウィザードがプロセスの終わりにファイルを
作成します。

• [ スタティック ] ー ネットワーク検疫ポリシーの設定を仮想マシンに
保存する場合は、このオプションを選択してください。後で変更を
行う必要が生じた場合、パッケージをアップデートしてから、その
アップデートをユーザーに再配布する必要があります。 
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[ アップデートの間隔 ] をクリックすると、ネットワーク検疫ポリシー
が変更されていないかを VMware ACE が確認する頻度を、5分から 1日
の範囲で指定することができます。デフォルト値は 5分毎です。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

4. [ 通常アクセス ] パネルが表示されます。

ネットワークアクセスの指定方法を選択してください。

• [ フルアクセス ] ー 制約を設定しません。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可するネットワークとマシンのホワイトリストを指定
します。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを拒否 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可しないネットワークとマシンのブラックリストを指
定します。

ホワイトリストかブラックリストのいずれかを設定できますが、両方
を同時に設定することはできません。
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5. [ ネットワークとマシン ] パネルが表示されます。

この仮想マシンに通常アクセスの資格がある場合にアクセスを許可す
るネットワークまたはマシンごとに、IP アドレスか FQHN（fully 
qualified host name）を入力してください。次に [追加 ] をクリックし
ます。

ホスト名を入力した場合は、ウィザードが確認を行って、ホスト名と
IP アドレスの両方をリストに表示します。

単独のマシンを指定する場合は、IP アドレスを入力することも可能で
す。

サブネットを指定する場合は、そのサブネットの最初の IP アドレスを
入力してから [ サブネットマスク ] を選択し、 該当するフィールドに
ドット区切り（dotted-quad）の表記法でマスクを入力してください。

リストの作成が終了したら、[次へ ] をクリックしてください。

6. 許可するネットワークとマシンを指定した場合は、[通常アクセス -ト
ラフィック ] パネルが表示されます。拒否するネットワークとマシンを
指定した場合は、次のステップに進んでください。

このパネルを使えば、[ ネットワークとマシン ] パネルで設定したルー
ルによって拒否される種類のネットワークトラフィックを許可するよ
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うに、例外を設けることができます。これは、例えば仮想マシンユー
ザーのアクセスが特定のサブネットに制限されている一方で、ネット
ワーク上のDNS サーバがそのサブネットに存在しない場合に、便利で
す。ここで行う設定は、通常アクセスの資格がある仮想マシン向けの
ものです。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。

• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

[次へ ] をクリックします。

7. [ 制限つきアクセス ]パネルが表示されます。

ネットワークアクセスの指定方法を選択してください。
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• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを許可 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可するネットワークとマシンのホワイトリストを指定
します。

• [ 指定したネットワーク及びマシンへのアクセスを拒否 ] ー 仮想マシ
ンに通信を許可しないネットワークとマシンのブラックリストを指
定します。

• [ アクセスを拒否 ] ー 全ネットワークアクセスをブロックします。

ホワイトリストかブラックリストのいずれかを設定できますが、両方
を同時に設定することはできません。

[次へ ] をクリックして先に進みます。

8. [ ネットワークとマシン ] パネルが再び表示されます。

この仮想マシンに通常アクセスの資格がない場合にアクセスを許可す
る各ネットワークまたはマシンに対して、IP アドレスか FQHN（fully 
qualified host name）を入力してください。次に [追加 ] をクリックし
ます。

ホスト名を入力した場合は、ウィザードが確認を行って、ホスト名と
IP アドレスの両方をリストに表示します。

単独のマシンを指定する場合は、IP アドレスを入力することも可能で
す。

サブネットを指定する場合は、そのサブネットの最初の IP アドレスを
入力してから [ サブネットマスク ] を選択し、 該当するフィールドに
ドット区切り（dotted-quad）の表記法でマスクを入力してください。

リストの作成が終了したら、[次へ ] をクリックしてください。
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9. 許可するネットワークとマシンを指定した場合は、[制限付きアクセス
- トラフィック ] パネルが表示されます。拒否するネットワークとマシ
ンを指定した場合は、次のステップに進んでください。

このパネルを使えば、[ネットワーク及びマシン ] パネルで設定した
ルールによって拒否される種類のネットワークトラフィックを許可す
るように、例外を設けることができます。これは、例えば仮想マシン
ユーザーのアクセスが特定のサブネットに制限されている一方で、
ネットワーク上のDNS サーバがそのサブネットに存在しない場合に、
便利です。ここで行う設定は、通常アクセスの資格がない仮想マシン
向けのものです。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。

• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

[次へ ] をクリックします。
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10. [ メッセージ ] パネルが表示されます。

この仮想マシンのアクセスが制限されている時にエンドユーザーのマ
シンに表示するメッセージを入力してください。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

11. [ 要約 ] パネルが表示されます。

このパネルには、ウィザードを使って行った設定の概要が表示されま
す。正しく設定が行われているか確認してください。

設定を変更したい場合は、該当するパネルまで戻って必要な変更を
行ってください。

[ 次へ ] をクリックすると、[ ポリシーを配布 ] パネルに進むことができ
ます。ポリシーを配布せずに、ただ設定したい場合は、[完了 ] をク
リックしてください。
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12. [Web サーバ ] を選択した場合は、次のような [ポリシーを配布 ]パネ
ルが表示されます。

ポリシーの変更をキャプチャするには、[このポリシーを配布できるよう
に、ネットワーク検疫ポリシーとして保存します ]を選択してください。
ポリシーファイルのパスとファイル名を入力しても、[参照 ]をクリック
してファイルの格納場所を検索することも可能です。アップデートされ
たポリシーファイルを、必ずこのパネルに表示されているURLまでコ
ピーしておいてください。ファイルがWebサーバでアクセス可能にな
れば、即座に新しいポリシーが反映されるようになります。

[ 完了 ] をクリックして、ポリシーファイルを保存してください。

[Active Directory] を選択した場合は、次のような [ ポリシーを配布 ] パ
ネルが表示されます。 

[Active Directory サーバにネットワーク検疫ポリシーを配布 ] を選択し
てください。

[ 完了 ] をクリックすると、ウィザードが新しいポリシーを配布して、
新しいポリシーが即座に反映されるようになります。
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仮想マシンの構成とソフトウェアの
インストール
プロジェクトの準備を完了する前に、全仮想マシンの構成をチェックして、 
各仮想マシンに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
トールされているか確認してください。

仮想マシンの構成を確認
プロジェクトリストから仮想マシンを選択すると、その仮想マシンの概要が
画面に表示されます。

デバイス
[ デバイス ] リストには、その仮想マシンに構成されているデバイスの概要
と各デバイスの基本設定が表示されます。リストには、仮想マシンのメモリ
と、ハードディスク、 CD-ROMドライブ、フロッピーディスク、イーサネッ
トアダプタ、USB コントローラやオーディオデバイス等の仮想デバイスが含
まれます。 

既存デバイスの設定を変更するには、該当するデバイス名をダブルクリック
してから、必要な変更を行ってください。

デバイスを追加するには、コマンドリストの [ 仮想マシン設定の編集 ]をク
リックしてから、[追加 ] をクリックし、後はウィザードの指示に従って作
業を行ってください。
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注意 : 今回のリリースでは、フロッピーディスクや CD-ROMドライブと
いったハードウェアを使用するように仮想マシンを構成した場合、ホストコ
ンピュータに該当するハードウェアが存在しなければ、トラブルが発生する
ことがあります。こ仮想マシンを実行予定のコンピュータに、構成した仮想
デバイスをサポートするのに必要な物理デバイス（CD-ROMドライブ、フ
ロッピーディスク、イーサネットアダプタ、USB コンロローラ、オーディオ
デバイス等）が存在することを確認しておいてください。

ポリシー
ポリシーリストには、この仮想マシンに設定されているポリシーの概要が表
示されます。

仮想マシン向けのポリシーを変更するには、コマンドリストの [ 仮想マシン
ポリシーを編集 ] をクリックしてから、設定に必要な変更を加えてくださ
い。

メモ
この仮想マシンに関する説明を追加するには、[ メモ ] フィールドの内側を
クリックしてから、メモを入力してください。メモは、仮想マシンの構成と
共に保存されます。

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
仮想マシンをエンドユーザーに配布する前に、必要なオペレーティングシス
テムとソフトウェアを必ずインストールしておいてください。

仮想マシンを新規作成してからプロジェクトに追加した場合は、その仮想マ
シンにゲストOSをインストールしなければなりません。ここでは、
Windows XP ゲスト OSをインストール CDからインストールする手順を例
にとって説明していきます。全対応ゲストOSのインストールに関する注記
は、「ゲストOSインストールガイド」をご覧ください。このドキュメント
は、弊社Web サイトかヘルプメニューから参照いただけます。 

既存の仮想マシンを追加した場合は、既にゲストOSがインストールされて
いる可能性があります。その場合、ゲストOSに適切なアップデートが適用
されているか確認してください。

Windows の仮想マシンを複数のユーザーに配布する場合は、物理コン
ピュータのクローンを大規模に展開する場合と同様に、ゲストOSに
Sysprep をセットアップする必要があります。 Sysprep は、次回起動時にオ
ペレーティングシステムの再構成を行う特別なソフトウェアをインストール
して、オペレーティングシステムを展開するための準備を行います。 
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ゲストOSのインストール
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て、ゲスト OS をインストールしなければなりま
せん。オペレーティングシステムのインストールプログラムが、パーティ
ショニングやフォーマットを実行してくれることもあります。 

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、VMware ACE 仮想マシンにインストールできます。一般的なOS
の基本的なインストール手順は次の通りです。

1. VMware ACE を起動します。

2. ゲストOSのインストール CD-ROMまたはフロッピーディスクを挿入
します。

注意 : ホストの構成によっては、仮想マシンがインストール CD-ROM
から起動できない場合があります。この場合、インストール 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を使って、作成した ISO イメージファ
イルに仮想マシンの CDドライブを接続してから、仮想マシンをパワー
オンしてください。

3. [ パワーオン ] ボタンをクリックして、仮想マシンをオンにします。

4. 後は OSベンダの指示に従ってください

Windows XP のインストール
以下は、Windows XP をゲストOSとしてインストールする際の手順です。

1. CD-ROMドライブにWindows XP CD を挿入してください。

注意 : ネットワーク接続を利用して、ゲストOSを PXE サーバを使って
インストールする予定であれば、そのオペレーティングシステム用の
インストールメディアは必要ありません。次のステップで仮想マシン
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。

2. 仮想マシンをオンにして、Windows XP のインストールを開始します。

3. 実際のマシンの場合と同様の手順で、Windows XP をインストールして
ください。

4. ゲストOSに VMware Tools をインストールします。

注意 : ゲストOSには、必ず VMware Tools をインストールしてくださ
い。VMware ACE の主要機能の多くが、VMware Tools パッケージに
よって提供されます。
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Windows、Linux、FreeBSD 及び NetWare ゲスト OS向け VMware Tools のイ
ンストーラは、VMware ACE Manager に ISO イメージファイルとしてビルト
インされています。

Windows 向けの VMware Tools は、Windows 95、Windows 98、Windows 
Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003
及び Longhorn ゲスト OSに対応しています。

Windows ゲスト OS に VMware Tools をインストール
VMware Tools インストールの具体的な手順は、実行するWindows のバー
ジョンによって異なります。ここでは、Windows XP ゲストに VMware Tools
をインストールする場合の手順を説明します。最近のWindows のバージョ
ンでは自動的に行われる作業でも、Windows 9x や Windows NT 上では手作
業で行わなければならないことがあります。

注意 : Windows ホストで VMware ACE Manager 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、IDE または SCSI 
CD-ROMドライブとして構成されていなければなりません。Generic SCSI デ
バイスとして構成することはできません。

1. 仮想マシンをオンにします。

2. VMware Tools をインストールできるように仮想マシンの準備を行いま
す。

[VM] - [VMware Tools インストール ] を選択してください。

残りの作業は、すべて仮想マシン内で行います。

注意 : Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003
または Longhorn ゲスト OS に VMware Tools をインストールするには、
Administrator としてログインする必要があります。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。

3. ゲストOSで自動再生機能が有効になっている場合（Windows オペ
レーティングシステムではデフォルト設定です）、数秒後に、VMware 
Tools をインストール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。[はい ] をクリックして InstallShield ウィザードを起動しま
す。

自動再生機能がオフになっている場合、ダイアログボックスは自動的
に表示されません。その場合は、VMware Tools インストーラを起動し
てください。[スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、D:
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￥setup￥setup.exe と入力します。ここで、D:は最初の仮想 CD-
ROMドライブを指します。

注意 : VMware Tools のインストールに実際の CD-ROMは必要ありませ
ん。また、CD-ROMイメージをダウンロードしたり、イメージファイ
ルを物理 CD-ROMに焼き付けたりする必要もありません。VMware ACE
ソフトウェアには ゲストOS に CD-ROMとして認識される ISO イメー
ジが含まれており、これはWindows エクスプローラにも CD-ROMと
して認識されます。このイメージには、ゲストOSに VMware Tools を
インストールするために必要なファイルがすべて格納されています。
VMware Tools のインストールが完了すると、CD-ROMドライブは、こ
のイメージファイルを認識しなくなります。

4. 後は画面の指示に従ってください。

注意 : インストール中に、「デジタル署名が見つかりません」といった
ダイアログボックスが表示されることがあります。このメッセージは
無視しても構いません。ボタンをクリックしてドライバのインストー
ルを続けてください。

5. Windows Server 2003、Windows Me、Windows 98 SE および Windows 
98 がゲストの場合、SVGA ドライバが自動的にインストールされ、ゲス
トOSは再起動後にそれを使用するようになります。 Windows 2000 と
Windows XP がゲストの場合、 ゲストOSを再起動しなくても新しいド
ライバを使用することができます。

Linux ゲスト OS に VMware Tools をインストール
1. 仮想マシンをオンにします。

2. VMware Tools をインストールできるように仮想マシンの準備を行いま
す。

[VM] - [VMware Tools インストール ] を選択してください。

残りの作業は、すべて仮想マシン内で行います。

3. VMware Tools はテキストモードか、Xウィンドウセッションのターミ
ナルからインストールできます。

4. root の権限で（su -）VMware Tools 仮想 CD-ROMイメージをマウン
トします。次にワーキングディレクトリ（例えば /tmp）に移動し、イ
ンストーラを解凍してから、CD-ROMイメージのマウントを解除しま
す。

注意 : VMware Tools のインストールに実際の CD-ROMは必要ありませ
ん。また、CD-ROMイメージをダウンロードしたり、イメージファイ
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ルを物理 CD-ROMに焼き付けたりする必要もありません。VMware ACE
ソフトウェアには ゲストOS に CD-ROMとして認識される ISO イメー
ジが含まれています。このイメージには、ゲストOSに VMware Tools
をインストールするために必要なファイルがすべて格納されています。 

注意 : 一部の Linux ディストリビューションは、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、ご使用のディストリ
ビューションの規約を反映するように次のコマンドに変更を加えてく
ださい。
mount /dev/cdrom /mnt

cd /tmp

tar zxf /mnt/vmware-linux-tools.tar.gz

umount /mnt 

5. VMware Tools インストーラを実行します。
cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

インストーラがパネルにいくつか質問を表示しますので、回答してく
ださい。構成プログラムを実行するかどうかを尋ねてきますので、必
ず [ はい ] と答えてください。

6. root のアカウントからログアウトします。
exit

7. まだ実行されていない場合は、Xとグラフィック環境を起動します。 

注意 : この仮想マシンに初めて VMware Tools をインストールする際
は、VMware Tools パッケージでグラフィックス及びマウス機能を有効
にするために、Xを再起動しなければなりません。

8. X ターミナルで、VMware Tools アプリケーションをバックグランドで
実行します。
vmware-toolbox & 

注意 : VMware Tools は、root でも一般のユーザーとしても実行するこ
とができますが、仮想ディスクの圧縮を行うには、root (su) の権限が
必要です。

Linux ゲスト OS で VMware Tools を自動的に起動
X サーバをスタートすると VMware Tools が起動するようにゲストOSを設
定することができます。このような設定を行う手順は、ご使用の Linux ディ
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ストリビューションや実行中のデスクトップ環境によって異なります。使用
しているOSに付属のドキュメントで手順を確認してください。 

例えば、 GNOME を使用する Red Hat Linux 7.1 ゲストでは、次の手順に従っ
てください。

1. GNOME Control Center の [Startup Programs] パネルを開きます。

[Main Menu( 画面左下の足のアイコンをクリックしてください )] - 
[Programs] - [Settings] - [Session] - [Startup Programs]

2. [Add] をクリックします。

3. [Startup Command] フィールドに vmware-toolboxと入力します。

4. [OK] をクリックし、再び [OK] をクリックしたら、GNOME Control 
Center を終了します。

次回 Xを起動すると、VMware Tools が自動的にスタートします。

FreeBSD ゲスト OS に VMware Tools をインストール
1. 仮想マシンをオンにします。

2. VMware Tools をインストールできるように仮想マシンの準備を行いま
す。

[VM] - [VMware Tools インストール ] を選択してください。

ここからの作業は、ホストではなく仮想マシン内で行います。

3. VMware Tools はテキストモードか、Xウィンドウセッションのターミ
ナルからインストールできます。

4. root の権限で（su -）、VMware Tools 仮想 CD-ROMイメージをマウン
トします。次に作業中のディレクトリ（例えば /tmp）に移動し、イン
ストーラを解凍してから、CD-ROMイメージのマウントを解除します。

注意 : VMware Tools のインストールに実際の CD-ROMは必要ありませ
ん。また、CD-ROMイメージをダウンロードしたり、イメージファイ
ルを物理 CD-ROMに焼き付けたりする必要もありません。VMware ACE
ソフトウェアには ゲストOS に CD-ROMとして認識される ISO イメー
ジが含まれています。このイメージには、ゲストOSに VMware Tools
をインストールするために必要なファイルがすべて格納されています。
mount /cdrom 

cd /tmp

tar zxf /cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz

umount /cdrom 
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5. VMware Tools のインストーラを実行します。
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

6. root のアカウントからログアウトします。
exit

7. まだ実行されていない場合は、Xとグラフィック環境を起動します。 

注意 : この仮想マシンに初めて VMware Tools をインストールする際
は、VMware Tools パッケージでグラフィックス及びマウス機能を有効
にするために、Xを再起動しなければなりません。

8. X ターミナルで、VMware Tools アプリケーションをバックグランドで
実行します。
vmware-toolbox & 

注意 : VMware Tools は、root でも一般のユーザーとしても実行するこ
とができますが、仮想ディスクの圧縮を行うには root (su -) の権限が
必要です。

注意 : FreeBSD 4.5 ゲストでは、VMware Tools のインストール後にゲスト
OSを再起動させるか、ゲストのコマンドラインから VMware Tools をス
タートさせても、VMware Tools がスタートしないことがあります。代わり
に次のエラーメッセージが表示されます。

Shared object 'libc.so.3' not found.

これは必要なライブラリがインストールされていないためです。FreeBSD 
4.5 を完全にインストールした場合にはこの問題は生じませんが、最低限の
インストールしか行っていない場合は、問題が発生します。ライブラリの欠
如の問題を修正するには、次の作業を行ってください。

1. FreeBSD 4.5 インストール CDを挿入しマウントするか、ISO イメージ
ファイルにアクセスします。

2. ディレクトリを移動し、インストールスクリプトを実行します。
cd /cdrom/compat3x
./install.sh

NetWare ゲスト OS に VMware Tools をインストール
1. マシンをオンにします。

2. VMware Tools をインストールできるように仮想マシンの準備を行いま
す。

[VM] - [VMware Tools インストール ] を選択してください。
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ここからの作業は仮想マシン内で行います。 

3. CD-ROMデバイスが ISO イメージをボリュームとしてマウントするよ
うに CD-ROMドライバを読み込みます。次のいずれかを実行してくだ
さい。

• NetWare 6.5 仮想マシンのシステムコンソールに、次のように入力し
ます。
LOAD CDDVD

• NetWare 6.0 または NetWare 5.1 仮想マシンのシステムコンソールに、
次のように入力します。
LOAD CD9660.NSS

4. ドライバの読み込みが完了したら、システムコンソールに次のように
入力して VMware Tools のインストールを開始します。
vmwtools:\setup.ncf

インストールが終了すると、「VMware Tools for NetWare are 
now running」というメッセージが Logger 画面 （NetWare 6.5 及び 
NetWare 6.0 ゲスト）か Console 画面 （NetWare 5.1 ゲスト）に表示さ
れます。

5. システムコンソールに次のように入力して、ゲストOSを再起動させま
す。
restart server

VMware Tools の構成
ここでは、Windows XP ゲストOSで利用できるオプションを紹介します。
他のオペレーティングシステムの VMware Tools でも同様の構成オプション
を利用することができます。

VMware Tools が稼動している場合、ゲストOS のシステムトレイに VMware
ボックスロゴのアイコンがデフォルトで表示されます。このアイコンを表示
したくない場合は、[ オプション ] タブで設定を変更してください。

VMware Tools のコントロールパネルを表示するには、システムトレイにあ
る VMware Tools のアイコンをダブルクリックします。
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システムトレイに VMware Tools のアイコンが表示されていない場合は、
[スタート ] - [ コントロールパネル ] を選択し、VMware Tools アイコンを探
して、それをダブルクリックしてください。

[オプション ] タブには [ その他のオプション ]が表示されます。

• 仮想マシンとホスト オペレーティング システムの時刻同期を有効にする

注意 : ゲストOSのホストOSへの時刻の同期は、ゲストOS の時刻が
ホストOSより遅れている場合にのみ可能です。

状況によっては、この項目が選択されていなくても、仮想マシンのホ
ストOSへの時刻同期化が起こります。時刻同期化を完全に無効にした
い場合は、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、以下のオプションを FALSEに設定してください。

tools.syncTime
tools.synchronize.restore
time.synchronize.resume.disk
time.synchronize.continue
time.synchronize.shrink

• VMware Tools をタスクバーに表示

[スクリプト ] タブでは（Windows ゲストでのみ利用できます）、[ サスペン
ド ]、[ レジューム ]、[ パワーオン ]、[ パワーオフ ] ボタンに関連付けられ
たスクリプトを有効 /無効にしたり、実行したりすることができます。
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仮想マシンがDHCP を使用するように構成されていれば、仮想マシンのサス
ペンド時にスクリプトを実行して仮想マシンの IP アドレスを解放すること
ができます。また、仮想マシンをレジュームする際に、仮想マシンの IP ア
ドレスを取得するスクリプトを実行することもできます。

このようなスクリプトを上記以外のタイミングで実行するには、ドロップダ
ウンメニューから実行したいスクリプトを選択し、[今すぐ実行 ] をクリッ
クします。

スクリプトをすべて無効にするには、[ スクリプトの使用 ] の選択を解除し
ます。

注意 : Windows 95、NetWare、FreeBSD がゲストの場合、スクリプトは実
行できません。

注意 : Windows NT およびWindows Me がゲストの場合、IP アドレスを解
放、取得するスクリプトは実行できません。

[共有フォルダ ] タブでは、共有フォルダの検索情報を提供しています。

詳しくは「VMware ACE Manager で共有フォルダを使用 (P.43)」を参照して
ください。

[仮想ディスク圧縮 ] タブでは、仮想ディスクの未使用領域を解放するとき
に必要な管理機能にアクセスできます。
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一部の構成では、仮想ディスクを圧縮することができません。そのような構
成の仮想マシンを使用している場合、[仮想ディスク圧縮 ]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。 

システムコンソールを利用してNetWare ゲストで VMware Tools を構成 
NetWare 仮想マシンの VMware Tools が提供する特定の仮想マシンオプショ
ン（時刻同期、CPUのアイドリング、デバイス構成等）は、システムコン
ソールを利用して設定することが可能です。VMware Tools のコマンドライ
ンプログラムは vmwtoolです。このコマンドに関連したオプションを 表示
するには、システムコンソールに次のように入力してください。
vmwtool help

次の表の各コマンドは、システムコンソールから、VMware Tools コマンド
（vmwtool）の後に下記のフォーマットで入力してください。
vmwtool <command>

vmwtool コマンド 定義

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

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

shrink <partition> 指定したパーティションを圧縮。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
スクの全パーティションが圧縮されます。
圧縮プロセスのステータスは、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。
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、FDが含まれます。

disabledevice <device 

name> 
指定したデバイスを仮想マシン内で無効化。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
マシンの全取外し可能デバイスが無効になります。

enabledevice <device 

name>
指定したデバイスを仮想マシン内で有効化。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
マシンの全取外し可能デバイスが有効になります。
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アプリケーションソフトウェアのインストール
仮想マシンにアプリケーション ソフトウェアをインストールして配布する
予定であれば、正しいソフトウェアがインストールされているか確認してく
ださい。

アプリケーション ソフトウェアは、実際のコンピュータで作業を行う場合
と同じ要領で、例えば CDやネットワークサーバ上のインストーラファイル
を使って、仮想マシンにインストールすることができます。

ネットワーク上のファイルからインストールする場合は、インストーラ 
ファイルを検索するために、仮想マシンのネットワーク構成やゲストOS の
ネットワーク設定を変更する必要があるかもしれません。その場合、アプリ
ケーション ソフトウェアのインストール後に、必要に応じて必ず設定を再
構成してください。

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ステータスが
表示されます。
ゲストOSのホストOS への時刻の同期は、ゲスト
OS の時刻がホストOS より遅れている場合にのみ可
能です。 

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、OS 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。このため、アイドルプログラムが必要となりま
す。

vmwtool コマンド 定義
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VMware ACE インターフェイスの
カスタマイズ
VMware ACE ユーザーインターフェイスの一部（タイトルバーに表示される
テキスト、インターフェイスでの取外し可能デバイスの表示方法など）をカ
スタマイズすることが可能です。

このようにカスタマイズされた設定はテキストファイルに保存します。この
テキストファイル（スキンファイル）は、プロジェクトフォルダ内の
preferences.iniファイルに行を追加して特定します。

スキンファイルの作成と指定
スキンファイルの各行は下記の形式で記述されます。

parameter = "value"

スキンファイルの行をコメントアウトするには、行頭に井桁（#）記号を挿
入してください。

使用するパラメータや使用可能な値、デフォルト値は、次ページ以降の表に
記載されています。

スキンファイルは、どのような名前で保存しても構いません。ただし、保存
先として、スキンファイルを適用するプロジェクト向けのプロジェクトフォ
ルダにある Project Resourcesフォルダを使用してください。

1. テキストエディタを使って、プロジェクトフォルダ内の
preferences.iniファイルを開き、以下の行を挿入してください。 

vmplayer.skin = "<filename>"

スキンファイルがプロジェクトフォルダにない場合は、ファイルまで
の完全なパスを記述してください。

2. preferences.iniを保存します。

VMware ACE アイコンのカスタマイズ
VMware ACE のアプリケーションアイコンには、大きなサイズのものと小さ
なサイズのものがあります。大きなアイコンは、アプリケーション切替イン
ターフェイス（<Alt>-<Tab> キーを押すと表示されます）に使用されてい
ます。大きなアイコンのサイズは通常 32x32 ピクセルですが、システム環
境設定でアイコンサイズに指定されたサイズが使用されます。小さなアイコ
ン（16x16）は VMware ACE のタイトルバーやWindows タスクバーの
VMware ACE 向けボタンに使用されます。
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上記の目的で使用されるアイコンは .icoフォーマットのものでなければな
らず、スキンファイルの次のオプションで指定されます。

player.iconSmall = "<filename>"
player.iconLarge = "<filename>"

1 個の .icoファイルに異なるサイズの複数のアイコンを含めることが可能
です。また、同じ .icoファイルを player.iconSmallと
player.iconLargeに指定することもできます。VMware ACE が、各用途
に応じて、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をカスタマイズ
VMware ACE タイトルバーに表示されるテキストを指定することが可能で
す。また、テキストの表示に使用するフォント及びフォントサイズも指定可
能です。

タイトルバーに表示されるテキストは、3つの部分（プレフィックス、仮想
マシン名、及びサフィックス）から構成されます。下記の表に一覧表示され
ているパラメータを使えば、プレフィックスやサフィックスを設定したり、
プレフィックスまたはサフィックス、あるいはその両方を削除したりするこ
とができます。また、仮想マシン名を挿入するか、削除するかを指定するこ
とも可能です。

全値にデフォルトをそのまま使用すると、タイトルバーには、仮想マシン名
のみがMS Shell Dlg フォントを使って、32ポイントで表示されます。

パラメータ 種類 デフォルト
値

対象

player.title.prefix ストリング "" タイトルバーのプレ
フィックス

player.title.useVMName ブール値
(TRUE または
FALSE)

TRUE 仮想マシン名の表示
の有無

player.title.suffix ストリング "" タイトルバーの
サフィックス

player.title.font.face ストリング "MS Shell 
Dlg"

フォント名（エンド
ユーザーのコン
ピュータで利用でき
るフォントのみ）

player.title.font.size 整数 32 テキストのポイント
サイズ
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取外しデバイスの表示方法をカスタマイズ
取外し可能デバイスは、VMware ACE でツールバーのボタンから、あるいは 
[ 接続 ] メニューのメニューアイテムを使って、表示することができます。
システム管理者は、表示の種類を指定することができます。また、テキス
ト、アイコン、あるいはその両方を指定でき、 カスタムアイコンを指定する
ことも可能です。

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プロジェクトのプ
ロジェクトファイルにある Project Resourcesフォルダ に保存してくだ
さい。

スキンファイルで行う設定は、[VMware ACE 環境設定 ] ダイアログボックス
でエンドユーザーが指定する設定を上書きします。

次のパラメータを使って、デバイスをツールバーのアイテムとして表示する
かどうかを決定します。

仮想マシンに構成されている各取外し可能デバイスの表示をカスタマイズで
きます。下記のパラメータで管理できる取外し可能デバイスには、次のデバ
イス名を使用します。

• 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）

パラメータ

種類 デフォルト値 対象

player.deviceBar.toplevel

ブール値 FALSE TRUE の場合はツールバー
に表示、 FALSE の場合はメ
ニューに表示
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下表のパラメータの <deviceName>の箇所には、上記リストから該当する
デバイス名を使用してください。

パラメータ

種類 デフォルト値 対象

player.deviceBar.<deviceName>.buttonStyle

ストリング (text, icon, 
texticon)

ツールバーのボタンやメ
ニュー項目の外観

player.deviceBar.<deviceName>.buttonText

ストリング ユーザーフレンドリーな
デバイス名

デバイスの接続中にツー
ルバーのボタンやメ
ニュー項目に表示される
テキスト

player.deviceBar.<deviceName>.buttonTextDisconnected

ストリング（オプション） 一般的なボタンテキスト デバイスが切断されてい
る時にツールバーのボタ
ンやメニュー項目に表示
されるテキスト

player.deviceBar.<deviceName>.tooltip

ストリング（オプション） "" デバイスの接続中にツー
ルチップに表示されるテ
キスト

player.deviceBar.<deviceName>.tooltipDisconnected

ストリング（オプション） 一般的なツールチップ デバイスが切断されてい
る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 この種類のデバイスを表
すアイコン

デバイスの接続中に使用
するカスタムアイコン
ファイル。アイコンファ
イルは、プロジェクト
フォルダにある Project 

Resourcesフォルダにコ
ピーしてください。
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keySpec の値に関する詳細は、次のセクションを参照してください。

ショートカットキーの値
ここで解説するショートカットキーのエントリには、特定オプションの値の
一部として、仮想キーコードを入力する必要があります。 仮想キーコードは
16 進数の形式（0x の後に 16 進数が入ります）で入力します。 例えば、5A
という仮想キーコードを値として使用する場合、0x5Aと入力してくださ
い。

Microsoft 社は、MSDN Web サイトで仮想キーコードの参照リストを提供し
ています。本マニュアルの作成時点では、リストは msdn.microsoft.com/

library/en-us/winui/WinUI/WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.aspから参
照可能です。

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> あるいはこれらのキーの組合せを指します。

player.deviceBar.<deviceName>iconDisconnected

ファイル名（オプション） 一般的なアイコン デバイスが切断されてい
る時に使用するカスタム
アイコンファイル

player.deviceBar.<deviceName>.shortcutKey

keySpec デバイスの接続 /切断を
切り替える、ショート
カットキーの組合せ

修飾キー 値

修飾キーなし 0x0

Alt 0x1

Ctrl 0x2

Shift 0x4

Ctrl-Alt 0x3

Alt-Shift 0x5

Ctrl-Shift 0x6

Ctrl-Alt-Shift 0x7

パラメータ

種類 デフォルト値 対象
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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、次に修飾キーかキーの値を入力してくださ
い。例えば、<Ctrl>-<Shift>-<F1> という値のエントリは、0x70,0x6です。

注意 : ショートカットキーを定義する際は、以下の制約がありますので、
気をつけてください。

• <Ctrl> キーと <Pause> キーを併用しないでください。<Pause> は、他の
修飾キーとは一緒に使用することができます。

• <F12> キーを使用する場合、修飾キーを使用する必要があります。 
<F12> キーは、単独では使用できません。

• <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、他のキーとの組合せで修飾キーとしてのみ
使用できます。

スキンファイルのサンプル
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.ide1:0.buttonStyle = "icon"
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作業を終えた仮想マシンを実行
配布用のパッケージを作成する前に、プロジェクトに含まれる仮想マシンを
実行してみることができます。

仮想マシンを VMware ACE Manager から実行するには 2通りの方法があり
ます。まず、仮想マシンを VMware ACE Manager インターフェイスで直接
パワーオンすることができます。あるいは [VMware ACE で実行 ] をクリッ
クすると、 仮想マシンを VMware ACE インターフェイスで実行して、エンド
ユーザーの視点で仮想マシンをプレビューすることができます。

VMware ACE Manager 内から VMware ACE インターフェイスで仮想マシンを
実行する場合、認証ポリシーは適用されません。

VMware ACE Manager 画面で、該当する仮想マシン向けの [VMware ACE で
実行 ] をクリックすると、 VMware ACE インターフェイスが起動し、仮想マ
シンが実行されます。

エンドユーザーの視点で仮想マシンをより包括的に検証したい場合は、パッ
ケージを作成してから別のコンピュータにインストールしてください。

注意 : ゲストOSやアプリケーションが正常に動作することを確認するため
に、VMware ACE Manager ではあらゆる仮想マシンを実行することができま
す。ただし、VMware ACE Manager で実行される仮想マシンには、機能制約
のポリシーは適用されません。

パッケージを作成する前に、構成を確認
VMware ACE インターフェイスで仮想マシンを実行中に変更が行われると、
仮想マシンはそれに影響されます。さらに、VMware ACE Manager インター
フェイスを終了すると、仮想マシンはシャットダウンしてパワーオフされる
代わりに、サスペンドされます。

仮想マシンがホストコンピュータ上でサスペンドされている場合、別のハー
ドウェアが構成されているホストコンピュータではスムーズにレジュームで
きません。 

その仮想マシンを使ってパッケージを作成する前に、VMware ACE Manager
で仮想マシンの構成を確認し、 仮想マシンがサスペンドされておらず、パ
ワーオフされていることを確認してください。
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6 章
ユーザーに配布する
パッケージの作成
本章では、エンドユーザーに配布するパッケージの作成手順を解説していき
ます。

• パッケージの作成 (P.144)

• パッケージの内容 (P.149)
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パッケージの作成
プロジェクトを作成し、プロジェクト内の仮想マシンにポリシーを適用した
ら、これらの仮想マシンをエンドユーザーに配布するためのパッケージを作
成する必要があります。パッケージには、インストーラ、仮想マシンをイン
ストールするのに必要なファイル、 及び仮想マシンを実行する VMware ACE
アプリケーションが含まれます。

パッケージは、ネットワークで配信することも、DVDや CDを使って配布
することも可能です。パッケージを複数のディスクを使って配布するのであ
れば、最初のディスクには、ユーザーがホストコンピュータのドライブに
ディスクを挿入した時に自動的にインストーラを起動するための自動実行
ファイルが含まれます。

ウィザードが、パッケージ作成画面を順に表示します。

パッケージは、次の手順で作成します。

1. VMware ACE Manager を起動し、パッケージの元となるプロジェクト
を開いてください。 

2. パッケージのサイズをできる限り小さく抑えるには、パッケージを作
成する前に仮想ディスクの最適化と圧縮を行ってください。次の順に
作業を行ってください。

a. 仮想マシン内でディスクの最適化ユーティリティを実行します。

b. VMware Tools コントロールパネルを使って各仮想ディスクを圧縮し
ます。Windows がゲストの場合、システムトレイの VMware Tools
アイコンをダブルクリックします。Linux または FreeBSD がゲストの
場合は、vmware-toolboxを実行します。次に [ 圧縮 ] タブをク
リックしてください。圧縮したい仮想ディスクを選択してから、[ 圧
縮の準備 ] をクリックします。

ディスクの圧縮にはかなりの時間がかかることがあります。

3. パッケージの仮想マシンが正しく構成されており、シャットダウン、
パワーオフされていることを確認しておいてください。

例えば、VMware ACE インターフェイスで仮想マシンのプレビューを表
示すると、その間に行った変更がすべて反映されますので気をつけて
ください。さらに、VMware ACE インターフェイスを終了すると、仮想
マシンがシャットダウン、パワーオフされる代わりにサスペンドされ
てしまいます。
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仮想マシンが特定のホストコンピュータ上でサスペンドされると、別
のハードウェアを持つホストコンピュータ上では正しくレジュームさ
れません。このため、パッケージを作成する際は、そこに含まれる仮
想マシンがサスペンドされておらず、必ずパワーオフされていること
を確認する必要があります。

また、仮想マシンにスナップショットが存在しないことも確認してく
ださい。スナップショットが存在する場合は、パッケージを作成する
前に削除しておいてください（[スナップショット ] - [ スナップショッ
トの削除 ]）。

注意 : VMware ACE が提供するバージョンの VMware Tools を必ずゲス
トOSにインストールしておいてください。 VMware ACE の主要機能の
多くは VMware Tools パッケージから提供されます。

4. [ コマンド ] の箇所で [ エンドユーザーに配布するパッケージを作成 ]
をクリックすると、新規パッケージウィザードが起動します。

5. [ 次へ ] をクリックしてウィザードを開始してください。[ パッケージ名
を指定 ] パネルが表示されます。

パッケージ名を [ パッケージ名 ] フィールドに入力します。

[格納場所 ] フィールドには、パッケージ ファイルのデフォルトの保存
先ディレクトリまでのパスが表示されます。別の格納場所に変えたい
場合は、フィールドに新しいパスを入力するか、[参照 ] をクリックし
て新しい格納場所を指定してください。

パッケージと共に保存したいバックグランド情報がある場合は、[メモ ]
フィールドに入力してください。この情報は、エンドユーザーには表
示されません。

[次へ ] をクリックしてください。
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6. [ パッケージの内容を選択 ] パネルが表示されます。ここには、プロ
ジェクトで 利用可能なアプリケーションや仮想マシンが表示されます。

[VMware ACE 環境 ] を選択すれば、VMware ACE と仮想マシンを含める
ことができます。

一部アイテムのみを含めるには、プラス記号をクリックし てツリーを
展開し、パッケージに含めるアイテムのみを選んでください。

[次へ ] をクリックしてください。

7. パッケージに含める項目を確認する画面が表示されます。問題がある
場合は、[ パッケージの確認 ]パネルが表示されます。

この場合は、[OK] をクリックしてウィザードをキャンセルし、問題を
解決してからウィザードを再び起動してください。
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8. [ パッケージファイル ]パネルが表示されます。

ネットワークを使って配信する場合は、[ ネットワークイメージ ] を選
択してください。

パッケージを CDや DVDを使って配布する予定であれば、[DVD/CD メ
ディア向けの配布用複数ファイル ] を選択してください。

複数ファイルのオプションを選択した場合は、どの種類のメディアを
使用するのか選択してください。[DVD] または [CD] を選択すると、一
般的なディスクのデフォルトメディアサイズが表示されます。[ カスタ
ムメディア ] を選択すると、使用するメディアの最大ファイルサイズを
設定することができます。

パッケージウィザードがパッケージを作成する際に、ここで選択した
メディアに収まるサイズのファイルにパッケージを分割します。

ディスクラベルの接頭辞のデフォルト値が画面に表示されますので、
必要があれば変更してください。各ディスク向けにファイルが作成さ
れる際、ファイルはこの接頭辞に番号（最初は１です）を加えた名前
のフォルダに保存されます。

注意 : 複数のディスクを作成する場合、ディスクバーナー ソフトウェ
アに入力した各ディスクの名前が、そのディスクの内容を保存するた
めにウィザードが作成したフォルダの名前（DISC1、DISC2等）と必ず
一致するようにしてください。

注意 : パッケージウィザードがパッケージを作成する際、一時ファイル
に大量の作業領域が必要となります。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。ウィザード
に、必要な容量、及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、ウィザードがエラーメッセージ
を表示します。この場合、作業中のファイルが使用できるスペースを
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用意するために、該当するドライブ上のファイルを移動、削除してく
ださい。

[次へ ] をクリックしてください。

9. [ 完了の準備ができました ] パネルが表示されます。

[要約 ]の箇所の情報を確認してください。変更が必要な場合は、[戻る ]
をクリックしてください。情報が正しければ、[次へ ]をクリックしま
す。

ウィザードがパッケージファイルを作成する間、進捗バーが表示され
ます。この作業にはかなり時間がかかることがあります（この傾向は、
パッケージに大容量の仮想マシンが含まれる場合に特に顕著です）。

パッケージが完了すると、ウィザードがその旨を告げ、パッケージに
含まれるファイル数を表示します。

10. ネットワーク配信用に単一のファイルを作成した場合、この時点で
ファイルをネットワーク上の適切な格納場所にコピーすることができ
ます。

CDや DVDによる配布用に 1個以上のファイルを作成した場合は、こ
の時点でファイルをディスクに焼き付けることができます。ディスク
を作成するディスクバーナー ソフトウェアは、ユーザーの好きなもの
を使用して構いません。

注意 : ディスクバーナー ソフトウェアに入力した各ディスクの名前が、
そのディスクの内容を保存するためにウィザードが作成したフォルダ
の名前と必ず一致するようにしてください。
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パッケージの内容
パッケージには、次のファイルとフォルダが含まれます。

• autorun.inf ー このフォルダは、取外し可能メディアを使って配布
されるパッケージに含まれており、ホストOSがインストール用セット
の最初の CDまたは DVDをスキャンすると、自動的にパッケージのイ
ンストールプロセスを起動します。

• setup.exe ー autorun.infファイルがインストーラを自動的に起動
しない場合は、このファイルを使ってパッケージのインストールプロ
セスを開始します。

• instmsiw.exe ー MSI 2.0 ランタイム版の再配布可能なインストーラで
す。

• <ProjectName>.msi ー パッケージのインストーラです。

• VMware ACE.msi ー VMware ACE アプリケーションのインストーラで
す。<ProjectName>.msiによって、自動インストールされます。

• パッケージには、仮想マシン向けのフォルダと、パッケージに必要な
追加ファイルを保存する Package という名前のフォルダが含まれてい
るはずです。
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7 章
パッケージの配布と管理
本章では、VMware ACE パッケージを配布あるいは管理する際の主要タスク
を解説します。

• パッケージの配布 (P.152)

• パッケージをサイレントインストール (P.153)

• 仮想マシンのアップデート (P.155)

• ソフトウェアのアップデートを配布 (P.155)

• アップデートパッケージの作成 (P.155)

• nq-set を使ってネットワーク検疫バージョンをアップデート (P.161)

• アップデートパッケージの配布 (P.164)

• ホットフィックスのリクエストに応答 (P.165)

• エンドユーザーのコンピュータでシステム管理者アクセスを使用 
(P.167)
151



VMware ACE システム管理者向けマニュアル
パッケージの配布
新しいパッケージを初めて配布する場合、プロセスはかなりシンプルです。

CDや DVDを使ってパッケージを配布するのであれば、ユーザーが正しい
順番でディスクを挿入できるように、はっきりとラベルを付けておいてくだ
さい。セットの最初のディスクには、setup.exeファイルが存在します。
インストールの手順は、「VMware ACE パッケージのインストール (P.170)」
をご覧ください。

ネットワークでパッケージを配信するのであれば、エンドユーザーにインス
トーラのダウンロード元を知らせておいてください。インストールの手順
は、「VMware ACE パッケージのインストール (P.170)」をご覧ください。

注意 : エンドユーザーがホストコンピュータに一度にインストールできる
のは、同一プロジェクトから作成されたパッケージのみです。別のプロジェ
クトから作成されたパッケージをインストールする場合、まず既存のパッ
ケージをアンインストールしてから新しいパッケージをインストールしてく
ださい。

エンドユーザーには、VMware ACE の最も一般的に利用される機能を記載し
た「VMware ACE を実行 (P.172)」のコピーを配布すると便利です。 
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パッケージを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
機能を利用することができます。 

VMware ACE パッケージをサイレントインストールするには、ホストコン
ピュータ上にMSI ランタイム版 version 2.0 以降がインストールされている
必要があります。Windows XP で始まるバージョンのWindows には、該当
するバージョンが含まれています。ランタイム版のインストーラ
（instmsiw.exe）は、VMware ACE パッケージにも含まれています。

VMware ACE パッケージからランタイム版をサイレントインストールするに
は、次のコマンドを発行してください。

instmsiw.exe /Q

このセクションでは、VMware ACE パッケージをサイレントインストールす
る際に必要な作業を簡単にまとめています。Microsoft Windows Installer の
使用に関する詳細情報は、Microsoft 社のWeb サイトを参照してください。

デフォルト設定を使ってサイレントインストールを実行する場合は、次のコ
マンドを発行します。

msiexec -i package.msi /qn

このコマンドは、パッケージと（パッケージに含まれている場合は）アプリ
ケーションをデフォルトの格納場所にインストールして、デスクトップに各
仮想マシン向けのショートカットを作成します。VMware ACE アプリケー
ションのデフォルトの格納場所は、<ProgramFiles>￥VMware￥VMware 
ACEです。仮想マシンファイルのデフォルトの格納場所は、
<CommonAppData>￥VMware￥VMware ACE￥<project_name>です。

パッケージの基本インストールコマンドをカスタマイズすれば、以下の項目
を指定することもできます。

• 仮想マシンのインストール先ディレクトリ

• VMware ACE アプリケーションのインストール先ディレクトリ

• デスクトップアイコンを作成せずにインストール
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次のコマンドは、オプションとその使用方法を例示したものです。
msiexec -i package.msi DESKTOP_SHORTCUT=0 
INSTALLDIR="G:\packages" APP_PROPERTIES="INSTALLDIR=D:\My 
Apps\VMware ACE" /qn

コマンドは 1行で入力してください。

アップグレードもサイレントインストールすることが可能です。アップグ
レードは、常に前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。

オプション 説明

DESKTOP_SHORTCUT このオプションを 0に設定すると、デスクトップに仮想マシンの
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  VMware ACE アプリケーションのインストール先ルートディレク
トリを設定します。

APP_PROPERTIES アプリケーションのインストーラに情報を伝達します。VMware 
ACE アプリケーション向けのアプリケーションディレクトリを設
定するのに便利です。
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仮想マシンのアップデート
時には、エンドユーザーの仮想マシンをアップデートする必要が生じる場合
があります。一般的に、アップデートには以下の 2種類があります。 

• ゲストOS、あるいはゲストOS内で稼動するプログラムをアップデート
する必要がある場合。

• 仮想マシン自体、あるいはその仮想マシンに適用されるポリシーを
アップデートする必要がある場合。

ソフトウェアのアップデートを配布
仮想マシン内で実行されているオペレーティングシステムや他のソフトウェ
アをアップデートするだけならば、ほとんどの場合は、物理コンピュータへ
のソフトウェアのアップデート配布に使用するメカニズムと同じものを使用
してください。

この方法でアップデートを配布した場合、仮想マシンに保存されているエン
ドユーザーのデータがアップデートに影響されないという利点があります。

エンドユーザーが最新の仮想マシンを必ず使用するように、仮想マシンに
バージョン番号を使用している場合は、「nq-set を使ってネットワーク検疫
バージョンをアップデート (P.161)」をご覧ください。仮想マシン内のソフ
トウェアをユーザーがアップデートする際に、バージョン番号もアップデー
トする方法に関して、情報が記載されています。

追加で仮想マシンのコピーを配布する予定がある場合も、nq-setを使って
ローカルマシンにある仮想マシンのコピーのバージョン番号をアップデート
してから、将来配布するようにアップデートパッケージを作成してくださ
い。

アップデートパッケージの作成
エンドユーザーに全く新しい仮想マシンを提供して既存の仮想マシンを上書
きする、あるいは既存の仮想マシンに追加する必要がある場合、あるいは仮
想マシンに適用されるポリシーを変更する必要がある場合は、ユーザーがイ
ンストールするようにアップデートパッケージを作成することができます。
アップデートパッケージは、オリジナルのパッケージを作成する際に使用し
たものと同じプロジェクトを使用してください。

注意 : ユーザーがアップデートパッケージをインストールして、既存の仮
想マシンを上書きした場合、仮想マシンの内容はすべて書き換えられます。
つまり、オリジナルの仮想マシンに保存されていたユーザーのデータや設定
は失われます。
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通常、アップデートパッケージを作成する際は、新しくパッケージを作成す
る場合と同じ作業を行います。

1. VMware ACE Manager を使って、仮想マシンに必要な変更を行ってく
ださい。例えば、仮想マシンにインストールされているソフトウェア
をアップデートしたり、その仮想マシンに適用されるポリシーを変更
したりすることが可能です。詳しくは、「プロジェクトの作成 (P.47)」
をご覧ください。

ほとんどのポリシーは、新しいポリシーを含むパッケージを配布する
ことによってアップデートできます。ただし、以下のような例外があ
りますので、気を付けてください。

• 仮想マシンの再イメージ ー この設定はいつでも変更できますが、変
更が適用されるのは、変更後にインストール /再インストールされ
た仮想マシンのみです。ポリシーのみのパッケージを配布した場合、
このポリシーへの変更は既にインストールされている仮想マシンに
は影響しません。エンドユーザーにエラーメッセージが表示される
ことはありませんが、アップデート後のポリシーは適用されません。

• 暗号化と認証 ー これらの設定はいつでも変更できますが、パッケー
ジに仮想マシンを含めた場合にのみ変更が適用されます。暗号化及
び認証ポリシーへの変更を含んだ、ポリシーのみのパッケージを配
布しないでください。変更に影響される仮想マシン向けのパッケー
ジを上手くインストールできなくなります。

• リカバリキー（[ プロジェクト ] - [ 設定 ]） ー リカバリキーの変更は、既
存プロジェクトへのアップグレードではサポートされません。

2. ネットワーク検疫の目的で仮想マシンにバージョン番号を使用してい
る場合、ネットワーク検疫ポリシーを仮想マシンに適用する際に、正
しいバージョン番号を設定するように気をつけてください。詳細は、
「ネットワーク検疫バージョンのアップデート (P.157)」をご覧くださ
い。

3. 「ユーザーに配布するパッケージの作成 (P.143)」の指示に従って、パッ
ケージを作成します。 

注意 : 特定のエンドユーザーのコンピュータにインストールされるパッ
ケージはすべて、同じ VMware ACE Manager プロジェクトを使用する必要
があります。
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ネットワーク検疫バージョンのアップデート
ネットワーク検疫バージョンを使って仮想マシンのネットワークへのアクセ
スを管理している場合、仮想マシンに変更を加える際に必ずバージョン番号
も更新するようにしてください。

バージョン番号の変更は、2段階の手順で行います。

• ポリシーエディタを使ってバージョン番号を更新し、ポリシー設定を
保存しているWebサーバか Active Directory サーバに、新しい設定を
保存します。

• 手元にある仮想マシンのコピーで nq-setコマンドを実行し、新しく
パッケージを作成する際に正しいバージョン番号が反映されるように
します。詳細は、「nq-set を使ってネットワーク検疫バージョンをアッ
プデート (P.161)」をご覧ください。

ネットワーク検疫バージョンのアップデートは、以下の手順で行います。

1. VMware ACE Manager を起動して、該当するプロジェクトを開いてく
ださい。プロジェクトの内容を表示するリストから仮想マシンの名前
をクリックすると、仮想マシンのサマリ情報が表示されます。

[コマンド ] の箇所で、[ネットワーク検疫ポリシーの編集 ]をクリック
してください。
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2. ポリシーエディタが表示されます。

[ バージョンの管理 ] のリンクをクリックしてください。

3. [ バージョンの管理 ] パネルが表示されます。

リストに新しいバージョンを追加するには、[追加 ] をクリックしてく
ださい。
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4. [ 新規バージョンの追加 ]ダイアログボックスが表示されます。

新しいバージョンの仮想マシンの名前は変更しても構いません。また、
説明を追加することもできます。

ダイアログボックスには、仮想マシンのバージョン番号をアップデー
トするのに必要な nq-setコマンドが表示されます。コマンドはダイ
アログボックスからコピーして、後で使用できるようにテキストファ
イルに貼り付けておくことができます。このコマンドは、手元にある
仮想マシンのコピーで実行しなければなりません。また、パッチ管理
システムを使ってアップデートを配布する場合や、エンドユーザーに
アップデータを提供し、それを実行させてアップデートを行う場合、
エンドユーザーのゲストOSで実行するアップデートスクリプトに、こ
のコマンドを含める必要があります。nq-setコマンドに関する詳細
は、「nq-set を使ってネットワーク検疫バージョンをアップデート 
(P.161)」をご覧ください。

[次へ ] をクリックして先に進みます。

5. [ バージョンの管理 ]パネルが再び表示されます。今回は、リストに新
しいバージョン番号が表示されているはずです。

バージョンリストの左側にあるスライダをクリック アンド ドラッグし
て、通常アクセスを許可するバージョンとアクセスを制限するバー
ジョンとを指定してください。赤線の上に表示されているバージョン
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には、ネットワーク検疫ポリシーで定義されている通常アクセスが許
可されます。赤線の下のバージョンには、制限されたアクセスのみが
許可されます。

[次へ ] をクリックして先に進んでください。

6. [ メッセージ ] パネルが表示されます。

仮想マシンのアクセスが制限されている時にエンドユーザーのマシン
に表示するカスタムメッセージを、ここで入力することができます。

[ アップデートが存在する場合はメッセージを表示 ]を選択した場合は、
通常アクセスが許可されている仮想マシンであっても、もっと新しい
バージョンが存在する場合にエンドユーザーに表示するメッセージを
入力できます。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

7. [ ポリシーを配布 ] パネルが表示されます。

パネルで選択可能なオプションは、ポリシーを Active Directory サーバ
に保存するのか、Web サーバに保存するのかによって異なります。必
要な設定を行ってください。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。
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8. [ 完了の準備ができました ]パネルが表示されます。サマリ情報が正し
ければ、[完了 ] をクリックしてください。変更を加える必要がある場
合は、左側のナビゲーションリンクを使って、変更を行うパネルを表
示してください。

これで、Web サーバや Active Directory サーバに保存されているネットワー
ク検疫バージョンのアップデートが完了しました。

nq-set を使ってネットワーク検疫バージョンをアップデート
仮想マシン内でソフトウェアのアップデートを実行したら、nq-setコマン
ドを使用して、仮想マシンのネットワーク検疫バージョンをアップデートし
ておいてください。バージョン番号は、バージョン別のネットワーク検疫や
カスタムネットワーク検疫を使用している場合に、その仮想マシンに適用す
るネットワーク検疫ポリシーを決定するために使用します。

nq-setコマンドは、ゲストOS内で実行する必要があります。VMware ACE 
Manager が提供するバージョンの VMware Tools をインストールすると、ゲ
ストOSでこのコマンドを利用できるようになります。

注意 : 今回のリリースでは、仮想マシンがプレビューモードで実行されて
いる時、あるいはエンドユーザーのコンピュータ上の VMware ACE で実行
されている時に、nq-setコマンドを実行しなければなりません。VMware 
ACE Manager 内で仮想マシンを単にパワーオンして実行しただけでは、効
果がありません。

Windows ゲスト : 次のコマンドを使用してください。
C:\Program Files\vmware\vmware tools\vmwareservice -cmd 
"nq-set [-n] [new descriptor]"

コマンドは、1行で入力してください。

Linux ゲスト : 次のコマンドを使用してください
/usr/sbin/vmware-guestd --cmd "nq-set [-n] [new 
descriptor]"

コマンドは、1行で入力してください。

上記コマンドで、-nはホストに新しい記述子の有効性を（保存せずに）確
認するように指示するオプションのフラグです。

リターン値
このコマンドの終了値は、記述子が有効であれば 0、無効であれば 1です。 
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使用例
記述子 0x7B4C2902 が有効であるかどうかを確認する場合、下記のコマンド
のように オプションの -nフラグを使用してください。

/usr/sbin/vmware-guestd --cmd "nq-set -n 0x7B4C2902"

終了値が 0であれば、記述子は有効です。

記述子の値を 0xFA542D3F に設定するには、下記のコマンドを使用してくだ
さい。

/usr/sbin/vmware-guestd --cmd "nq-set 0xFA542D3F"

終了値が 0であれば、記述子は有効で、保存されたことを意味します。 

カスタムネットワーク検疫アプリケーションは、nq-setコマンドを使用し
て、任意のストリングを記録しておくことができます。 例えば、次のストリ
ングを保存したい場合、

"os=winxp-sp2,ie=6.0,virusdefs=4.0,office=2003-sp1"

下記のコマンドを使用してください。
/usr/sbin/vmware-guestd --cmd "nq-set os=winxp-
sp2,ie=6.0,virusdefs=4.0,office=2003-sp1"

全コマンドを 1行で入力してください。

終了値が 0であれば、記述子は有効で、保存されたことを意味します。

バージョン別ネットワーク検疫に nq-set を使用 
[ ネットワーク検疫ウィザード ] で定義されたバージョンアップデートには
各自、関連したネットワーク検疫既述子が設定されます。アップデートに関
連したネットワーク検疫既述子は [ ネットワーク検疫ウィザード ]で確認す
ることができます。[ ネットワーク検疫ウィザード ] にはまた、 記述子を
アップデートする際にゲストOSで実行しなければならないコマンドも表示
されます。このコマンドを表示するには、[ ネットワーク検疫ウィザード ]
の [ バージョンの管理 ] パネルから確認したいバージョンを選択し、[ プロ
パティ ] をクリックしてください。コマンドが、画面下のフィールドに表示
されます。

ゲストにアップデートを適用した後は、ネットワーク検疫記述子もアップ
デートしてください。アップデートは、定義された順に適用する必要があり
ます。

注意 : ユーザーが間違った順番のパッチを適用して、ゲストのパッチレベ
ルがネットワーク検疫識別子と一致しなくなるのを防ぐために、パッチング
メカニズムはアップデートを適用する前に nq-setコマンドが成功するか
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どうか確認しなければなりません。nq-setコマンドが成功するかどうかの
確認は、-nフラグをコマンドに引き渡せば、確認することができます。

カスタムネットワーク検疫に nq-set を使用
ネットワーク検疫記述子は、ゲストOSや他のソフトウェアのパッチレベル
を記述する任意のストリングを記録しておくことができます。カスタムプラ
グインスクリプトは、該当する仮想マシンに通常のネットワークアクセスを
許可するのか、あるいはネットワークアクセスを制限するのかを決定する際
に、この任意のストリングを確認する必要があります。

ネットワーク検疫プラグインの作成に関する詳細は、「ネットワーク検疫プ
ラグイン (P.272)」をご覧ください。
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アップデートパッケージの配布
アップデートパッケージは、オリジナルのパッケージと同じ方法で配布しま
す。

CDや DVDを使ってパッケージを配布するのであれば、ユーザーが正しい
順番でディスクを挿入できるように、はっきりとラベルを付けておいてくだ
さい。セットの最初のディスクには、setup.exeファイルが存在します。
インストールの手順は、「VMware ACE パッケージのインストール (P.170)」
をご覧ください。

ネットワークでパッケージを配信するのであれば、エンドユーザーにインス
トーラのダウンロード元を知らせておいてください。インストールの手順
は、「VMware ACE パッケージのインストール (P.170)」をご覧ください。
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ホットフィックスのリクエストに応答
ホットフィックス機能を有効にすると、エンドユーザーは下記のトラブルに
直面したときに、簡単にヘルプをリクエストすることができます。

• パスワードを紛失したり、忘れたりした場合

• VMware ACE 環境の有効期限が切れた場合

• コピー保護機能が設定されているVMware ACE環境を新しい場所から実
行する場合

エンドユーザーが [ ホットフィックスのリクエストウィザード ] を実行する
と、ホットフィックスのリクエストファイルが生成されます。エンドユー
ザーは、このファイルを電子メールの添付ファイルとして、あるいは別の方
法で提出することができます。 

ホットフィックスのリクエストには、以下の手順で対応してください。

1. VMware ACE Manager を実行しているコンピュータから容易にアクセ
スできる場所にファイルを保存してください。

2. VMware ACE Manager のメニューから、[ ファイル ] - [ ホットフィック
スのリクエストを開く ] を選択します。

VMware ACE Manager がエンドユーザーのパッケージを作成したプロ
ジェクトを開き、 プロジェクト内のホットフィックスタブを表示しま
す。VMware ACE Manager が該当するプロジェクトを見つけられな
かった場合は、プロジェクト名が表示されますので、手動でプロジェ
クトファイル (.vmprj) を探してください。

3. ホットフィックスタブに、エンドユーザー名と電子メールアドレス、
ホットフィックスのリクエストの元となったトラブル、及びエンド
ユーザーがメモを書き込んでいる場合はそのメモが表示されます。 

[ ホットフィックスのリクエストを承認 ]をクリックするとダイアログ
ボックスが表示されますので、そこからリクエストを承認するための
設定を行います。リクエストを拒否する場合は、[ ホットフィックスの
リクエストを拒否 ] をクリックしてください。

4. ダイアログボックスに、適切な情報を入力してください。

• パスワードを紛失したり、忘れたりした場合 ー プロジェクトに使用
した秘密リカバリキーの格納場所を検索してください。リカバリ
キーのパスワードを入力します。ユーザー向けの臨時パスワードを
入力し、確認のために再度入力してください。 この臨時パスワード
は、別途ユーザーに知らせてください。
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• VMware ACE 環境の有効期限が切れた場合 ー その仮想マシンに対し
て新しい有効期限情報を設定します。指定した日数だけ期限を延長
することも、有効期限として新しい日付けを設定することもできま
す。

• コピー保護されているVMware ACE環境を新しい場所から実行する場
合 ー ダイアログボックスにエンドユーザーが仮想マシンを実行した
い場所へのパスが表示されます。

• リクエストを拒否 ー ダイアログボックスには、エンドユーザーへの
メッセージを入力できるフィールドが表示されます。

5. 応答を送信する方法を選択してから、[OK] をクリックしてください。

[自動的にユーザーに電子メールを送信 ] を選択すると、[OK] をク
リックした時点で自動的にホットフィックスが送信されます。ホッ
トフィックスファイルを保存した場合は、そのファイルを検索し、
エンドユーザーに送信してください。

6. 手作業で送信するようにファイルを保存した場合は、ホットフィック
スファイル (.vmhf ) をエンドユーザーに送信してください。

7. ホットフィックスタブにはホットフィックスのステータス（承認また
は拒否）とアクションを行った日付けが表示されます。

エンドユーザーは、ホットフィクスファイルをダブルクリックして、ホット
フィックスを適用します。
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エンドユーザーのコンピュータで
システム管理者アクセスを使用
トラブルシューティングを行う際に、エンドユーザーのコンピュータで仮想
マシン構成を変更する権限を持って作業すると便利な場合があります。例え
ば、エンドユーザーのホストコンピュータが一般的ではない構成をしてお
り、仮想マシンのデバイスのホストハードウェアへの割当方法を変更する必
要がある場合等、が上記の例にあてはまります。

システム管理者アクセスポリシーを使えば、VMware ACE Manager に類似し
た拡張インターフェイスで仮想マシンを実行することができ、システム管理
者が仮想マシンの構成設定にアクセスできます。

システム管理者アクセスが有効になっている場合、以下のコマンドを使っ
て、トラブルシューティング用アプリケーションを起動できます。

vmware -k "<path>\<vmname>.vmx"

コマンドには、仮想マシンの構成ファイルへの完全なパスを使用してくださ
い。

[ パスワード ] ダイアログボックスが表示されますので、システム管理者パ
スワードを入力してください。これで、仮想マシン設定エディタ（[VM] - 
[ 設定 ]）を使って必要な変更を行うことができます。

システム管理者アクセスポリシーを有効にする際の詳細は、「システム管理
者アクセスポリシー (P.82)」をご覧ください。
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8 章
VMware ACE のインストールと
実行 
本章では、パッケージのインストール方法と VMware ACE の使用方法につ
いて解説していきます。

• VMware ACE パッケージのインストール (P.170)

• VMware ACE を実行 (P.172)

• VMware ACE を起動 (P.172)

• VMware ACE を終了 (P.173)

• VMware ACE を画面全体に最大化表示 (P.174)

• VMware ACE のステータスを表すインジケータ (P.175)

• VMware ACE に接続されているデバイスの管理 (P.177)

• VMware ACE の環境設定を指定 (P.178)

• VMware ACE から印刷 (P.179)

• VMware ACE のアンインストール (P.179)

• トラブルシューティング (P.180)
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VMware ACE パッケージのインストール
VMware ACE パッケージは、ネットワーク上からでも、 1 枚以上の CDまた
はDVDを使っても、インストールすることができます。いずれの場合も、
以下の手順に従ってください。

1. Administrator ユーザーあるいはWindows の Administrators グループの
メンバーとして、Microsoft Windows ホストにログインしてください。

注意 : プライマリ コントローラ、あるいはバックアップ ドメインコン
トローラとして構成されている Windows NT Server 4.0 システムに、
VMware ACE をインストールしないでください。 

注意 : Windows XP やWindows Server 2003 ホストに VMware ACE をイ
ンストールする場合、（ドメインにログインするのではなく）ローカル
Administrator としてログインする必要があります。

注意 : VMware ACE をインストールするには Administrator としてログ
インする必要がありますが、インストール終了後は一般のユーザーで
もプログラムを実行することができます。

2. CD またはDVDからインストールする場合は、コンピュータのドライ
ブに最初のディスクを挿入してください。ネットワークからインス
トールする場合は、インストーラの格納場所まで移動してください。

3. setup.exeファイルを見つけてダブルクリックすると、インストーラ
が起動します。

4. 後はインストールウィザードの指示に従ってください。

インストーラは、VMware ACE アプリケーションを <ProgramFiles>

￥VMware￥VMware ACEにインストールします。

仮想マシンファイルの保存先をインストーラが尋ねてきます。デフォ
ルトの格納場所は、
<CommonAppData>￥VMware￥VMware ACE￥<package_name>です。
ファイルを別のディレクトリに保存したい場合は、新しい格納場所ま
でのパスを入力するか、[参照 ] をクリックして新しい格納場所を指定
してください。指定した格納場所に、仮想マシンファイルを格納する
のに十分なスペースがあるか確認しておいてください。十分なスペー
スが存在しない場合は、別の格納場所を指定するように促されます。

5. CD-ROM の自動再生機能が有効になっているのをインストーラが検知
すると、それを無効にするオプションが表示されます。 この機能を無効
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にすることで、システムにインストールする仮想マシンとの間に不必
要な干渉が生じるのを防ぐことができます。

6. [ 完了 ] をクリックしてインストールを完了します。ウィザードが終了
し、VMware ACE アイコンがデスクトップに現れます。

以前にインストールしたパッケージをアップデートするための VMware ACE
パッケージがシステム管理者から配布されることがあります。アップデート
パッケージのインストールの手順は、オリジナルパッケージの場合と同じで
す。

同一のコンピュータにインストールされるパッケージは全て、同じソース
（システム管理者は VMware ACE Manager プロジェクトと呼んでいます）を
使用する必要があります。つまり、同じコンピュータに複数の組織が提供す
るパッケージを同時にインストールすることはできません。
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VMware ACE を実行 
ここでは、VMware ACE で最も良く使用される機能をまとめています。実際
にコンピュータにインストールされている VMware ACE で、必ずしも下記
の機能がすべて利用できる訳ではありません。一部機能は、パッケージを作
成したシステム管理者が、その機能をパッケージに追加した場合にのみ利用
することができます。

VMware ACE を起動
VMware ACE を起動するには、デスクトップ上のアイコンをダブルクリック
するか、[ スタート ] メニューから立ち上げてください。

システム管理者が、パスワードを要求するように仮想マシンを設定している
場合、パスワードダイアログボックスが表示されます。

初めて VMware ACE 環境を実行すると、パスワードを指定し、確認のため
再入力するように求めるダイアログボックスが表示されます。システム管理
者が、パスワードに数字や句読点を含めたり、あるいは大文字と小文字を混
合したりするように求めてくる場合があります。ダイアログボックスに、シ
ステム管理者が設定した条件が表示されます。

次回からは、VMware ACE 環境の初回起動時に設定したパスワードを入力す
るように求めるダイアログボックスが表示されます。後からパスワードを変
えたい場合は、VMware ACE 画面上部にあるツールバーから [VMware ACE] 
メニューを表示して、[ パスワードの変更 ] を選択してください。

VMware ACE が起動します。
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VMware ACE 環境内のオペレーティングシステム が <Ctrl>-<Alt>-<Del>
キーを押すように求めてきた場合は、代わりに<Ctrl>-<Alt>-<Ins> キーを
押してください。

VMware ACE ウィンドウの内側をクリックすると、VMware ACE 環境内にイ
ンストールされているゲストOS及びアプリケーションの使用を開始するこ
とができます。一般的に、オペレーティングシステムとアプリケーション
は、実際のコンピュータで直接実行する場合と同じ要領で実行します。

VMware ACE を終了
ホストコンピュータ（VMware ACE が稼動しているコンピュータ）をシャッ
トダウンする前に、必ず VMware ACE を終了しておいてください。 

VMware ACE を終了するには、VMware ACE ウィンドウやツールバーにある
[ 終了 ] ボタン（右上角にある X印）をクリックしてください。 

VMware ACE 環境がシャットダウンして、ウィンドウが閉じます。次回
VMware ACE を起動すると、ノート型パソコンで操作をサスペンド後にレ
ジュームした場合と同様に、アプリケーションが実行中の状態で、ファイル
も開かれたまま再起動します。
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システム管理者がどのコントロールを許可しているかによっては、[ 環境設
定 ] ダイアログボックス（[VMware ACE] - [ 環境設定 ]）で終了動作を変更で
きることがあります。

次のいずれかを指定できます。

• [ アプリケーションの終了時に確認画面を表示 ] ー メニューから、ある
いはウィンドウやツールバーの右上にある X印をクリックして、
VMware ACE を終了させるコマンドを発行すると、ダイアログボックス
が表示されます。VMware ACE を終了することに同意するか、作業を継
続したい場合は [ キャンセル ] をクリックすることができます。 

• 終了時に [ 仮想マシンをサスペンド ] ー デフォルト動作です。VMware 
ACE が仮想マシンをサスペンドしてから終了します。次回 VMware ACE
環境を起動すると、サスペンドされた状態から再開します。 

• 終了時に [ 仮想マシンをパワーオフ ] ー VMware ACE が仮想マシンをパ
ワーオフします。次回 VMware ACE 環境を起動すると、仮想マシンが
パワーオフされた状態から開始され、ゲストOSが起動します。

VMware ACE を画面全体に最大化表示
VMware ACE ウィンドウの [ 最大化 ] ボタンをクリックすると、VMware ACE
環境をフルスクリーンモードで実行することができます。つまり、画面上部
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に表示される小さなツールバーを除いて、デスクトップが全画面一杯に拡大
表示されます。

数秒間使用しないと、ツールバーは非表示になります。ツールバーを再び表
示するには、マウスのポインタを画面上端まで移動させてください。

ツールバーを常に表示した状態のまま固定するには、ツールバーにあるプッ
シュピンをクリックしてください。非表示できるようにツールバーの固定を
解除するには、プッシュピンを再び押してください。

VMware ACE がウィンドウ内で再び稼動するように画面を縮小するには、 
ツールバーの [ 元のサイズに戻す ] ボタンをクリックします。マウスのポイ
ンタを利用できない場合は、<Ctrl>-<Alt> を押してウィンドウ表示に戻りま
す。

注意 : VMware ACE がフルスクリーンモードでのみ稼動するようにシステム
管理者が設定している場合、ウィンドウ表示で実行することはできません。
ツールバーの [ 最小化 ] ボタンをクリックしたり、<Ctrl>-<Alt> を押すと、
VMware ACE 環境がアイコン化され、ホストOSを見ることができます。

VMware ACE のステータスを表すインジケータ
VMware ACE 環境には、そのステータスを記録するいくつかのインジケータ
が存在します。ウィンドウモードの時は、このようなインジケータが
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VMware ACE ウィンドウの上と下に表示されます。フルスクリーンモードで
は、ステータス インジケータは画面上部にあるツールバーに表示されます。

アクティビティ インジケータは、VMware ACE 環境が稼動中であることを示
します。これは、3つの重なり合った正方形から成る VMware ロゴで表され
ます。このインジケータは、 VMware ACE ウィンドウの右上かツールバーの
右端に表示されます。VMware ACE 環境が稼動中であれば、 アクティビティ 
インジケータの表示が変化します。

VMware ACE ウィンドウの右下あるいはツールバーに表示されているアク
ティビティ インジケータのすぐ左には、ステータス アイコン トレイが表示
されます。ステータス アイコン トレイには、次のアイコンのいずれか、あ
るいは両方が表示されます。 

• ネットワーク検疫インジケータは、盾の形をしたアイコンです。ご使
用の VMware ACE 環境がネットワーク検疫機能を利用している場合、 こ
のアイコンが表示されます。マウスのポインタをアイコンの上に持っ
ていくと、ネットワークトラフィックの一部がブロックされているの
か、全てブロックされているのかを確認できます。

ネットワーク検疫ステータスアイコンをクリックすると、[ネットワー
ク検疫情報 ] ダイアログボックスが現れ、VMware ACE 環境のネット
ワーク検疫ステータスの詳細情報が表示されます。

• アップデートが利用可能なことを知らせるアイコンは上向きの矢印で
表示されます。このアイコンがステータス アイコン トレイに表示され
ている場合、ご使用の VMware ACE 環境向けのアップデートが存在し
ます。黄色い矢印は、推奨アップデートであることを、赤い矢印は、
必須アップデートであることを示します。

利用可能アップデートを知らせるアイコンをクリックすると、[利用可
能なアップデートがあります ] ダイアログボックスが開かれ、利用可能
なアップデートに関する詳細情報が表示されます。

VMware ACE 環境がネットワーク検疫上級機能を使用している場合、 ホスト
検疫アイコンがコンピュータ上のWindows OS のシステムトレイに表示さ
れます。 アイコンには、VMware ロゴがネットワークケーブルに接続されて
いる様子が表示されます。マウスのポインタをアイコンの上に持っていく
と、ホスト検疫ステータスの詳細情報が表示されます。アイコンをクリック
すると、[ ホスト検疫情報 ] ダイアログボックスが現れ、ホスト検疫ステー
タスの詳細情報が表示されます。
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VMware ACE に接続されているデバイスの管理
システム管理者が VMware ACE を構成する際に、ホストコンピュータに接
続されているデバイスの一部（FDドライブ、CD /DVD ドライブ、イーサ
ネットアダプタ等）へのアクセスを VMware ACE 環境に許可している場合
があります。指定した環境設定によっては（「VMware ACE の環境設定を指
定 (P.178)」を参照してください )、このようなデバイスのアイコンがツール
バーに表示されたり、該当するデバイスが [ 接続 ] メニューにリスト表示さ
れたりする場合があります。

ツールバーに表示されているデバイスを切断 /接続するには、デバイスのア
イコンをクリックして切替を行います。アイコンがくぼんでいれば、そのデ
バイスは接続中です。デバイスがツールバーと水平に表示されていれば、そ
のデバイスは切断されています。

[接続 ] メニューを使ってデバイスを切断 /再接続するには、デバイス名を
クリックして切替を行います。デバイス名の横にチェックマークが付けられ
ていれば、そのデバイスは接続中です。チェックマークが表示されていなけ
れば、そのデバイスは切断されています。

注意 : 同時に FDドライブやUSB デバイスを使用することができるのは、1
台のマシン（ホストコンピュータか VMware ACE 環境）のみです。つまり、
VMware ACE 環境がデバイスを使用するように構成されている場合、ホスト
コンピュータ上で直接そのデバイスを使用したければ、まず VMware ACE
環境から切断する必要があります。イーサネットアダプタは、ホストコン
ピュータと VMware ACE 環境で共有することが可能です。
177



VMware ACE システム管理者向けマニュアル
VMware ACE の環境設定を指定
VMware ACE の動作を管理する環境設定を指定することができます。指定可
能なオプションは、システム管理者が行った設定によって異なります。環境
設定を変更するには、 [VMware ACE] - [ 環境設定 ] を選択してください。
[VMware ACE 環境設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

システム管理者が設定を有効にしていれば、下記の環境設定を指定すること
ができます。

終了動作設定では、次のオプションを指定できます。

• [ アプリケーションの終了時に確認画面を表示 ] ー メニューから、ある
いはウィンドウやツールバーの右上にある X印をクリックして、
VMware ACE を終了するコマンドを発行すると、ダイアログボックスが
表示されます。この画面では、VMware ACE の終了を再確認されますの
で、同意して終了するか、作業を続けたい場合は [ キャンセル ] をク
リックしてください。 

• 終了時に [仮想マシンをサスペンド ] ー デフォルトの動作です。VMware 
ACE が仮想マシンをサスペンドしてから終了します。次回 VMware ACE
を起動すると、VMware ACE 環境がサスペンド時の状態から操作を再開
します。

• 終了時に [ 仮想マシンをパワーオフ ] ー VMware ACE が仮想マシンをパ
ワーオフします。次回 VMware ACE を起動すると、仮想マシンがパ
ワーオフされた状態で開始され、ゲストOSが起動します。

[ デバイスの接続インターフェイス ]の箇所では、FDドライブ、CD/DVD ド
ライブ、イーサネットアダプタ及びサウンドデバイス等、 VMware ACE で利
用可能なデバイスの接続 /切断方法を指定することができます。次のいずれ
かを選択してください。

• [ ツールバーに取外し可能デバイスを表示 ] ー ツールバーに表示されて
いるデバイスを切断 /再接続するには、該当するデバイスのアイコン
www.vmware.com178



第 8 章  VMware ACE のインストールと実行
をクリックして切替を行ないます。アイコンがくぼんでいれば、その
デバイスは接続中です。デバイスがツールバーと水平に表示されてい
れば、そのデバイスは切断されています。

• [メニューに取外し可能デバイスを表示] ー [接続]メニューを使ってデバ
イスを切断 /再接続するには、該当するデバイス名をクリックして切
替を行ないます。デバイス名の横にチェックマークが付けられていれ
ば、そのデバイスは接続中です。チェックマークが表示されていなけ
れば、そのデバイスは切断されています。

VMware ACE から印刷
VMware ACE 環境から印刷する場合、VMware ACE からアクセス可能なプリ
ンタであればどれを使っても構いません。システム管理者がプリンタの簡易
セットアップ機能を有効にしている場合、ホストコンピュータに既に接続さ
れているプリンタを簡単に構成できる特別な選択肢が VMware ACE メ
ニューに表示されます。[ プリンタの追加 ] を選択すると、ホストコン
ピュータに構成済みのプリンタのリストを表示させることができます。この
中から 1個以上のプリンタを選択して、VMware ACE 環境に構成することが
できます。

場合によっては、VMware ACE 環境にプリンタ用ドライバをインストールす
る必要があるかもしれません。ドライバは、ホストコンピュータにインス
トールするのと同じ要領でインストールしてください。必ず、その環境で稼
動中のオペレーティングシステムに合ったドライバを使用するようにしてく
ださい。 

ネットワークプリンタは、[ プリンタの追加 ] メニューを使っても構成でき
ないことがあります。この方法でネットワークプリンタを構成できなかった
場合でも、VMware ACE 環境から追加することは可能です。あるいは、ヘル
プが必要な場合は、システム管理者に連絡してください。

VMware ACE のアンインストール
VMware ACE のアンインストールは、[プログラムの追加と削除 ]コント
ロールパネルを使って行います。VMware ACE のエントリには、VMware 
ACE パッケージの作成時にシステム管理者が割当てた名前が使用されてい
ます。 該当するエントリを選択してから [削除 ] をクリックしてください。
後は、画面の指示に従ってください。
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トラブルシューティング
VMware ACE 環境を実行中にトラブルが発生した場合は、システム管理者に
連絡してください。

ホットフィックスをリクエスト
特定の問題が生じた場合、システム管理者に簡単に連絡できる方法、つまり
問題に対するホットフィックスをリクエストできるウィザードを VMware 
ACE が提供します。 

システム管理者がホットフィックス メカニズムを有効にしていれば、その
機能を使って下記の問題を解決することができます。

• パスワードを紛失したり、忘れたりした場合

• VMware ACE 環境の有効期限が切れた場合

• コピー保護が設定されているVMware ACE環境を新しい場所から実行す
る場合

ホットフィックスのリクエストには、どんな問題が発生しているかが自動的
に記録されます。[ホットフィックスのリクエストウィザード ] では、必要
があれば、システム管理者にメッセージを追加することができます。また
ウィザードでは、システム管理者がホットフィックスを送信したり、追加情
報を得るためにエンドユーザーに連絡できるように、名前と電子メールアド
レスを入力するように求められます。

ホットフィックスのリクエストが自動提出されるように、システム管理者が
VMware ACE 環境を構成している可能性があります。自動提出するように設
定されていない場合、あるいは自動提出が上手くいかなかった場合は、ホッ
トフィックスのリクエストをファイルに保存して、そのファイルをシステム
管理者に提出してください。この場合、[ ホットフィックスのリクエスト
ウィザード ] の最終パネルに表示されるファイルへのパスを必ず書き留めて
おいてください。また、システム管理者が準備した、提出時の指示に目を通
しておいてください。ホットフィックスのリクエストファイルを保存するパ
ネルに、このような指示が表示されます。

システム管理者がホットフィックスのリクエストを承認すると、ファイルの
形式でホットフィックスが送信されてきます。ホストコンピュータのデスク
トップやその他の便利な場所にホットフィックスを保存してください。ホッ
トフィックスをダブルクリックすると、それが適用されます。

パスワードを紛失または忘れた場合 ー パスワードを要求するように
VMware ACE が構成されている場合、パスワードが正しく入力されるまで最
大 3回、パスワードの入力を試みることができます。入力したパスワード
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が拒否された場合は、Caps Lock がオンになっていないか確認してくださ
い。 また、設定したパスワードとすべて同じ大文字 /小文字を使用するよう
に気をつけてください。

パスワードを紛失したり、忘れたりした場合は、[ パスワード ] ダイアログ
ボックスの [ ホットフィックスのリクエスト ] ボタンをクリックすると、
[ ホットフィックスのリクエストウィザード ]が起動します。

ホットフィックスのリクエストが承認された場合、システム管理者が新しい
臨時のパスワードを教えてくれます。ホットフィックスの適用後、この臨時
パスワードを使って VMware ACE 環境を実行してください。次に [VMware 
ACE] - [ パスワードの変更 ] を選択して、実際に使用するパスワードを設定
します。

有効期限が切れている VMware ACE 環境 ー 限定された期間のみ稼動す
るように VMware ACE 環境が構成されている場合、有効期限が切れた後に
VMware ACE 環境を実行しようとすると、エラーメッセージが表示されま
す。VMware ACE 環境の使用可能期間を延長するようにリクエストする場合
は、[エラー ] ダイアログボックスの [ホットフィックスのリクエスト ] ボタ
ンをクリックして [ ホットフィックスのリクエストウィザード ] を起動しま
す。

新しい場所からコピー保護された VMware ACE 環境を起動 ー VMware 
ACE 環境にコピー保護機能が適用されてる場合、VMware ACE パッケージの
インストーラがインストールした場所からのみ起動することができます。例
えば別のディレクトリにコピーした場合など、別の場所から起動しようとす
ると、エラーメッセージが表示されます。VMware ACE 環境を別の場所か
ら実行できるようにリクエストする場合は、[ エラー ] ダイアログボックス
の [ ホットフィックスのリクエスト ]ボタンをクリックして [ホットフィッ
クスのリクエストウィザード ] を起動します。 

リセットとパワーオフ
トラブルシューティングの過程で、VMware ACE 環境をリセット、あるいは
パワーオフするようにシステム管理者から求められることがあります。この
ようなコマンドは、VMware ACE メニューから実行できます。[VMware ACE] 
- [ トラブルシューティング ] - [ リセット ] または [VMware ACE] - [ トラブル
シューティング ] - [ パワーオフ後に終了 ] を選択してください。

リセットボタンは、実際のコンピュータでリセットボタンを押した場合と同
じ影響を、VMware ACE 環境に及ぼします。リセットコマンドの発行は、パ
ワーオフしてから即座にパワーオンすることと同じです。
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パワーオフコマンドは、実際のコンピュータをパワーオフした場合と同じ影
響を、VMware ACE 環境に及ぼします。パワーオフコマンドの発行は、パ
ワーオフ後、そのままにしておくことと同じです。さらに、VMware ACE 環
境が終了します。次に VMware ACE 環境を実行すると、VMware ACE 環境内
のオペレーティングシステムが起動する前に数秒、VMware スタートアップ
画面が表示されます。

インストール時のオリジナルの VMware ACE 環境を復元
VMware ACE 環境で重大な問題が発生した場合、環境をオリジナルの状態に
戻すようにシステム管理者から指示される可能性があります。

オリジナルの状態に戻した場合、インストール後に VMware ACE 環境に
行った変更（この環境に保存したデータ、インストールしたソフトウェア、
構成上の変更等）はすべて失われます。このため、システム管理者から指示
があった場合を除いて、通常このアクションを実行しないでください。

インストール時のオリジナルの VMware ACE 環境を復元するには、[VMware 
ACE] - [ トラブルシューティング ] - [ インストールされている <name> の環
境を元に戻す ] を選択してください。ここで、<name>の箇所には、
VMware ACE 環境の名前が入ります。

このメニュー項目は、システム管理者がこの機能を有効にしている場合にの
み利用することができます。
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9 章
仮想ディスクの使用
本章では、ユーザーのニーズに最も適した仮想マシンのハードディスク記憶
装置の構成方法に関して情報を提供していきます。

• 仮想マシンでハードディスク記憶装置を構成 (P.184)

• 仮想ディスクに関する基本情報 (P.184)

• ファイルの格納場所 (P.185)

• 仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.188)

• 仮想マシンにドライブを追加 (P.190)

• 仮想ディスクを仮想マシンに追加 (P.190)

• DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加 (P.192)

• フロッピードライブを仮想マシンに追加 (P.194)

• マルチプロセッサホストでのWindows NTゲストのディスクパフォーマ
ンス (P.196)
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仮想マシンでハードディスク記憶装置
を構成
実際のコンピュータと同様に、VMware ACE 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、及びデータファイルを 1個以上のディス
クに保存します。

[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。 仮想マシンにディスクドライブを追加した
り、仮想マシンからディスクドライブを削除する場合、あるいは既存の
ディスクドライブの設定を変更する場合は、仮想マシン設定エディタ
（[VM] - [ 設定 ]）を使用してください。

ここでは、仮想マシンにハードディスク記憶装置をセットアップする際に指
定できるオプションについて解説していきます。

仮想ディスクに関する基本情報
最も一般的な構成では、VMware ACE の作成する仮想ハードディスクは、通
常ホストコンピュータのハードディスクに保存されているファイルから構成
されます。

仮想ディスクとは、ゲストOSに物理ディスクドライブとして認識される、
1個の、あるいは 1組のファイルです。VMware ACE Manager で作業を行っ
ている間は、ファイルがホストマシンに存在しても、リモートコンピュータ
上に存在していても構いません。ただし、エンドユーザーがパッケージをイ
ンストールする際は、仮想ディスクは常にローカルマシンに格納されます。

仮想マシンに仮想ディスクを構成すると、物理ディスクを再パーティショニ
ングしたりホストを再起動することなく、新しいオペレーティンスシステム
を仮想ディスクにインストールできます。

IDE 仮想ディスクは最大 128GB まで設定可能です。SCSI 仮想ディスクは、
最大 256GB まで設定できます。仮想ディスクのサイズとホストOSの種類
によって、VMware ACE が各仮想ディスクを格納するためのファイルを 1個
あるいは複数個作成します。

デフォルト設定では、仮想ディスクに使用される実際のファイルは、最初は
小さいサイズのファイルとして存在し、必要に応じて設定されている最大サ
イズまで拡大します。このアプローチの最大の利点は、ファイルサイズを小
さく抑えられるという点です。ファイルが小さいと、必要な格納スペースも
少なくてすむため、エンドユーザーに配布するパッケージも小さくなりま
す。また、仮想マシンを新しい場所に移したい場合も、移動が簡単です。た
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だし、この方法で構成されたディスクは、データの書き込みに比較的時間が
かかります。

仮想ディスクは、どのゲストOSを使用している場合でも IDE ディスクに設
定することができます。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をゲストOS が持っている場合は、
SCSI ディスクとして設定することも可能です。どの SCSI アダプタを使用す
るかは、仮想マシンの作成時に決定します。

注意 : SCSI ディスクをWindows XP や Windows Server 2003 の仮想マシンで
使用するには、特別な SCSI ドライバが必要です。これは、弊社 Web サイト
のダウンロードのセクション（www.vmware.com/download) からダウンロード
することができます。新しくインストールしたWindows XP や Windows 
Server 2003 でこのドライバを使用するには、Webサイトの指示に従ってく
ださい。

どちらの種類の仮想ディスクも、両タイプの物理ハードディスクに格納する
ことができます。つまり、IDE 仮想ディスクを構成するファイルは、IDE
ハードディスクにも SCSI ハードディスクにも格納できます。SCSI 仮想ディ
スクを構成するファイルについても同じことが言えます。 これらのファイル
は、DVD-ROMや CD-ROMディスクなどの他の高速アクセス記憶装置に保
存することも可能です。 

ファイルの格納場所

ディスクファイル
仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）では、仮想マシンに構成するディ
スクファイルを選択することができます。

別の場所で作成した仮想ディスクを使用する場合や、自動的に作成された
ディスクファイルを新しい場所に移動する場合、[新規仮想マシンウィザー
ド ] が作成したファイル以外のファイルを選択することができます。

仮想ディスクに使うディスクファイルには、仮想マシンのハードディスクに
書き込んだ情報 ( オペレーティングシステム、プログラムファイル及びデー
タファイル ) が保存されています。仮想ディスクファイルの拡張子は .vmdk
です。

仮想ディスクは、1個あるいは複数の .vmdkファイルから構成されます。

Windows がホストの場合、デフォルトで各仮想ディスクは 1個のファイル
に格納されます。ただし、オプションとして、仮想ディスクを最大 2GBの
ファイルの集合体に分割して構成することも可能です。システム管理者かエ
ンドユーザーが、2GB 以上のファイルをサポートしないファイルシステム
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に仮想ディスクを格納する予定であれば、このオプションを使用してくださ
い。FAT32 ファイルシステムにインストールされる可能性がある仮想マシン
に対しても、このオプションを推奨します。

このオプションは、仮想ディスクの作成時に設定する必要があります。

新しく仮想マシンを作成する場合、[新規仮想マシンウィザード ] で [ カス
タム ] パスを選択してください。仮想ディスクの容量を指定するパネルが表
示されたら、[ディスクを 2GB に分割 ] を選択します。

既存の仮想マシンに仮想ディスクを追加する場合、[ ハードウェア追加ウィ
ザード ] の指示に従ってください。仮想ディスクの容量を指定するパネルが
表示されたら、[ディスクを 2GB に分割 ] を選択します。

ディスクを複数のファイルに分割する場合、仮想ディスクのサイズが大きい
ほど、それを格納する .vmdkファイルの数も増えます。

各ディスクの最初の .vmdk ファイルは、その仮想ディスクを構成する他の
ファイルへのポインタが入っている小さなファイルです。残りの .vmdk 
ファイルには仮想マシンで保存したデータが格納されますが、スペースの一
部は仮想マシンのオーバーヘッドに充てられます。

指定したスペースを仮想ディスクに事前に割り当てるオプションを選択した
場合、仮想ディスクのファイルサイズは固定されており、ほとんどのファイ
ルは 2GBです。 前述したように、最初のファイルは小さく、シリーズ最後の
ファイルも 2GB以下の可能性があります。

指定したスペースを事前に割り当てるオプションを選択しなかった場合、 
データが仮想ディスクに追加されるに従って、 .vmdk ファイルのサイズは
最大 2GBまで拡大します。ただし、最初のファイルのサイズは小さいまま
変わりません。

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
のファイルの内、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。そのディスクに使用する残りのファイル
の名前は、最初のファイル名に基づいて自動的に決定されます。

例えば、デフォルト構成を使用するWindows XP Professional の仮想マシン
で、仮想ディスクのファイルが必要に応じて拡大するオプションを選択した
場合、仮想ディスクは Windows XP Professional.vmdk、Windows XP 
Professional-s001.vmdk、Windows XP Professional-s002.vmdk
といった名前のファイルに格納されます。
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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。ロックファイルを使用しないと、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、常に .vmdkファイルと同じディレクトリに作成されま
す。 

VMware ソフトウェアが使用するロック方法は、Windows ホストと Linux ホ
ストで異なります。このため、2つのプラットフォームで稼動するプログラ
ム間でのファイルの共有は完全に保護されません。Windows ホストと Linux
ホストの両方の VMware 製品ユーザーにファイルを提供する共通のファイ
ルリポジトリを使用する場合、同時に複数のユーザーが同じ仮想マシンを使
用しないように注意してください。

仮想マシンをパワーオフすると、作成されたロックファイルは削除されま
す。ロックファイルを削除できない場合、残ったロックファイルが .vmdk

ファイルの保護を続けます。例えば、仮想マシンがロックファイルを削除す
る前にホストマシンがクラッシュすると、古いロックファイルが残ります。

仮想マシンを再起動した時にまだ古いロックファイルが残っている場合、仮
想マシンはそのロックファイルを削除しようと試みます。まず、ロックファ
イルを使用中の仮想マシンがないかを確認するために、仮想マシンはロック
ファイルの次の点をチェックします。

1. ロックファイルが仮想マシンを実行中のホストで作成されているか。

2. ロックファイルを作成したプロセスが終了しているか。

この 2つの条件が満たされている場合、仮想マシンは失効したロックファ
イルを安全に削除することができます。どちらかの条件が満たされていない
場合は、仮想マシンをパワーオンできないことを告げる警告画面が表示され
ます。ロックファイルを削除しても構わないことがはっきりと分かっている
場合は、手作業でロックファイルを削除してください。Windows ホストの
VMware 製品で作成されたロックファイルのファイル名には .lckの拡張子
が付けられています。
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仮想ディスクの最適化と圧縮
データが追加されると仮想ディスクのサイズが拡大するオプションを選択し
ている場合、このセクションの手順に従って仮想ディスクの最適化と圧縮を
行うことが可能です。

仮想マシンに接続されている仮想ディスクの最適化を行うには、その仮想マ
シンをパワーオフしてから仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を開い
てください。

最適化を行う仮想ディスクを選択してから、[ ディスクの最適化 ] をクリッ
クします。

ディスクの最適化には、かなりの時間を要することがあります。

注意 : 最適化のプロセスには、ホストコンピュータのディスク上に空き作
業領域が必要となります。例えば、仮想ディスクが 1個のファイルに格納
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。

仮想マシンがパワーオンされていれば、VMware Tools コントロールパネル
から仮想ディスクを圧縮できます。スナップショットが存在している場合
は、仮想ディスクの圧縮は行えません。既存のスナップショットを削除する
には、 [ スナップショット ]-[ スナップショットの削除 ]を選択します。

1. Windows ゲストでコントロールパネルを起動するには、システムトレ
イにある VMware Tools のアイコンをダブルクリックするか 、[ スター
ト ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] を選択して、[VMware Tools] を選
択します。

Linux または FreeBSD ゲストでコントロールパネルを起動するには、
root (su -) の権限で vmware-toolboxを実行します。

2. [ 圧縮 ] タブをクリックします。

3. 圧縮したい仮想ディスクを選択してから、[圧縮の準備 ] をクリックし
ます。

圧縮ツールは、仮想ディスクの未使用領域を解放します。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
中の領域を削減することが可能です。

ディスクの圧縮にはかなりの時間を要することがあります。
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一部の構成では、仮想ディスクを圧縮することができません。仮想マシンが
圧縮不可能な構成を使用している場合、[圧縮 ] 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。

最高のディスクパフォーマンスを実現するには、次の 3つの作業を順に
行ってください。

1. 仮想マシン内でディスク最適化ユーティリティを実行します。

2. VMware ACE 最適化ツールを使用します。[VM] - [ 設定 ] を選択し、最適
化する仮想ディスクをリストから選んでクリックしてください。次に、
[ディスクの最適化 ]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。
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仮想マシンにドライブを追加
VMware ACE 仮想マシンでは、最大 4個の IDE デバイスと最大 7個の SCSI
デバイスを使用できます。これは、仮想ハードディスクでも、DVDや CD-
ROMドライブでも構いません。仮想マシンはDVD-ROMディスクからデー
タを読み取ることができますが、 VMware ACE では、仮想マシンでDVDの映
画を再生することはできません。

仮想ディスクを仮想マシンに追加
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。VMware ACE Manager で作業を行う間は、
ファイルがホストマシンに存在しても、リモートコンピュータに存在してい
ても構いません。ただし、エンドユーザーがパッケージをインストールする
際は、仮想ディスクファイルは常にローカルマシンに格納されます。ファイ
ルを格納するディスクが IDE か SCSI かは重要ではありません。仮想 IDE ド
ライブは IDE ドライブにも SCSI ドライブにも格納することができます。 仮
想 SCSI ドライブについても同様です。

新しい仮想ディスクを仮想マシンに追加するには、仮想マシン設定エディタ
（[VM] - [ 設定 ]）を使います。 作業を開始する前に、仮想マシンがオフに
なっていることを確認してください。 オフになっていない場合は、ゲスト
OS を通常の手順でシャットダウンし、 VMware ACE Manager ツールバーの
[ パワーオフ ] をクリックしてください。 

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。

1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開き、[ 追加 ] をクリックし
ます。[ハードウェア追加ウィザード ]を使って、仮想ディスクを作成
していきます。

2. [ ハードディスク ] をクリックしてから [次へ ] をクリックします。

3. [ 新しく仮想ディスクを作成 ] を選択して [ 次へ ] をクリックします。

4. 仮想ディスクを IDE ディスクにするのか SCSI ディスクにするのか選択
してください。

5. 新しい仮想ディスクのサイズを設定します。

必要に応じて、[事前に割り当てる ] を選択してください。 

仮想ディスクの作成時に全スペースを割当てるとパフォーマンスが幾
分向上しますが、仮想ディスクに指定したサイズと同じディスクス
ペースが最初から必要となります。
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このオプションを選択しない場合、仮想 ディスクのファイルは最初は
小さなサイズで存在し、必要に応じて拡大していきます。ただし、こ
こで指定するサイズ以上には拡大できません。

SCSI 仮想ディスクは 2GB ～ 256GB、IDE 仮想ディスクは 2GB ～ 128GB
の範囲内でサイズを指定できます。デフォルトのサイズは 4GBです。

仮想ディスクを 1個の大きなファイルに格納するか、複数の 2GBの
ファイルに分割するかを指定することも可能です。FAT32 ファイルシ
ステムに格納される可能性がある場合は、ディスクを分割することを
お勧めします。

6. 仮想ディスクファイルのファイル名と格納場所は、デフォルトを使用
するか、デフォルトを変更して別の名前やロケーションを使用します。
別のフォルダを検索するには [ 参照 ] をクリックしてください。

仮想ディスクのデバイスノードを指定したい場合は、[詳細 ] をクリッ
クしてください。

詳細設定画面では、ディスクモードも設定できます。 これは、ディスク
が含まれないスナップショットを作成する必要のある特殊な目的を持
つ構成で役に立ちます。スナップショット機能の詳細は、｢スナップ
ショットの使用 (P.200) ｣を参照ください。

普通ディスクはスナップショットの一部として保存されます。通常は、
[独立 ] を非選択状態にし、この設定を使用します。

独立ディスクはスナップショットの一部として保存されません。[独立 ]
を選択した場合、次のオプションを選択できます。

• [ 通常 ] ー 変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれます。

• [ 読み取り専用 ] ー ディスクへの変更は、仮想マシンをパワーオフす
るか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

使用するファイル名と格納場所を指定し、詳細設定画面で必要な選択
を行ったら、[完了 ] をクリックします。

7. 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ので、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。
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DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加
仮想マシンには 1個以上のDVD/CD ドライブを追加することができます。 仮
想マシンの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。

仮想マシンのドライブが ISOイメージに接続されている場合、その ISO イ
メージもエンドユーザーに配布するパッケージに追加されます。

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 としても設定することができます。つまり、ホストコン
ピュータに IDE CD ドライブが構成されていて、それに仮想マシンのドライ
ブを接続する場合、仮想マシンのドライブを SCSI と IDE のいずれにも設定
できます。ホストの物理ドライブが SCSI ドライブの場合も同じことが言え
ます。

DVD/CD ドライブを追加
1. 仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]) を開き、[ 追加 ] をクリックす
ると、[ハードウェア追加ウィザード ] が開始します。

2. [DVD/CD-ROMドライブ ] をクリックしてから、[ 次へ ] をクリックしま
す。

3. 仮想マシンのドライブをホストコンピュータの物理ドライブに接続す
る場合は [ 物理ドライブを使用 ] を、仮想マシンのドライブを ISO イ
メージファイルに接続する場合は [ISO イメージを使用 ] を選択します。

4. 次のいずれかを行ってください。

• [ 物理ドライブを使用 ]を選択した場合は、[自動検出 ]を選んでくださ
い。 

注意 : 特定の物理ドライブを指定する場合、エンドユーザーのコン
ピュータで、指定したドライブ文字に CDドライブが存在しなくては
なりません。

CDドライブが接続した状態で仮想マシンを起動させたくない場合
は、[起動時に接続 ] の選択を解除してください。

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場合
は、[詳細 ] をクリックします。

詳細設定画面では、[ レガシーエミュレーション ] も選択できます。
このオプションは、普通のモードで問題が発生した場合にのみ必要
です。レガシーエミュレーションモードは、普通のモードで提供さ
れる機能をすべてサポートする訳ではありません。レガシーエミュ
レーションモードでは、例えば CDへの保存やマルチセッション CD
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の読み取り、CDからのデジタルオーディオの抽出、DVDの読み取り
/書き込みといったことができません。詳細は、「 DVD及び CDドラ
イブのレガシーエミュレーション (P.193)」をご覧ください。

必要な変更を行ったら、[完了 ] をクリックしてください。

• [ ISO イメージを使用 ] を選択した場合は、イメージファイルのパスと
ファイル名を入力するか、[参照 ] をクリックしてファイルを指定し
ます。

CDドライブが接続した状態で仮想マシンを起動させたくない場合
は、[起動時に接続 ] の選択を解除してください。

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場合
は、[詳細 ] をクリックします。

必要な変更を行ったら、[完了 ] をクリックしてください。

5. ドライバは最初、ゲストOSに IDE ドライブとして認識されるように設
定されます。SCSI ドライブとして認識させたい場合は、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、右の
設定パネルで変更を行います。

DVD及び CDドライブのレガシーエミュレーション
仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）では、仮想マシンに接続されてい
るDVD及び CDドライブに [ レガシーエミュレーション ] オプションが使用
できます。

DVDあるいは CDドライブを使用して、問題が起こった場合は、 [ レガシー
エミュレーション ] を選択してみてください。

レガシーエミュレーションモードでは、 DVD あるいは CDドライブ内のデー
タディスクからの読み取りは可能ですが、一部の機能は利用できません。

[レガシーエミュレーション ]が選択されていない場合、ゲストOS はドラ
イブと直接交信します。この直接交信によって、レガシーエミュレーション
モードでは不可能な機能 (CD/DVD ライターを使用したディスク焼付け、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、ビデオ鑑賞な
ど ) が実現されます。

しかし場合によっては、ゲストOSがドライブと直接交信していると、 DVD
あるいは CDドライブが正常に機能しない時があります。さらに、Rawモー
ドでは正常に機能しないドライブとドライバもあります。 [ レガシーエミュ
レーション ] を選択すれば、これらの問題に対処することができます。
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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は、最大 2個まで仮想マシンに追加することができま
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。

仮想マシンのドライブがフロッピーイメージに接続されている場合、そのフ
ロッピーイメージもエンドユーザーに配布するパッケージに追加されます。

フロッピードライブの追加
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開き、[ 追加 ] をクリックす
ると、[ハードウェア追加ウィザード ] が起動します。

2. [ フロッピードライブ ] をクリックしてから [次へ ] をクリックします。

3. 接続先を指定します。ホストコンピュータの物理フロッピードライブ、
既存のフロッピーイメージファイル、または新しいフロッピーイメー
ジファイルから選択してください。[次へ ] をクリックします。

4. [ 物理フロッピードライブを使用 ] を選択した場合は、ドロップダウン
リストから A:を選択してから、[完了 ] をクリックします。 

注意 : 起動時にフロッピードライブが接続されるように設定したい場合
は、必ずエンドユーザーのフロッピーディスクドライブをホストコン
ピュータのドライブ A: に構成してください。 

[ フロッピーイメージを使用 ] を選択した場合は、使用するフロッピー
イメージファイルのパスとファイル名を入力するか、[ 参照 ] をクリッ
クしてファイルを指定します。次に [ 完了 ] をクリックします。

[空のプロッピーイメージの作成 ] を選択した場合は、デフォルトのパ
スとファイル名を使用するか、新しいパスとファイル名を入力してく
ださい。[参照 ] をクリックすれば、格納場所を指定できます。新規作
成されるフロッピーイメージファイルのパスとファイル名を指定した
ら、[完了 ] をクリックししてください。 

注意 : デフォルトでは、仮想マシンの BIOS で有効なフロッピードライブは
1個だけです。 仮想マシンに２つ目のフロッピードライブを追加する場合は、
仮想マシンウィンドウの内側をクリックし、仮想マシンの起動時に <F2> を
押して、BIOS 設定ユーティリティに入ってください。 メインパネルで [ レガ
シーフロッピーディスク 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種類を選択します。次に
<F10> を押して変更を保存し、BIOS 設定ユーティリティを閉じます。 
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CD-ROMまたはフロッピードライブをイメージファイルに接続
仮想マシン設定エディタを使えば、既存の仮想 CD-ROMやフロッピードラ
イブをイメージファイルに接続することができます。

仮想 CD-ROMドライブは、ISO イメージファイルに接続可能です。

ISO イメージファイルに接続
1. 仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を開いて、イメージファイル
に接続するDVD/CD-ROMドライブを指定してください。

2. [ISO イメージを使用 ] を選択してから、使用するイメージファイルのパ
スとファイル名を入力するか、[参照 ] をクリックしてファイルを指定
してください。

3. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

フロッピーイメージファイルに接続
1. 仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を開いて、イメージファイル
に接続するフロッピードライブを指定してください。

2. 使用するフロッピーイメージファイルのパスとファイル名を入力する
か、[参照 ] をクリックしてファイルを指定してください。

新しくイメージファイルを作成する場合は、[作成 ] をクリックします。
デフォルトのファイル名とフォルダをそのまま使用するか、必要に応
じてデフォルトを変更してください。

3. [ 完了 ] をクリックします。
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マルチプロセッサホストでの
Windows NT ゲストのディスク
パフォーマンス
Windows NT ゲストOSの実行中にディスク入出力のパフォーマンスが予想
以上に遅くなることがあります。この問題は、マルチプロセッサのホストコ
ンピュータ上で IDE 仮想ディスクを使っている仮想マシンに発生します。こ
の I/O 問題は仮想マシンの起動時に特に目立ちます。

注意 : Windows NT ゲスト OSのパフォーマンスは、ホストコンピュータの
ディスクの断片化に影響されることもあります。

パフォーマンスの改善
仮想マシン内の仮想ハードディスクの IDE チャネルでDMA（直接メモリア
クセス）を有効にすれば、パフォーマンスが改善することができます。

仮想ディスクとDVD/CD-ROMがプライマリ IDE コントローラ（チャネル 0）
にマスタとスレーブとして接続されている場合にDMAを有効にするには、
仮想マシンをオフにして、仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を使って
DVD/CD-ROMドライブを IDE 1:0 のセカンダリ IDE コントローラ (チャネル
1) に移動します。

Windows NT のインストール完了後、DMA機能を有効にすることができま
す。これには、 Service Pack 6a をインストールしなければなりません。
Microsoft 社のWeb サイト（support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/

74.ASP ）から DMACHECK.EXEをダウンロードして、実行してください。

IDE コントローラと仮想ディスク用に構成したチャネルに対して [ 有効 ] オ
プションをクリックします。仮想マシンに複数の仮想ディスクを構成し、仮
想DVD/CD-ROMドライブを構成しなかった場合を除き、通常これはチャネ
ル 0のみです。 

上記の注意に記載されているように、仮想 DVD/CD-ROMドライブが接続さ
れている IDE チャネルではDMAを有効にしないでください。
www.vmware.com196

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/74.ASP
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/74.ASP


10 章
仮想マシンの状態を保存
VMware ACE では、2通りの方法で仮想マシンの状態を保存することができ
ます。本章では、ユーザーが状況に応じて適切なアプローチを選択できるよ
うに、それぞれの機能を解説します。

• サスペンドとレジュームの使用 (P.198)

• スナップショットの使用 (P.200)

• スナップショットに保存される内容 (P.201)

• スナップショットの削除 (P.201)

• スナップショットの使用方法 (P.201)

• スナップショットと仮想マシンのハードディスク (P.202)

• スナップショットと仮想マシン内の他のアクティビティ (P.203)
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サスペンドとレジュームの使用
VMware ACE Manager で仮想マシンを実行する際は、サスペンドとレジュー
ム機能を使用することができます。

エンドユーザーに配布するパッケージには、サスペンドした仮想マシンを含
めないでください。

サスペンドとレジューム機能は、仮想マシンを現在の状態のまま保存し、後
で前回のセッション終了時の状態から即座に仮想マシンでの作業を開始した
い場合に最も効果的です。

仮想マシンを一旦レジュームして作業を行うと、サスペンド時の仮想マシン
の状態には再び戻ることができません。

仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し戻りたい場合は、 スナップ
ショットを使用してください。詳しくは「スナップショットの使用 (P.200)」
をご覧ください。

サスペンドやレジュームの実行速度は、仮想マシンの実行中に変更された
データの量によって異なります。一般的に、最初にサスペンドを行う時は、
それ以降のサスペンドよりも時間がかかります。 

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生
成されます。このファイルには、サスペンド時の仮想マシンの状態がすべて
格納されています。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。

仮想マシンのサスペンドは次の手順で行います。

1. 仮想マシンがフルスクリーンモードで実行中であれば、<Ctrl>-<Alt>
キーを同時に押して、ウィンドウモードに戻ります。

2. VMware ACE ツールバーにある [ サスペンド ] をクリックします。

3. VMware ACE がサスペンドを完了したら、VMware ACE を安全に終了す
ることができます。

[ファイル ] - [ 終了 ]

サスペンドした仮想マシンは、次の手順でレジュームします。

1. VMware ACE を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択します。

2. VMware ACE ツールバーにある [ レジューム ] をクリックします。

仮想マシンをサスペンドした時に使用していたアプリケーションがす
べて実行中の状態で、コンテンツもサスペンド時のまま復元されます。
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エンドユーザーのコンピュータでは、ユーザーが VMware ACE ウィンドウ
やツールバーの終了ボタン（右上にある X）をクリックすると、VMware 
ACE が仮想マシンをサスペンドします。また、エンドユーザーが VMware 
ACE を再起動すると、仮想マシンが自動的にレジュームされます。
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スナップショットの使用
VMware ACE Manager から仮想マシンを実行する場合、スナップショット機
能を利用することができます。

エンドユーザーに配布するパッケージには、スナップショットが設定されて
いる仮想マシンを含めないでください。

スナップショット機能は、仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し
戻したい場合に最も効果的です。例えば、仮想マシンでソフトウェアのアッ
プデートをテストする前に、スナップショットを設定しておくことが可能で
す。テストが上手くいった場合は、スナップショットを削除して、行った変
更を基本となる仮想マシンに適用します。テスト中に問題が発生した場合
は、スナップショットまで戻せば、スナップショットを設定した後に行った
変更は全て破棄されます。

単純に仮想マシンを現在の状態のまま保存し、後で前回のセッション終了時
の状態から即座に仮想マシンでの作業を開始したいのであれば、仮想マシン
をサスペンドしてください。詳細は、「サスペンドとレジュームの使用 
(P.198)」をご覧ください。

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
でも設定することができます（仮想マシンのサスペンド操作を実行中の場合
は、サスペンド動作が完了するのを待ってからスナップショットを設定して
ください）。スナップショットは、それを設定した時の仮想マシンの状態を
そのまま記憶します。 その仮想マシンの全ディスク上のデータの状態をその
まま保存し、仮想マシンの電源状態（オン、オフ、サスペンド中）も記憶し
ます。一旦設定したスナップショットには、好きな時に戻すことができま
す。

スナップショットに戻すと、スナップショット設定時以降の変更はすべて破
棄されます。

スナップショットの設定と復元は、VMware ACE ツールバーにある [ スナッ
プショット ] と [ 復元 ] ボタンを使用して行います。

スナップショットは、いつでも新しく作成することができます。新しいス
ナップショットが作成されると、既存のスナップショットは破棄されます。
一度に利用できるスナップショットは１つに限られます。
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スナップショットに保存される内容
スナップショットは、スナップショット設定時の仮想マシンの全状態を記憶
します。スナップショットには次の情報が含まれます。

• 仮想マシンの全ディスクの状態

• 仮想マシンのメモリの内容

• 仮想マシンの設定

スナップショットに戻ると、これらの項目がすべてスナップショット設定時
の状態に戻されます。

スナップショットの削除
仮想マシンがパワーオフされていれば、いつでもスナップショットを削除す
ることができます。スナップショットを削除することにより、仮想マシンの
データが破壊されることはありません。ただし、これによって、スナップ
ショット設定後に行った変更が全て適用されます。例えば、仮想ハードディ
スク上のデータに行った変更が、仮想ディスクファイルに書き込まれます。
変更の適用後は、仮想マシンの実行中に行う変更が随時、恒久的に保存され
ていきます。削除後はスナップショットが存在しないため、以前の状態に戻
ることはできません。

スナップショットを削除するには、仮想マシンをシャットダウンしてからパ
ワーオフし、VMware ACE メニューから [ スナップショット ] - [ スナップ
ショットの削除 ] を選択します。

スナップショットの使用方法
次の例は、スナップショットの最も一般的な使用方法を示したものです。こ
こに記載されている例は、スナップショットを VMware ACE Manager で実
行する場合のみ適用されます。

スナップショットを使用しない場合
スナップショットを使用しない場合、仮想マシンは物理コンピュータと同じ
様に動作します。仮想マシンの実行中に行なった変更はすべて保存され、元
の状態には戻りません。 

スナップショット機能を使用する必要がない場合は、仮想マシンにスナップ
ショットを設定しないことをお勧めします。設定しない方が、パフォーマン
スは向上します。仮想マシンにスナップショットが設定されていない状態に
するには、[スナップショット ] - [ スナップショットの削除 ]を選択します。 
スナップショットを削除したら、その仮想マシンのスナップショット機能を
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無効にすることができます。[VM] - [ 設定 ] - [ スナップショット ]を選択して
から、[スナップショットを無効にする ] を選択してください。

リスクの高い変更を行なう場合
仮想マシン内でリスクの高い変更 ( 例えば新しいソフトウェアのテストや
ウィルスの検証 ) を行なう場合、変更を行なう前にスナップショットを設定
します。トラブルが発生しても、[復元 ] ボタンをクリックすれば スナップ
ショットを設定した時点まで仮想マシンを戻すことができます。

変更を行なっても問題が何も生じなかった場合は、新しくスナップショット
を設定すれば仮想マシンの新しい状態を保護することができます。スナップ
ショットは一度にひとつしか設定できません。このため、新しくスナップ
ショットを設定すると既存のスナップショットは失われます。既存のスナッ
プショットが上書きされても、データは失われません。例えば、仮想ハード
ディスクのデータに行われた変更が、仮想ディスクファイルに書き込まれま
す。

仮想マシンを同じ状態から繰り返しスタートさせる場合
パワーオフする度に、仮想マシンがスナップショットに戻るように設定する
ことが可能です。そのためには [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナップ
ショット ] を選択し、[ パワーオフをした時 ]の箇所から [ スナップショット
に戻る ] を選択してください。 仮想マシンをサスペンド状態で起動するには、
仮想マシンをサスペンドしてからスナップショットを設定します。同様に、
仮想マシンをオン、あるいはオフの状態で起動させたい場合は、仮想マシン
を希望する状態にしてからスナップショットを設定してください。 

スナップショットと仮想マシンのハードディスク
スナップショットが存在する時に仮想マシンがデータをディスクに保存しよ
うとすると、データは一組の Redo ログファイルに書き込まれます。 これら
のファイルは、ファイル名に .REDOという拡張子が付けられており、該当
する仮想マシンのワーキングディレクトリに保存されています。

新しく保存されるデータは、スナップショットに関連する以下の操作が実行
されるまで、Redo ログファイルに蓄積されます。 

• スナップショットを削除 ー スナップショットを削除すると、Redo ログ
ファイルに蓄積されている変更が、ベースディスク（仮想ディスクか
物理ディスク、仮想マシンのハードディスク構成によって異なります）
に恒久的に書き込まれます。
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• スナップショットまで戻る ー スナップショットまで戻ると、Redo ログ
ファイルの内容は破棄されます。その後に追加された変更は、再び
Redo ログファイルに蓄積されます。

• スナップショットを新しく設定 ー 仮想マシンに既にスナップショット
が存在している時にスナップショットを設定すると、Redo ログファイ
ルに保存されている変更はベースディスクに恒久的に書き込まれます。
その後に追加された変更は、再び Redo ログファイルに蓄積されます。 

スナップショットと仮想マシン内の他のアクティビティ
スナップショットを設定する際は、その仮想マシンで他にどのようなアク
ティビティが行われているか、スナップショットまで戻した時にどのような
影響が生じるかに注意しなければなりません。一般的にスナップショットの
設定は、仮想マシン内のアプリケーションが別のコンピュータと通信を行っ
ていない時に行うことをお勧めします。

仮想マシンが別のコンピュータと通信している場合、特にそれが実稼動環境
であれば、問題の起きる可能性も大きくなります。

例えば、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
している時にスナップショットを設定した場合、スナップショットの設定後
も仮想マシンはファイルのダウンロードを続行し、その進捗状況をサーバに
報告します。この時にスナップショットまで戻ると、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てしまいます。

あるいは、仮想マシン内のアプリケーションが別のマシンにあるデータベー
スへトランザクションを送信中にスナップショットを設定した場合、そこで
スナップショットまで戻ると ( 特に、トランザクションが開始されている
が、適用されていない時 )、データベースが混乱することが予想されます。
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11 章
仮想マシンのネットワーク構成
VMware ACE は、多様な構成を実現する仮想ネットワークコンポーネントを
提供しています。

[新規仮想マシンウィザード ]で [ 標準 ] パスを選択して仮想マシンを新規作
成すると、ウィザードが仮想マシンにブリッジネットワークを設定します。
一方、[カスタム ] セットアップパスを選択すれば、一般的な構成としてブ
リッジネットワーク、NAT ( ネットワークアドレス変換 ) 、またはホストオ
ンリーネットワークを選択することができます。ウィザードでネットワーク
構成を選択すると、仮想マシンが適切な仮想ネットワークに接続されます。 

Windows がホストの場合、VMware ACE のインストール時に、あらゆる
ネットワーク構成に必要なソフトウェアがインストールされます。 

この章では、最初に VMware ACE 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。その後は、ネッ
トワーク機能に関する詳しい説明を行います。

エンドユーザー向けに作成した仮想マシンでは、NAT か DHCP サーバが提
供する IP アドレスを使ったブリッジネットワークを使用する可能性が最も
高くなります。
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• 仮想ネットワークのコンポーネント (P.207)

• 一般的なネットワーク構成 (P.209)

• ブリッジネットワーク (P.209)

• NAT（ネットワークアドレス変換） (P.210)

• ホストオンリーネットワーク (P.211)

• ネットワーク構成の変更 (P.213)

• 仮想ネットワークアダプタの追加と変更 (P.213)

• NAT の概念 (P.214)

• NAT の使用 (P.214)

• ホストコンピュータとNAT ネットワーク (P.214)

• NAT ネットワーク上のDHCP (P.215)

• NAT ネットワーク上のDNS (P.215)

• NAT ネットワークから外部へのアクセス (P.216)

• NAT を使用する際の注意点 (P.216)

• NetLogon で NAT を使用 (P.217)
www.vmware.com206



第 1 1 章  仮想マシンのネットワーク構成
仮想ネットワークのコンポーネント
仮想スイッチ ー 物理スイッチと同様に、仮想スイッチは他のネットワーク
コンポーネント同士を接続します。VMware ACE ソフトウェアは、必要に応
じて最大 9個まで仮想 スイッチを作成します。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。

一部のスイッチとそのスイッチに関連付けられたネットワークは、デフォル
トで特定の構成に使用されます。ブリッジネットワークは通常 VMnet0 を使
用し、NAT ネットワークはデフォルトで VMnet8 を使用します。残りは単に
VMnet2、 VMnet3、VMnet4、VMnet5、 VMnet6、VMnet7 と呼ばれます。

仮想マシンをスイッチに接続するには、仮想マシン設定エディタで接続した
い仮想ネットワークアダプタを選択し、そのアダプタが指定した仮想ネット
ワークを使用するように構成してください。

ブリッジ ー ブリッジを使用すれば、ホストコンピュータが使用する LAN
に仮想マシンを接続することができます。ブリッジは、仮想マシンの仮想
ネットワークアダプタをホストコンピュータの物理イーサネットアダプタに
接続します。

ブリッジは VMware ACE のインストール時に読み込まれます。ブリッジ
ネットワークを使用する仮想マシンを新しく作成すると、ブリッジが自動的
にセットアップされます。

ホスト仮想アダプタ ー  ホスト仮想アダプタは、ホストOSに「VMware 
Virtual Ethernet Adapter」という名で認識される仮想イーサネットアダプタ
です。 このアダプタは、ホストコンピュータとホスト上の仮想マシンとの通
信を可能にします。ホスト仮想アダプタはNAT 構成で使用されます。

ホスト仮想アダプタは、外部ネットワークには接続されません。

ホスト仮想アダプタを作成するソフトウェアは、VMware ACE のインストー
ル時にインストールされます。その後ホストコンピュータを起動すると、ホ
スト仮想アダプタが自動的に生成されます。

必要があれば、ホスト仮想アダプタを追加設定することが可能です。

NAT デバイス ー NAT（ネットワークアドレス変換）デバイスは、1つしか
ない物理ネットワークの IP ネットワークアドレスをホストコンピュータが
使用している場合に、仮想マシンを外部ネットワークと接続するために使用
します。NAT を使えば、例えばホストコンピュータのダイヤルアップ接続
あるいはホストのイーサネットアダプタやワイヤレスイーサネットアダプタ
を利用して、仮想マシンをインターネットに接続することができます。NAT
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は、トークンリングや ATMといった非イーサネット ネットワークへの接続
が必要な場合にも便利です。

NAT デバイスは、VMware ACE のインストール時に自動的にセットアップさ
れます。

DHCP サーバ ー DHCP（ダイナミックホスト構成プロトコル） サーバは、
NAT 構成等、外部ネットワークにブリッジされていない仮想マシンに IP
ネットワークアドレスを提供します。

パケットフィルタ ー パケットフィルタは、VMware ACE のネットワーク検
疫機能をサポートしており、これを使って、厳密にどのマシンやサブネット
へのアクセスを仮想マシンに許可するかを指定することができます。

ネットワークアダプタ ー [[ 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する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。ネットワークアダプタは、ゲス
トOSに AMD PCNET PCI 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って、各仮想マシンに 3つまで仮想ネット
ワークアダプタを作成し、構成することができます。
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一般的なネットワーク構成
ここでは、[新規仮想マシンウィザード ] または仮想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自動的にセットアップされる
ネットワーク構成を説明します。 

各例では 1台の仮想マシンしか表示されていませんが、実際は複数台の仮
想マシンを同じ仮想イーサネットスイッチに接続することができます。

ブリッジネットワーク

ブリッジネットワークは、ホストコンピュータのイーサネット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。

ブリッジネットワークは、[新規仮想マシンウィザード ] で [ ブリッジネッ
トワークを使用 ] を選択すると、 あるいはウィザードで [ 標準 ] セットアッ
プパスを選択すると、自動的にセットアップされます。

通常、ホストコンピュータがイーサネット ネットワークに接続されている
場合、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。Windows ホストでは、ブリッジネットワークを利用して無
線 /有線いずれのネットワークにも接続することができます。一般的に、仮
想マシンが企業の内部ネットワークに接続される場合、ブリッジネットワー
クは最も適したネットワークオプションといえます。

ブリッジネットワークを使用する場合、仮想マシンは接続されるネットワー
クに独自の ID を持たなければなりません。 例えば 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。仮想マシンが利用できる 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関する質問は、シ
ステム管理者に尋ねてください。一般的に 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てくるか、ゲスト

ホスト
イーサネット
アダプタ

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet0)

仮想ブリッジ
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OS に手作業で設定するかのどちらかです。一般的に、リモートロケーショ
ンに仮想マシンを配布する場合は、NAT が最も適したオプションです。

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、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
識して接続します。

[新規仮想マシンウィザード ] で別のネットワーク構成を選択した場合でも、
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を使って、後でブリッジネットワー
クに変更することが可能です。詳しくは、「ネットワーク構成の変更 
(P.213)」を参照してください。

NAT（ネットワークアドレス変換）

NATでは、ホストマシンの IPアドレスを使って 仮想マシンがネットワークリソースにアクセ
スします。

NAT 接続は、[ 新規仮想マシンウィザード ] の [ カスタム ] パスで [NAT を使
用 ] を選択すると、 自動的にセットアップされます。

ホストコンピュータのダイヤルアップネットワーク接続やブロードバンド接
続を利用してインターネットや他の TCP/IP ネットワークに接続したいけれ
ども、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
は、一般的にNAT が 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。

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。

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、ホストコンピュータに独立したプライベートネット
ワークが設定され、仮想マシンはそのネットワーク上のアドレスを VMware

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet8)

NATデバイス

DHCPサーバー

ネットワーク
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仮想 DHCP サーバから与えられます。仮想マシンと外部ネットワーク間の
ネットワークデータのやり取りは、VMware NAT デバイスを通じて行われま
す。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送られてくるデータパケット
を的確に識別し、該当する仮想マシンに送信します。

NAT を選択すると、外部ネットワーク上の他のマシンに接続するために、
仮想マシンは多様な標準 TCP/IP プロトコルを使用できるようになります。
例えば、HTTP を使ってWebサイトを検索したり、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。デ
フォルト構成では、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、例えば仮想
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。 

[ 新規仮想マシンウィザード ] で別のネットワーク構成を選択した場合でも、
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を使って、後でNAT に変更するこ
とが可能です。詳しくは、 「ネットワーク構成の変更 (P.213)」を参照してく
ださい。

ホストオンリーネットワーク

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、[新規仮想マシンウィザード ] で [ ホスト
オンリーネットワークを使用 ] を選択すると、 自動的にセットアップされま
す。ホストオンリーネットワークは、ホストOSが認識できる仮想イーサ
ネット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ネット
ワーク接続を実現します。このアプローチは、独立し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。

ホスト仮想 
アダプタ

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet1)

DHCPサーバー
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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、プライベートな TCP/IP ネットワークに接続されます。このネット
ワーク上のアドレスは、VMware DHCP サーバから与えられます。

[ 新規仮想マシンウィザード ] で別のネットワーク構成を選択した場合でも、
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を使って、後でホストオンリーに変
更することが可能です。詳しくは、「ネットワーク構成の変更 (P.213)」を参
照してください。

ルーティングと接続の共有
ホストコンピュータに適切なルーティングあるいはプロキシソフトウェアを
インストールすれば、ホスト仮想イーサネットアダプタとホストコンピュー
タ上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。こうすれば、
例えば仮想マシンをトークンリングや他の非イーサネットネットワークに接
続できるようになります。

Windows 2000、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の構成に関する詳細は、Windows のドキュメントを参
照ください。 
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ネットワーク構成の変更
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を使って仮想マシンに仮想イーサ
ネットアダプタを追加し、既存のアダプタの構成を変更することができま
す。

仮想ネットワークアダプタの追加と変更
新しい仮想イーサネットアダプタは、次の手順で追加できます。

1. アダプタを追加する仮想マシンを指定し、パワーオフされていること
を確認しておいてください。

2. 仮想マシン設定エディタ （[VM] - [ 設定 ]）を起動します。

3. [ 追加 ] をクリックします。

4. [ ハードウェア追加ウィザード ]が起動しますので、 [ ネットワークアダ
プタ ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

5. [ ブリッジ ]、[NAT] または [ ホストオンリー ] のネットワークタイプか
ら使用する構成を選択します。

6. [ 完了 ] をクリックすると、新しいアダプタが追加されます。

7. [OK] をクリックして構成を保存し仮想マシン設定エディタを終了しま
す。

既存の仮想ネットワークアダプタの構成を変更するには、次の手順に従って
ください。

1. 仮想マシン設定エディタ （[VM] - [ 設定 ]）を起動します。

2. 変更するアダプタを選択します。

3. [ ブリッジ ]、[NAT] または [ ホストオンリー ] のネットワークタイプか
ら使用する構成を選択します。

4. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

5. ゲストOSが新しいネットワークで正しい IP アドレスを使用するよう
に構成されているか確認してください。ゲストがDHCP を使用してい
る場合、リースを一旦解放してから取得し直してください。IP アドレ
スを静的に設定した場合は、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てください。
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NAT の概念 
ネットワークアドレス変換つまりNAT は、ホストで使用可能なほとんどあ
らゆる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簡単な方法を提供します。
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 が効果的で
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。

NAT はホストのネットワークリソースを使用して外部ネットワークに接続
します。このため、NAT 接続を利用すれば、ホストがアクセス可能なあら
ゆる TCP/IP ネットワークリソースを使用することができます。

NAT の最大の利点は、透過性が高く、簡単な構成で仮想マシンをネット
ワークリソースにアクセスさせることができる点にあります。 

NAT の使用
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。

ホストコンピュータとNAT ネットワーク
ホストコンピュータはNAT ネットワーク上に 1個のホスト仮想アダプタを
持ちます。このアダプタを使って、ホストと仮想マシンがファイルの共有等
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の目的で互いに通信することができます。NAT 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 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、 VMware ACE のインストール
時にDHCP サーバが自動的にインストールされます。このため、NAT デバ
イスを使ってネットワーク上で稼働する仮想マシンは、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 サーバは、<net>.128 ～ <net>.254 の範囲で 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
割り当てあられたネットワーク番号のことです。VMware ACE は NAT ネッ
トワークには常にクラス C アドレスを使用します。<net>.3 ～ <net>.127 の
IP アドレスは、静的な IP アドレスに使用することができます。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。

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
が自動的に稼働できるようにその他の構成情報も送信します。デフォルトの
ゲートウェイやDNS サーバなどがその情報に含まれます。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。 これによって、
外部ネットワークに送信される全 IP パケット及び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デバイスは実際はDNSプロキシで、単に仮想マシンから
のDNSリクエストをホストが認識するDNSサーバに転送しているだけです。
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自体は、DNS でアクセスす
ることができません。NAT ネットワークで稼働する仮想マシンがDNS 名で
互いにアクセスするようにしたい場合は、プライベートなDNS サーバを
NAT ネットワークに接続して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
一般的に、仮想マシンからネットワーク接続を開始する場合は、NAT ネッ
トワークの仮想マシンは TCP か UDP を使ったあらゆるプロトコルを自動的
に使用することができます。 これは、Web検索、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
デバイスにビルトインされているため、FTP や ICMP エコー（PING）が NAT
を通じて完全に透過性に機能します。

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 を使って、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信 /受信することができます。

このような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
間のマッピングを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、このマッピング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一切気が付かない内に、この操作は行われます。 仮
想マシンが外部ネットワークにアクセスするのに特別な作業は必要ありませ
ん。

外部ネットワークからNAT ネットワークの仮想マシンに対して開始される
ネットワーク接続では、状況が異なります。

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。NAT ネットワーク外部から開始されるネットワーク接続は
透過的ではありません。

Windows の OS や Samba が使用するタイプのファイル共有は、NAT ネット
ワークのコンピュータ間（仮想マシン及びホストコンピュータ）でも利用で
きます。ネットワークでWINS サーバを使用している場合、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る限り、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。

 NAT を使用する際の注意点
NAT では仮想マシンから送信 /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
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ます。弊社の検証では、ダイヤルアップ接続とDSL 接続ではあまりパ
フォーマンスが低下せず、残りもほとんどが VVMware ACE で使用するのに
十分なパフォーマンスを示しました。

NAT は完全に透過的なわけではありません。NAT デバイスを手作業で構成
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がある一部の TCP 及び UDP プロトコル（例えば一部の
ピア・ツー・ピア アプリケーション）が自動的に動作せず、まったく使用
できないものもあるかもしれません。

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するこ
とができるため、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。ただし、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することができません。

NetLogon で NAT を使用
Windows ホスト上で稼働するWindows ゲストの仮想マシンで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 の
ドメインにログインすることができます。これによって、ドメイン内の
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
うに仮想マシンを設定する方法のみを説明します。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ためには、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。仮
想マシンは、2つの方法でWINS サーバに接続することができます。

• 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
続することができます。このアプローチは、既にホストにWINS サーバ
が設定されている場合にのみ有効です。

• WINS サーバがホストに設定されていない場合に仮想マシンから接続す
るには、WINS サーバの IP アドレスを手作業で入力します。
217



VMware ACE システム管理者向けマニュアル
NAT を使用して、ホストに設定されている既存のWINS サーバに接続 
この方法では、同じワークグループかドメインのWINS サーバがホストに
セットアップされていなければなりません。次の手順では、Windows XP / 
2000/Server 2003 を例に説明を行っています。Windows NT、Windows Me
及びWindows 9x がゲストの場合も、同様の作業を行います。

1. 仮想マシン内の [ マイネットワーク ] を右クリックし、[ プロパティ ]
を選択します。

2. [ ネットワークの接続 ] 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、[プロパティ ] を選択します。

3. [ プロパティ ] ダイアログで [Internet Protocol (TCP/IP)] 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 ] ダイアログの [ 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 [DHCP Server から
NetBIOS 設定を使う ] 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 アドレスを手作業で入力
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セットアッ
プされていない場合は、この方法で接続します。

1. 仮想マシン内の [ マイネットワーク ] を右クリックし、[ プロパティ ]
を選択します。

2. [ ネットワークの接続 ] 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、[プロパティ ] を選択します。

3. [ プロパティ ] ダイアログで [Internet Protocol (TCP/IP)] 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 ] ダイアログの [ 詳細設定 ] をクリックします。

5. [WINS] タブをクリックし、[ 追加 ] をクリックします。

6. [TCP/IP WINS サーバ ] ダイアログボックスの [WINS サーバ ] の箇所に
WINS サーバ向けの IP アドレスを入力し、[OK] 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。

仮想マシンから接続するWINS サーバそれぞれに対して、ステップ 5～
6を繰り返します。

7. [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。
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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 を使っ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。

例えば、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に対する Administrator のユーザー ID とパスワード
が必要になります。

注意 : 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。
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12 章
ビデオ及びサウンドの構成
本章では、VMware ACE にビデオディスプレイとサウンドを構成する際に必
要な情報を提供します。

• 仮想マシンに画面の色を設定 (P.222)

• ホストの画面の色の設定を変更 (P.222)

• 仮想マシンの画面の色の設定を変更 (P.222)

• サウンドの構成 (P.224)

• Windows 9x及びWindows NTゲストOSにサウンドドライバをインス
トール (P.224)
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仮想マシンに画面の色を設定
ゲストOS内で利用できる画面の色数は、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 (16 有効ビット )

• 32 bpp (24 有効ビット）

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数が設定されたゲストOSを実行しよう
とすると、様々な問題が発生します。例えば、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。

問題が発生した場合、ホストで利用できる色数を増加させるか、ゲストで使
用する色数を減らしてください。

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数を使用し
てください。

ホストの画面の色の設定を変更
ホストOSの色の設定を変更する場合は、まずゲストOSをシャットダウン
してから仮想マシンをオフにし、VMware ACE Manager または VMware ACE
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、VMware ACE Manager
または VMware ACE と仮想マシンを再起動します。

仮想マシンの画面の色の設定を変更
ゲストOSの色の設定を変更する場合、使用しているホストとゲストの組み
合せによって手順が異なります。
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通常の手順でゲストOSの画面の色の設定を変更します。Windows ゲスト
では、[ 画面のプロパティ ]コントロールパネルに、サポートされている設
定だけが表示されます。

Linux か FreeBSD がゲストの場合、Xサーバを開始する前に色深度を変更す
るか、あるい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。
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サウンドの構成
VMware ACE 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 2000、
Windows XP、Windows Server 2003 及び Linux のゲストOSでサウンドをサ
ポートしています。VMware ACE のサウンドデバイスはデフォルトでは有効
になっています。

サウンドとして、PCM ( パルスコードモジュール )入出力がサポートされて
います。 例えば、.wavファイル、MP3オーディオ、Real Media オーディオ
を使用することができます。Windows ゲストからのMIDI 出力はWindows
ソフトウェアシンセサイザを使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。また、Linux ゲストではMIDI はサポートされませ
ん。

Windows 2000、Windows XP 及び最近の Linux ディストリビューションのほ
とんどが自動的にサウンドデバイスを検出し、 それに合ったドライバをイン
ストールします。

Windows 9x 及びWindows NT ゲスト OSにサウンド
ドライバをインストール
Windows 95、Windows 98、Windows 98SE 及びWindows NT 4.0 には、
Sound Blaster AudioPCI アダプタ向けのドライバは搭載されていません。 こ
のようなゲストOSでサウンドを使用するには、 Creative Labs 社のWebサ
イト (www.creative.com) 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、世界中の様々な地域を対象として多くの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
AudioPCI が含まれています。
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13 章
デバイスを仮想マシンに接続
本章では、各種デバイスの仮想マシンでの使用方法を説明します。

• パラレルポートの使用 (P.227)

• パラレルポート (P.227)

• ゲストOSへのインストール (P.227)

• Iomega Zip ドライブに関する注記 (P.228)

• シリアルポートの使用 (P.229)

• ホストコンピュータでシリアルポートを使用 (P.229)

• ホストコンピュータ上のファイルを使用 (P.230)

• ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続 (P.230)

• 2 台の仮想マシンを接続 (P.231)

• 上級者用特殊構成オプション (P.233)
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• 仮想マシンでUSB デバイスを使用 (P.235)

• VMware ACE での USB サポートに関する注記 (P.235)

• USB コントローラの有効化 /無効化 (P.235)

• USB デバイスの接続 (P.235)

• Windows ホストでのUSB の使用 (P.236)

• Windows 2000 ホストでUSB 2.0 ドライバを変更 (P.236)

• Administrator 以外のユーザーによるUSB デバイスのインストール 
(P.237)

• USB デバイスのコントロール (P.237)

• 仮想マシンからUSB デバイスを切断 (P.238)

• ヒューマンインターフェイス デバイス (P.238)
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パラレルポートの使用
VMware ACE は、双方向 PS/2 スタイルのポートの部分的なエミュレーショ
ンをサポートしています。

パラレルポート
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多
様なデバイスに利用されます。

VMware ACE は、PS/2 ハードウェアの最も一般的に使用される機能をエ
ミュレーションします。ただし、物理ポートに接続されているデバイスから
の割り込み要求は、仮想マシンには伝達されません。また、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
もできません。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。 

ゲストOSへのインストール
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、インストール時にパラレルポートを自動検出し、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OS
は、ブート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OSもあります。 

仮想マシンの構成にパラレルポートを追加するには、仮想マシンをパワーオ
フした状態で、VMware ACE Manager で次の作業を実行してください。

1. 仮想マシン設定エディタを開きます。

[VM] - [ 設定 ]

2. [ 追加 ] をクリックして、[ ハードウェア追加ウィザード ] を開始しま
す。

3. [ パラレルポート ] を選択してから [次へ ] をクリックします。

4. 物理パラレルポートを使用するか仮想パラレルポートをファイルに接
続するかを指定します。

5. [ 物理ポートを使用 ]を選択した場合、エンドユーザーのホストマシン
で使用するポートをドロップダウンリストから選択してください。

[出力ファイルを使用 ]を選択した場合、パスとファイル名を入力する
か、あるいはファイルの場所を検索します。
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[ デバイスのステータス ] のデフォルト設定は [起動時に接続 ] になっ
ています。この設定の選択を解除したい場合は、チェックボックス内
からチェックマークを外してください。

[完了 ] をクリックします。

Windows 95/98ゲストでは、新しくポートを追加した後に、ゲストOSの [新
しいハードウェアの追加 ]ウィザード（[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 ]）を実行して、Windows に新しいデ
バイスを検出させます。

Iomega Zip ドライブに関する注記
Windows 95/98 で Iomega Zip ドライブの旧式のドライバを使用すると、
ブート時やインストール時に ゲストOS が断続的にロックされる可能性があ
ります。最新の Iomega ドライバの信頼性は検証済です。最新のドライバ
は、次のURL からダウンロードできます。
www.iomega.com/software/index.html 
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シリアルポートの使用
VMware ACE の仮想マシンには、最大 4つの仮想シリアルポートをセット
アップできます。このようなシリアルポートは、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、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
間を接続

また仮想マシンをパワーオンした時にシリアルポートを接続するかどうかも
指定できます。

ホストコンピュータでシリアルポートを使用
ホストコンピュータの物理シリアルポートを使用するように、仮想マシンの
仮想シリアルポートを設定することが可能です。このような設定は、例えば
モデムや携帯用デバイスを仮想マシンで使用する必要がある場合に便利で
す。

ホストコンピュータの物理シリアルポートに接続する仮想シリアルポート
は、次の手順でインストールします。

1. 仮想マシン設定エディタを開きます（[VM] - [ 設定 ]）。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加ウィザード ] を開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [次へ ] をクリックします。

4. [ ホストの物理シリアルポートを使用 ]を選択し、[ 次へ ] をクリックし
ます。

5. 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。デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定さ
れています。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[詳細 ] をクリックしてください。これは、主にシリアル接続で
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。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.233)」をご覧くださ
い。

6. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マシン設定エディ
タを終了します。

7. 仮想マシンをパワーオンします。
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ホストコンピュータ上のファイルを使用
ホストコンピュータ上のファイルに出力するように、仮想マシンの仮想シリ
アルポートを設定することが可能です。このような設定は、例えば仮想マシ
ンで起動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た
り、ゲストからホストに素早くファイルを転送したりする必要がある場合に
便利です。

ホストコンピュータのファイルに接続する仮想シリアルポートは、次の手順
でインストールします。

1. 仮想マシン設定エディタを開きます（[VM] - [ 設定 ]）。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加ウィザード ] を開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [次へ ] をクリックします。

4. [ ファイルに出力 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5. 仮想シリアルポートの出力を記録するのに使用するホストコンピュー
タのファイルを指定します。デフォルトで、デバイスステータスは [起
動時に接続 ] に設定されています。この設定は、必要に応じて解除する
ことができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[詳細 ] をクリックしてください。これは、主にシリアル接続で
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。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.233)」をご覧くださ
い。

6. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マシン設定エディ
タを終了します。

7. 仮想マシンをパワーオンします。

ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続
仮想マシンの仮想シリアルポートをホストコンピュータのアプリケーション
に接続するように設定することが可能です。このような設定は、例えばホス
ト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したい場合に便利です。

ホスト上のアプリケーションと仮想マシン間に直接シリアル接続をインス
トールするには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開きます。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加ウィザード ] を開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [次へ ] をクリックします。
www.vmware.com230



第 1 3 章  デバイスを仮想マシンに接続
4. [ 名前付きパイプに出力 ]を選択してから [次へ ] をクリックします。 

5. デフォルトのパイプ名を使用するか、別の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￥を頭に付けてください。

6. [ 名前付きパイプはサーバです ]か [ 名前付きパイプはクライアントで
す ] を指定します。一般的に、仮想マシン側から最初に接続を開始する
予定であれば、[名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

7. [ 接続先はアプリケーションです ]を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定されてい
ます。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[詳細 ] をクリックしてください。これは、主にシリアル接続で
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。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.233)」をご覧くださ
い。

9. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックして仮想マシン設定エディ
タを終了します。

10. ホストコンピュータ上で、仮想マシンと通信させるアプリケーション
が同じパイプ名を使うように構成してください。

11. 仮想マシンをオンにします。

2 台の仮想マシンを接続
2 台の仮想マシンの仮想シリアルポート間が接続するように設定を行うこと
が可能です。このような設定は、例えば一方の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、もう 1台の仮想マシンのアプリケーショ
ンを利用して記録したい場合に便利です。

2台の仮想マシン（サーバとクライアント）をつなぐ直接シリアル接続をイ
ンストールするには、次の手順に従ってください。

サーバ仮想マシンでの操作
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開きます。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加ウィザード ] を開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [次へ ] をクリックします。

4. [ 名前付きパイプに出力 ]を選択してから [次へ ] をクリックします。
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5. デフォルトのパイプ名を使用するか、別の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￥を頭に付けてください。

6. [ 名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

7. [ 接続先は仮想マシンです ]を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定されてい
ます。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[詳細 ] をクリックしてください。これは、主にシリアル接続で
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。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.233)」を参照くださ
い。

9. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックして仮想マシン設定エディ
タを終了します。

クライアント仮想マシンでの操作
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開きます。 

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加ウィザード ] を開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [次へ ] をクリックします。

4. [ 名前付きパイプに出力 ] を選択します。 

5. デフォルトのパイプ名を使用するか、別の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￥を頭に付けてください。サーバとクライア
ントには同じパイプ名を使用してください。

6. [ 名前付きパイプはクライアントです ]を選択します。

7. [ 接続先は仮想マシンです ]を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定されてい
ます。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[詳細 ] をクリックしてください。これは、主にシリアル接続で
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。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.233)」を参照くださ
い。
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9. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックして仮想マシン設定エディ
タを終了します。

上級者用特殊構成オプション
仮想マシンとホスト間あるいは 2台の仮想マシン間をシリアル接続する際
に、2つの特殊な構成オプションを利用することができます。これらのオプ
ションは、シリアル接続で通信するデバッグツールを使用する開発者に主に
利用していただくことができます。

デバッグ中の CPUパフォーマンスの改善
この最初のオプションは、仮想マシン設定エディタで設定します。 この設定
は、ゲストOSがシリアルポートを割り込みモードではなくポーリングモー
ドで実行している場合、効果的です。ポーリングモードでは仮想マシンが必
要以上に CPU時間を消費し、ホストや他のゲストの実行速度が低下してし
まいます。 

ホスト上のアプリケーションのパフォーマンスを通常の状態に戻すには、仮
想マシン設定エディタで該当する仮想シリアルポートを選択し、
[ポーリングで CPUを放棄する ] チェックボックスをチェックします。この
構成オプションは該当する仮想マシンに、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。

シリアル接続の入力スピードの変更
2 つ目のオプションを利用するには、仮想マシンをオフにして VMware ACE 
Manager ウィンドウを閉じてから、テキストエディタを使って仮想マシン
の構成ファイルに次の行を追加する必要があります。

serial<n>.pipe.charTimePercent = <x> 

このオプションは、パイプを使った仮想マシンへのシリアル接続で最大限の
スピードを引き出したい場合に有効です。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。

<n>はシリアルポートの番号で、０から始まります。つまり、最初のシリア
ルポートは serial0となります。

<x>には正の整数が入ります。 この数字で、ゲストOSのシリアルポートにデ
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文字を転送する
か指定します。例えばこれを 200 に設定すると、ポートは文字の転送に倍
の時間をかけ、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。一方で 50 に設定すると、ポートが文字の転送にかける時間が半分に
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短縮されます。つまり、データの送信が倍の速度で行われるように強制され
ます。

まずはゲスト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てください。

シリアルポートの速度をゲストOSで適切に設定したら、このオプションで
調整を行ってください。まず 100 から始めて、接続が正確に動作する範囲
内で最高の速度を達成するように数を徐々に減らしていきます。 
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仮想マシンでUSBデバイスを使用
VMware ACE は、2ポートのUSB 1.1 コントローラを提供しています。この
ため、 ホストOS とゲストOS が共にUSB をサポートしていれば、仮想マシ
ンで 2つまでUSB デバイスを使用することが可能です。ホストがUSB 2.0 デ
バイスをサポートしている場合、仮想マシンでも利用することができます。

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 デバイス用のドライバを
インストールする必要はありません。

USB 2.0 をサポートするWindows 2000 ホストでは、USB コントローラに必
ずMicrosoft USB 2.0 ドライバを使用してください。 一部のマザーボードメー
カーが提供しているようなサードパーティーのUSB 2.0 ドライバはサポート
されていません。 サードパーティーのドライバから切り替える際の詳しい情
報は、「Windows 2000 ホストでUSB 2.0 ドライバを変更 (P.236)」の項を参照
してください。

VMware ACE での USB サポートに関する注記
今回のリリースにあたって、多様なUSB デバイスを使って検証を行いまし
た。一般的に、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、
PDA、プリンタ、記憶（ディスク）デバイス、スキャナ、MP3 プレーヤ、
デジタルカメラ、メモリカードリーダを使用できるはずです。

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、Web Cam
等）は正常に動作しません。

USB コントローラの有効化 / 無効化
仮想マシンのUSB ポートは、デフォルトでは有効になっています。仮想マ
シンでUSB デバイスを使用しない場合は、仮想マシン設定エディタでUSB
コントローラを無効にすることができます。

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時に、USB デバイス
がホストコンピュータにプラグインされると、デバイスはホストではなくゲ
ストに自動的に接続されます。この自動接続機能は仮想マシン設定エディタ 
([VM] - [ 設定 ]) の [USB コントローラ ] パネルでオフにすることが可能です。
新しいデバイスに自動接続する際、仮想マシンの全USB ポートが既に使用
中の場合は、 既存の USB デバイスの 1つを切断してポートを利用可能な状態
にするか、新しいデバイスは無視してホストにそのデバイスを接続するかの
選択画面が表示されます。
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特定のUSB デバイスを仮想マシンに接続するには、[VM] - [ 取外し仮想デバイ
ス ] メニューを使用します。USB デバイスは同時に２つまで接続可能です。
物理USB デバイスがハブを使ってホストコンピュータ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。

各USB ポートに対してメニュー項目が存在します。これらの 1つにマウス
を移動すれば、ホストコンピュータに接続され使用可能なデバイスのカス
ケードメニューを表示することができます。デバイスを仮想マシンに接続す
るには、デバイス名をクリックします。

既にそのポートにデバイスが接続されている場合、新しいデバイス名をク
リックすると最初のデバイスが切断され、新しいデバイスが接続されます。

接続されているデバイスを切断するには、そのデバイスが接続しているポー
トのカスケードメニューで [ なし ] をクリックします。

新しくデバイスをホストに物理的に接続した後に自動接続機能がこれを仮想
マシンに接続しないと、デバイスはまずホストに接続されます。一方、新し
く追加したデバイスの名前が [VM] - [ 取外し可能デバイス ]メニューに追加
されますので、手作業でこれを仮想マシンに接続することもできます。

Windows ホストでのUSBの使用
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 ホスト：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、Windows Server 2003 ホスト：[ 新しいハードウェアの検出 ]
ウィザードがユーザーに確認を求めてきます。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。

Palm ハンドヘルドや Handspring Visor といった PDA を最初に仮想マシンに
同期化させると、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期限値を超
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。 この場合、ゲストが PDAドライバのインストールを完了するのを待っ
てから接続エラーの警告を無視し、 再び PDAと同期化を図ってください。2
回目は動作するはずです。

Windows 2000 ホストで USB 2.0 ドライバを変更
USB 2.0 ポートを持つWindows 2000 ホストで VMware ACE を利用するには、
ホストOSの USB コントローラにMicrosoft USB 2.0 ドライバを使用する必要
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があります。例えばマザーボードメーカーが提供するようなサードパー
ティーのドライバをホストOSが使用している場合、ドライバを切り替える
必要があります。

使用中のドライバのプロバイダは次の手順で確認します。

1. デバイスマネージャを開きます。[マイコンピュータ ] を右クリックし、
[プロパティ ] を選択します。次に [ハードウェア ] タブをクリックし
てから [ デバイスマネージャ ] をクリックしてください。

2. [USB(Universal Serial Bus) コントローラ ]のリストを展開表示します。

3. リストから該当するコントローラを右クリックして [ プロパティ ] を選
択します。

4. [ ドライバ ]タブをクリックしてください。ドライバのプロバイダとして
Microsoft が表示されていれば、既に適切なドライバが設定されています。

ドライバのプロバイダがMicrosoft 社でない場合は、Microsoft 社のWeb サ
イトから使用中のホストOS向けの最新のUSB ドライバをダウンロードし、
Microsoft 社の指示に従ってインストールしてください。詳しい情報は
Microsoft 社知識ベース第 319973 項で入手できます。

Administrator 以外のユーザーによるUSB デバイスの
インストール
Windowがホストの場合、仮想マシンへのUSB デバイスの接続は、どの
ユーザーも行うことができます。ホストでUSB デバイスを仮想マシンに接
続するのには、管理者特権は必要ありません。

注意 : USB デバイスを仮想マシンで使用するには、まずホストにインス
トールする必要があります。

USB デバイスのコントロール
USB デバイスは、一度にホストとゲストのいずれか 1つのコンピュータし
かコントロールできません。

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、ホストか、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「アンプラグ（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「プラグイ
ン」されます。

注意 : Windows 2000 とWindows XP、Windows Server 2003 ホストでは、
USB ネットワークと記憶デバイスをホストから切断するのに特別な作業が必
要です。Windows 2000 では [ ハードウエアの取り出し ]、Windows XP と
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Windows Server 2003 では [ ハードウエアの安全な取り出し ]というシステ
ムトレイアイコンがありますので、仮想マシンに接続する前に、このアイコ
ンを使ってホストからデバイスを切断してください。 

注意 : Windows 2000 とWindows XP、Windows Server 2003 ホストでは、
仮想マシンにUSB ネットワークや記憶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すが、メッセージ画面は無視して
ください。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。
VMware ACE がデバイスのコントロールを自動的に仮想マシンに渡します。.

USB 記憶デバイスがホストで使用されている場合（例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から、そのデバイス
を仮想マシンに再び接続してください。

仮想マシンからUSBデバイスを切断
USB デバイスを取り外したり、[VM] - [ 取外し可能メニュー ] メニューを
使って仮想マシンから切断する前に、デバイスを取り外しても安全な状態で
あることを確認してください。

製造元が指定する、デバイスを物理コンピュータから取り外す際の手順に
従って、作業を行ってください。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、または仮想マシンからホストに移動する場合
も同じです。

データ記憶装置（ZIP ドライブ等）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、OS がデータをディスクに書き込む間もなく
データ記憶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。

ヒューマンインターフェイス デバイス
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は、
仮想マシンのUSB コントローラで処理されません。これらのデバイスがホ
ストのUSB ポートにプラグインされていても、仮想マシンでは代わりに標
準の PS/2 キーボード及びマウスとして認識されます。
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14 章
ポリシーについて
ポリシーは、仮想マシン管理の中核を成すものです。ポリシーによって、エ
ンドユーザーの作業範囲の多くを管理することができます。本章では、ユー
ザーの環境に応じた適切なポリシー設定の決定方法、またカスタムポリシー
を適用するためのプラグインの作成方法に関するバックグランド情報を提供
します。

• ポリシーの活用 (P.240)

• 暗号化及び認証ポリシー (P.242)

• 有効期限ポリシー (P.244)

• コピー保護ポリシー (P.246)

• VMware ACE ポリシー (P.247)

• ネットワーク検疫ポリシー (P.251)

• ネットワーク検疫上級機能を使用 (P.256)

• プラグインのポリシースクリプトの作成 (P.268)
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ポリシーの活用
ポリシーを使えば、エンドユーザーが VMware ACE を起動した時に画面に
表示されるコントロール、仮想マシンの有効期限、仮想マシンに使用を許可
する企業ネットワークのコンポーネント、また VMware ACE アプリケー
ションやエンドユーザー向けに実行される仮想マシンの機能の多くを指定す
ることができます。

ポリシーは、ポリシーエディタで設定します。ポリシーエディタは、新しく
仮想マシンを作成した直後に実行することも、VMware ACE Manager でプロ
ジェクトや仮想マシンのサマリ表示から起動することも可能です。ポリシー
エディタの使用方法に関する詳細は、「ポリシーの設定 (P.77)」をご覧くだ
さい。

ポリシーを編集して、ポリシーのみを含む新しいパッケージを作成、配布す
れば、VMware ACE 仮想マシン向けのポリシーの一部、あるいは全部を必要
に応じて変更することができます。

一部のポリシーは、新しいパッケージをエンドユーザーに配布しなくても、
必要に応じて変更を行うことができます。以下に記載されているのは、この
ような例の一部です。

• 認証 : Active Directory サービスのユーザーやグループに基づいてユー
ザー認証を行う場合、いつでも特定仮想マシンに対するアクセスリス
トを変更することができます。VMware ACE Manager が変更を Active 
Directory サービスに記録するため、エンドユーザーが次回その仮想マ
シンを起動すると、その仮想マシンの全インストールが新しいアクセ
スリストに従います。詳しくは、「暗号化及び認証ポリシー (P.242)」を
ご覧ください。

• ネットワーク検疫： ネットワーク検疫オプションのほとんどは、必要
に応じてネットワークアクセスを変更することができます。ダイナ
ミック検疫や条件付き検疫、カスタム検疫を使用して、ネットワーク
アクセスを管理するアクセスリストをWebサーバか Active Directory
サービスに格納するように指定してください。VMware ACE Manager
を使ってアクセスリストを必要に応じて変更すれば、関連仮想マシン
は、次回ネットワークに接続する時から新しいネットワーク検疫条件
に従うようになります。詳しくは、「ネットワーク検疫ポリシー 
(P.251)」をご覧ください。

プロジェクトに設定するポリシーは、仮想マシンの構成ファイル (.vmx) に
対応するファイル名のポリシーファイル (.vmpl) に保存されます。ポリ
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シーファイルは、プロジェクトファイルと同じディレクトリに保存されま
す。ポリシーは、ファイルを変更する権限を持つユーザーであれば、
VMware ACE Manager を実行して変更することができます。

注意 : ポリシーを Active Directory サーバに保存するのであれば、ポリシー
を保存するドメインにエンドユーザーのホストコンピュータが追加されてい
ることを確認しておいてください。また、VMware ACE がポリシーにアクセ
スできるように、エンドユーザーがそのドメインにログインする必要があり
ます。同様に、Active Directory ドメインのユーザーとグループに基づいて
ポリシーを設定した場合、エンドユーザーのホストコンピュータは、ユー
ザーとグループが定義されているドメインにログインする必要があります。

ポリシーを Active Directory サーバに保存する場合、ドメイン コントローラ 
コンテナのトップ階層のすぐ下に存在する VMware と呼ばれるコンテナに
保存されます。デフォルトでは、このコンテナはMMCコンソールに表示さ
れません。コンテナを表示させるには、[Active Directory ユーザーとコン
ピュータの管理 ] で拡張機能を有効にしてください（[表示 ] - [ 拡張機能 ]）。
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暗号化及び認証ポリシー
暗号化ポリシーは、仮想マシンのファイルの保存方法を管理します。認証ポ
リシーは、どのユーザーに仮想マシンの使用を許可するかを管理します。

仮想マシンのファイルの暗号化
仮想マシンを暗号化するように指定すると、エンドユーザーのコンピュータ
に VMware ACE をインストールする際に、構成ファイルや仮想ディスク
ファイル等の仮想マシンのファイルが暗号化されます。暗号キーは各コン
ピュータによって異なります。

暗号化は、携帯型のコンピュータで使用され、極秘情報が保存される可能性
がある仮想マシンで特に便利です。仮想マシンを暗号化することによって、
コンピュータを紛失したり、盗まれたりした場合でも、データファイルを保
護することができます。 

仮想マシンのエンドユーザーは、暗号化を意識する必要はありません。エン
ドユーザーは、VMware ACE を実行するために何らかの認証手段を使用しな
ければなりませんが、ファイルの暗号化と解読の詳細は、必要に応じて
VMware ACE が処理します。

認証ポリシーの決定
VMware ACE は、ユーザー認証の方法をいくつか提供しています。 認証方法
を指定後は、ユーザーが認証されるまで VMware ACE を実行できません。 

認証を使用しない場合
ポリシーエディタで [ なし ] を選択すると、VMware ACE を起動して仮想マ
シンを実行する際に、認証を要求されません。

仮想マシンが極秘情報へのアクセスを許可されておらず、この仮想マシンに
多くのユーザーがアクセスできるようにしたい場合にのみ、この設定を推奨
します。例えば、制約なしに利用してもらいたいデモを格納した仮想マシン
を配布する場合等に適しています。

注意 : 仮想マシンを暗号化する場合は、何らかの形の認証を要求する必要
があります。

パスワード認証
パスワード認証を選択すると、各エンドユーザーが最初に VMware ACE を
実行する時にパスワードの設定を要求されます。その後は、VMware ACE を
実行するたびにパスワードを入力しなければなりません。
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パスワード認証は、多様な状況、特にエンドユーザーが企業のネットワーク
に接続されていない状態で VMware ACE を実行する必要がある場合に、適
しています。

エンドユーザーがパスワードを忘れた場合は、ホットフィックスのリクエス
トを作成し、担当のシステム管理者にそのリクエストを送信してください。
システム管理者は、VMware ACE Manager を使ってパスワードを再設定し、
エンドユーザーにホットフィックスを提供することができます。 エンドユー
ザーは、ホットフィックスファイルをダブルクリックして適用してから
VMware ACE を実行し、新しいパスワードを設定します。ホットフィックス
に関するより詳しい情報は、「ホットフィックスのリクエストに応答 
(P.165)」をご覧ください。

Active Directory ユーザー及びグループ向けの認証
Active Directory ユーザー及びグループに基づく認証を選択した場合、
VMware ACE は、その時点でホストコンピュータにログインしているユー
ザーが仮想マシンを実行する権限を与えられているかを確認します。権限が
与えられていない場合、VMware ACE は起動しません。

ユーザー及びグループに対する認証は、エンドユーザーが通常は LAN上に
存在する Active Directory ドメインにログインしている場合にのみ適してい
ます。

この認証方法を選択した場合、特定の仮想マシンに対する承認ユーザーのリ
ストを、いつでも変更することができます。VMware ACE Manager を実行し
て、該当するプロジェクトを開き、ポリシーエディタを使用して承認ユー
ザーのリストを変更します。VMware ACE Manager がアップデートされたリ
ストを Active Directory サービスに保存します。

プラグインスクリプトが決定する認証
認証に独自の方法を使用したい場合は、カスタムプラグインを作成すること
ができます。エンドユーザーのホストコンピュータで実行可能なスクリプト
言語であれば、どれを使用しても構いません。詳しくは、「プラグインのポ
リシースクリプトの作成 (P.268)」をご覧ください。
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有効期限ポリシー
有効期限ポリシーを使って、仮想マシンの使用可能期間を制限することが可
能です。例えば請負業者にコンピューティング環境を提供する必要があるけ
れども、契約期間後には使用できないようにしたい場合など、特に便利で
す。また、潜在的な顧客に期間限定のデモを提供したい場合にも、仮想マシ
ンに有効期限を設定すると便利です。

ポリシーエディタでは、有効期限に関して以下のいずれかのオプションを選
択できます。

• [ 無期限 ] ー 仮想マシンに有効期限を設けません。

• [ インストール時からの日数 ] ー パッケージのインストール後、指定
した日数だけ仮想マシンを実行できます。その後は使用できなくな
ります。期間限定のデモ等にこのオプションが使用できます。

• [ 終了日 ] ー 指定した日付けまで仮想マシンを実行できます。次の日
からは使用できなくなります。請負業者にコンピューティング環境
を提供する場合等にこのオプションが使用できます。

期限切れの仮想マシンの使用可能期間は、3つの方法で延長することができ
ます。

• 独自のプラグイン（ポリシーエディタで指定する更新スクリプト）を
作成します。スクリプトは VMware ACE パッケージで配布されます。
例えば、ネットワーク上のサーバを照会し、その結果に基づいて以下
のいずれかを実行するように、プラグインを設計することができます。

• 変更を行わない。

• 仮想マシンの有効期限を指定した日数だけ更新する。

• 指定した日付けまで仮想マシンの有効期限を更新する。

• 仮想マシンに有効期限を設定しない。

• 仮想マシンを無効にする。

独自のプラグインの作成に関する情報は、「プラグインのポリシースク
リプトの作成 (P.268)」をご覧ください。

• ポリシーエディタを使って有効期限を変更し、アップデートされたポ
リシーのみが含まれる新しい VMware ACE パッケージを作成します。
エンドユーザーが新しいパッケージをインストールすると、新しい有
効期限が設定されます。
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• エンドユーザーが有効期限の延長を求めるホットフィックス リクエス
トを送信してきた場合、別の有効期限設定を提供するホットフィック
スを送信することができます。
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コピー保護ポリシー
コピー保護ポリシーは、VMware ACE インストーラによってインストールさ
れた場所からのみ仮想マシンが実行されるようにチェックします。

このコピー保護を適用するには、ポリシーエディタのコピー保護ポリシーと
して、[この仮想マシンのコピーを防止 ] を選択してください。

仮想マシンにコピー保護を設定しても、仮想マシン ファイルの移動、コ
ピーは可能です。 ただし、コピー保護が設定されている仮想マシンを別の場
所から実行することはできません。
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VMware ACE ポリシー
VMware ACE ポリシーは、 VMware ACE アプリケーション自体に適用されま
す。このポリシーは、特定の VMware ACE 機能に関して、エンドユーザー
のコントロールを追加、削減することができます。また、システム管理者が
構成設定を変更できるように、エンドユーザーのコンピュータ上の仮想マシ
ンに対してシステム管理者アクセスを許可するポリシーも存在します。

トラブルシューティング ポリシー
トラブルシューティングポリシーは、VMware ACE メニューに特定のオプ
ションを表示するかどうかを決定します。

• [パワーコマンド]の箇所では、[リセット及びパワーオフコマンドを有効
にする ] を選択することができます。このコマンドを有効にすると、エ
ンドユーザーが VMware ACE のメニューから仮想マシンをパワーオフ、
あるいはリセットすることができます（[VMware ACE] - [ トラブル
シューティング ] -[ リセット ] または [VMware ACE] - [ トラブルシュー
ティング ] -[ パワーオフ後に終了 ]）。メニューから使用するリセットコ
マンドは、物理コンピュータのハードウェアリセットボタンと同様の
効果があります。

このメニューコマンドを有効にしない場合、エンドユーザーは通常、
VMware ACE ウィンドウやツールバーの終了ボタン（右上の X印）を
クリックして、仮想マシンをシャットダウンします。この場合、
VMware ACE は仮想マシンをパワーオフする代わりに、サスペンドしま
す。 

このメニューコマンドを有効にしなかった場合も、エンドユーザーは
ゲストOSのシャットダウン及び再起動コマンドにはアクセスすること
ができます。エンドユーザーがゲストOSのシャットダウンコマンドを
使用すると、オペレーティングシステムがシャットダウンしてから
VMware ACE が終了します。次回、エンドユーザーが VMware ACE を起
動すると、仮想マシンがパワーオンし、完全なブートサイクルを行い
ます。

• [仮想マシンの再イメージ]の箇所では、[インストールされている仮想マ
シンのイメージを元に戻す ] を選択することができます。この機能を有
効にすると、エンドユーザーのマシンにインストールされた時点の仮
想マシンのイメージを VMware ACE がキャプチャします。 仮想マシンイ
メージをキャプチャしておけば、エンドユーザーは [VMware ACE] - [ ト
ラブルシューティング ] - [ インストールされている<vmname> の環境
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を元に戻す ] を選択して、仮想マシンのオリジナルの状態に戻ることが
できます（<vmname> の箇所には仮想マシンの名前が入ります）。

仮想マシンイメージはスナップショットに似ており、仮想マシンの
ディスクの状態、仮想マシンのメモリの内容、及び仮想マシンの設定
が記録されます。

エンドユーザーが [ インストールされている<vmname>の環境を元に
戻す ] を選択すると、仮想マシンに行った全ての変更が失われるためシ
ステム管理者から指示のあった場合を除いてこのアクションを実行し
ないように警告するメッセージが表示されます。

注意 : 仮想マシンがパスワード認証を使用している場合、インストール
時の環境に戻すと、最初にパスワードが選択された時点の状態に仮想
マシンが戻ります。このため、インストール時のイメージに戻した時
にエンドユーザーがオリジナルのパスワードを思い出せない場合に備
えて、上記機能を有効にする場合は、ホットフィックスも実行できる
ようにしておくことをお勧めします。

VMware ACE ウィンドウ ポリシー
[VMware ACE ウィンドウ ] の箇所では、 [ 常にフルスクリーンで実行 ]を選択
することができます。このポリシーを選択すると、ホストOSが見えないよ
うに全画面表示で VMware ACE が起動するようになります。このため、エ
ンドユーザーは、同時に仮想マシンかホストOSかの単独の環境が画面に表
示されている状態しか目にしません。このオプションは、例えば 2つの環
境間でユーザーが混乱するの避けるのに便利です。

エンドユーザーは、ツールバーの [ 最小化 ] ボタンをクリックすることに
よって、VMware ACE 画面をアイコン化して、ホストOSの画面に戻ること
ができます。マウスのポインタを利用できない場合は、<Ctrl>-<Alt> を押し
て画面をアイコン化してください。

プリンタの簡易セットアップ ポリシー
[ プリンタの簡易セットアップ ]の箇所で [ プリンタ追加のコマンドを有効
にする ] を選択すれば、VMware ACE メニューに [ プリンタの追加 ] の項目
を追加することができます。このメニューを選択すれば、エンドユーザー
が、ホストコンピュータに接続されているローカルプリンタをWindows ゲ
ストOSで使用できるように構成する際の作業が大幅に簡易化されます。

[ プリンタの簡易セットアップ ]には、ホストに構成されている全プリンタ
（ローカルに接続されているプリンタもネットワークプリンタも含む）のリ
ストが表示されます。エンドユーザーは、このリストから自在にプリンタを
選択することができます。ホストで使用可能なネットワークプリンタがリス
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トに含まれている場合、そのようなプリンタをゲストOSから使用するに
は、特別な作業が必要なことがあります。

認証を必要とするネットワークプリンタ
ネットワークプリンタを使用する前に、ユーザーがプリントサーバにログイ
ンするか、あるいはユーザー認証を事前に行わなければならない場合があり
ます。以下に、最も一般的な事例を記載しています。

• ゲストOSとホストOSが同じドメインのメンバーとして構成されている
場合は、プリンタの簡易セットアップは問題なく機能するはずです。

• エンドユーザーが使用する必要のあるプリンタが事前に分かっている
場合は、パッケージを作成する前にゲストOSでそのプリンタを構成し
ておけば、エンドユーザーがプリンタを構成する必要はありません。 

• 認証が必要なプリンタを使用する予定で、そのプリンタのセットアッ
プがゲストOSでまだ行われていない場合は、プリンタの簡易セット
アップは機能しません。エンドユーザーは、通常の手順で、ゲストOS
にネットワークプリンタをセットアップしなければなりません。

異なるDNS設定を持つホストOSとゲストOS
ホストOSとゲストOSが異なるDNS 設定を持つ場合、ホストに構成されて
いるネットワークプリンタを、簡易プリンタの設定を使って追加できない場
合があります。特に仮想マシンがNAT ネットワークを使用するように構成
されている場合は、ホストOSとゲストOSが別のドメインに構成されるた
め、このような問題が発生する可能性が高くなります。

ホストとゲストが別のドメインに存在する場合、ホストOSに表示されるプ
リンタ名が FQDN (Fully Qualified Domain Name) でなければ、 簡易プリンタ
の設定を使ってプリンタをゲストOSに接続できないかもしれません。

この問題に対する最も簡単な対処方法は、ホストとゲストのDNS 設定が共
に同じサーチパスを使用するようにしておくことです。特に、ゲストOSの
サーチパスにプリンタが存在するドメインを含めておくことが大切です。

環境設定ポリシー
環境設定ポリシーは、[VMware ACE 環境設定 ] ダイアログ ボックスでエン
ドユーザーが指定できる設定を決定することができます。

[アプリケーションの終了動作をユーザーが変更できるように設定 ] ー 
[VMware ACE 環境設定 ] ダイアログボックスから終了動作を設定できるよう
になります。この設定が利用できる場合、メニューを選択するか、あるいは
ウィンドウやツールバーの右上にある Xをクリックして、VMware ACE に終
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了コマンドを送った時の VMware ACE の動作を、エンドユーザーが決定で
きます。

終了動作の設定では、エンドユーザーが次のオプションを選択することがで
きます。

• [ アプリケーションの終了時に確認画面を表示 ] ー エンドユーザーが
VMware ACE を終了させるコマンドを発行すると、 ダイアログボック
スが表示されます。エンドユーザーが本当に VMware ACE を終了さ
せたい場合は、画面に同意してください。一方、[キャンセル ] をク
リックすると、そのまま作業を続けることができます。

エンドユーザーは、終了時の仮想マシンの状態も管理できます。

• [ 仮想マシンをサスペンド ] ー これは、デフォルトの動作です。
VMware ACE が、仮想マシンをサスペンドしてから終了します。 エン
ドユーザーが次に VMware ACE を起動すると、仮想マシンがサスペ
ンド時の状態で再開します。

• [仮想マシンをパワーオフ] ー VMware ACEが仮想マシンをパワーオフ
します。エンドユーザーが次に VMware ACE を起動すると、仮想マ
シンはオフの状態で開始され、ゲストOSが起動します。

システム管理者アクセスポリシー
[ システム管理者アクセス ] ポリシーは、エンドユーザーのコンピュータ上
で特別なトラブルシューティングアプリケーションを使って仮想マシンを実
行し、仮想マシンの構成に変更を加えることができるように、管理者用パス
ワードを設定できます。 これは、特殊なエンドユーザーの環境で発生するト
ラブルのトラブルシューティングや修正に便利です。

システム管理者アクセスを有効にすると、次のコマンドを使って、トラブル
シューティングアプリケーションを起動できます。

vmware -k <path>\<vmname>.vmx

コマンドには、仮想マシンの構成ファイルへの完全なパスを入れてくださ
い。

パスワードダイアログボックスに、システム管理者用のパスワードを入力し
てください。これで、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）で必要な変
更を行えるようになります。

注意 : 管理者特権によるアクセスを、暗号化された仮想マシンに対して行
うことはできません。
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ネットワーク検疫ポリシー
ネットワーク検疫ポリシーによって、仮想マシンのユーザーに許可するネッ
トワークアクセスを細かく管理できます。

パケットフィルタリング ファイアウォールを使用する VMware ACE のネッ
トワーク検疫機能は、仮想マシンがアクセスすることのできるマシンやサブ
ネットを厳密に指定することができます。つまり、例えば VPNサーバにの
み接続が許可されるように仮想マシンを構成し、次に VPNサーバに別のリ
ソースへのアクセスを管理させる、といったことが可能です。

ネットワーク検疫のルールはダイナミックに規定することができます。つま
り、アップデートパッケージを配布することなくワームやウィルスの拡散を
防止する必要がある場合等、素早く仮想マシンをネットワーク全体、あるい
はその一部から締め出すことができます。

また、割当てたバージョンに基づいて仮想マシンに異なるネットワーク検疫
ポリシーを設定することも可能です。つまり、最新のものではない仮想マシ
ンが、必要なパッチやソフトウェア アップデートを提供するサーバ以外の
ネットワークにアクセスできないようにすることができます。

ネットワーク検疫ポリシーはウィザードを使って設定、変更します。プロ
ジェクトや仮想マシンの詳細ページにある [ コマンド ] リストからポリシー
設定エディタを開き、[ネットワーク検疫 ]を選択してから [特定のネット
ワーク及びマシンに検疫アクセス ] を選択し、[ ネットワーク検疫ウィザー
ド ] をクリックしてください。

以下のセクションでは、仮想マシン向けのネットワーク検疫ポリシーを設定
する際に決定する必要のある事項に関して、バックグランド情報を提供しま
す。ネットワーク検疫ウィザードをご使用の際の手順は、「ネットワーク検
疫ポリシーの設定 (P.94)」をご覧ください。

ネットワーク検疫の種類を指定
次の 4種類のネットワーク検疫が利用できます。

• [スタティック検疫 ] ー アクセスを許可/拒否するネットワークとマシ
ンのリストを 1つ作成します。リストは仮想マシンと共に保存され、
パッケージの一部として配布されます。後でリストを変更する必要
が生じた場合は、少なくとも変更に影響される仮想マシン向けのポ
リシーを含むパッケージを作成して、アップデートをユーザーに配
布しなければなりません。
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スタティック検疫は、他のオプションに比べて設定するのが幾分簡
単なため、アクセスリストを変更する予定がなければ、最も便利な
オプションと言えます。

• [ダイナミック検疫] ー アクセスを許可/拒否するネットワークとマシ
ンのリストを 1つ作成します。リストはサーバ上に保存されます。
仮想マシンが実行される度に、また実行中は一定の頻度で、仮想マ
シンがサーバーをチェックして、リストを参照します。後でリスト
を変更する必要が生じた場合は、 サーバ上に保存されているリストを
アップデートします。 

ダイナミック検疫を選択すると、変更を行う必要が生じるたびに柔
軟にアクセスリストを修正することができます。Active Directory を
使用しており、アクセスリストを Active Directory サービスに保存す
るように決めた場合、VMware ACE Manager がアップデートをサー
バに保存します。Webサーバにアクセスリストを保存する場合は、
VMware ACE Manager がファイルを作成しますので、Webサーバの
指定した場所に、それをコピーする必要があります。

• [ バージョン別検疫 ] ー アクセスを許可するネットワークとマシンの
リストを 2つ作成します。リストの 1つは通常のアクセスが許可さ
れたネットワーク検疫バージョンの仮想マシンに使用され、もう 1
つのリストは通常アクセスの権限がないバージョンの仮想マシンに
使用されます。 リストはサーバ上に保存されます。仮想マシンが実行
される度に、また実行中は一定の頻度で、仮想マシンがサーバーと
通信して、ネットワーク検疫のバージョンを報告します。このバー
ジョンに基づいて、 該当するネットワーク及びマシンの承認リストを
サーバが提供します。後でリストやネットワーク検疫バージョンを
変更する必要が生じた場合は、サーバに保存されている情報をアッ
プデートしてください。

ダイナミック検疫と同様に、バージョン別検疫でも、変更を行う必
要が生じるたびに柔軟にアクセスリストを修正することができます。 
さらに、バージョン別検疫では、通常アクセスのための基準を満た
さない仮想マシンに、アップデートサーバ以外との通信を許可しな
いなど、特別な制約を課すことができます。

Active Directory を使用しており、アクセスリストを Active Directory
サービスに保存するように決めた場合、VMware ACE Manager が
アップデートをサーバに保存します。Webサーバにアクセスリスト
を保存する場合は、VMware ACE Manager がファイルを作成します
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ので、Web サーバの指定した場所に、それをコピーする必要があり
ます。

注意 : バージョン別検疫に必要なサービスは、VMware Tools から提
供されます。つまり、MS-DOS やWindows 3.1 といったゲストOS で
はバージョン別検疫を利用できません。 

• [スクリプトを使ったカスタム検疫] ーエンドユーザーのマシンで実行
可能なスクリプト言語を使って、必要なテストを行い、アクセスを
制限すべきかどうかを報告する独自のプラグインを作成します。
ルールは、スタティックにもダイナミックにも保存できます。カス
タム検疫は、例えばパッケージの配布をサードパーティーのコンプ
リアンス検出ソフトウェアと統合したい場合などに便利です。詳し
くは、「プラグインのポリシースクリプトの作成 (P.268)」をご覧くだ
さい。

注意 : カスタム検疫に必要なサービスは、VMware Tools から提供さ
れます。つまり、MS-DOS やWindows 3.1 といったゲストOS ではカ
スタム検疫を利用できません。 

ネットワーク及びマシンへのアクセスを指定
仮想マシンに無制限のネットワークアクセスを許可することも、仮想マシン
のアクセスを、指定したマシンやネットワークの一部に制限することも可能
です。ネットワーク構成と指定するアクセスの種類によって、ホワイトリス
トを使用することも、ブラックリストを使用することも可能です。どの特定
の仮想マシンに対しても、ホワイトリスト /ブラックリストのいずれかを一
貫して使用してください。1台の仮想マシンで両方のリストを混合して使用
することはできません。

アクセスは、以下の方法で制限できます。

• IP アドレスを使って、個別のマシンへのアクセスを許可あるいは拒否。

• マシン名を使って、個別のマシンへのアクセスを許可あるいは拒
否。[ ネットワーク検疫ウィザード ] が DNS でマシンの IP アドレス
を確認し、アドレスを自動表示します。 

• サブネットへのアクセスを許可あるいは拒否。開始アドレスを入力し
てから、[ サブネットマスク ]を選択し、フィールドにサブネットマス
クを入力します。

リストに入力する項目数に制限はありません。マシンの IP アドレスとマシ
ン名、サブネットを混ぜて使用しても構いません。
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[ ネットワーク及びマシン ] パネルでは、プリンタやDHCP 及び DNS サーバ
向けのネットワークアドレスを含める必要はありません。このような目的で
のネットワークトラフィックは、別のパネルで指定します。

プリンタ、DHCP、DNS 及び ICMP トラフィックへのアクセス
を許可
[ ネットワークトラフィック ] パネルでは、[ ネットワーク及びマシン ] パネ
ルで設定した制約に特殊な目的の例外を設けることができます。[ネット
ワーク及びマシン ] パネルで作成したアクセスリスト以外のマシンやサブ
ネットとの間に特定種類のネットワークトラフィックを許可できます。これ
は、例えば仮想マシンユーザーのアクセスが特定のサブネットに制限されい
る一方で、ネットワーク上のDNS サーバがそのサブネットに存在しない場
合に、便利です。

• [ プリンタアクセス ] ー Windows 仮想マシンがホストで利用可能な
ローカルプリンタやネットワークプリンタを必ず使用できるように
するには、このオプションを選択してください。仮想マシンでプリ
ンタの簡易セットアップができるように設定する場合は、必ずこの
オプションを選択してください。プリンタの簡易セットアップは、
ネットワーク共有機能を使用して、仮想マシンをホストコンピュー
タに構成されているプリンタに接続します。

• [DHCPパケット] ー アクセスリストに含まれていないDHCPサーバか
ら、仮想マシンが IP アドレスを取得する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [DNSパケット] ー アクセスリストに含まれていないDNSサーバを使っ
て、仮想マシンが IP アドレスを確認する必要がある場合は、このオ
プションを選択してください。

• [ICMP パケット ] ー Ping コマンドをサポートする必要がある場合（例
えば、ネットワークと仮想マシン間のネットワーク接続を確認する
場合など）は、このオプションを選択してください。

ネットワーク検疫向けアクセスリストの保存
ダイナミック検疫またはバージョン別検疫を使用する場合は、アクセスを許
可するネットワーク及びマシンのリストを保存するサーバの種類を選択しま
す。また、スクリプトに基づくカスタム検疫を使用する場合も、サーバにア
クセスリストを保存することができます。VMware ACE は、ここで指定した
サーバに保存されているリストを参照して 、仮想マシンに許可されている
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ネットワークアクセスを決定します。以下のオプションから選択してくださ
い。

• [Active Directory サーバ ] ーネットワーク検疫リストを Active Directory
サーバに保存する場合は、このオプションを選択してください。[ ネッ
トワーク検疫ウィザード ] が、使用されている Active Directory サーバ
にこの情報を追加します。 

• [Webサーバ ] ー ネットワーク検疫リストをWebサーバに保存する場合
は、このオプションを選択してください。ウィザードがファイルを作
成します。[ ポリシールックアップ ] パネルで行った選択によって、
ウィザードがファイルをWebサーバにコピーするか、あるいはコピー
するようにユーザーに求めてきます。

ネットワーク検疫リストをアップデートするには、該当する仮想マシンを開
いてから、[ ネットワーク検疫ウィザード ] を再び実行してください。直接、
通常アクセスあるいは制限付きアクセス向けの [ ネットワーク及びマシン ]
パネルで作業することができますので、いずれかの、あるいは両方のパネル
で必要な変更を行い、[ 完了 ] をクリックします。ネットワーク検疫リスト
をWebサーバに保存する場合は、新しいファイルをサーバにコピーしてく
ださい。この場合、エンドユーザーにアップデートを直接送信する必要はあ
りません。
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ネットワーク検疫上級機能を使用
ネットワーク検疫上級機能を使用すれば、ホストコンピュータのネットワー
クアクセスを管理することができます。 これは、ホストコンピュータにアク
セスして欲しくない、あるいはホストコンピュータのアクセスを制限したい
ネットワークに仮想マシンがアクセスする必要がある場合に便利です。

ホストが接続されているネットワークに応じて、ホストコンピュータに異な
るポリシーを適用することができます。

ネットワーク検疫上級機能では、ホストが接続中のネットワークに応じて、
仮想マシンに異なるポリシーを適用することも可能です。

例えばモバイルワーカーが、システム管理者の管理対象外であるノート型パ
ソコンに VMware ACE をインストールし、そこから仮想マシンを使用して
企業の VPNに遠隔地から接続している場合を考えて見ましょう。ここで、
仮想マシン自体はシステム管理者によって管理されているものとします。モ
バイルワーカーがオフィスに出勤してきた場合、管理対象外のこのノート型
パソコンは、ホストOSがウィルスに汚染されているかどうかをシステム管
理者が判断できないため、セキュリティリスクとみなされることがありま
す。ネットワーク検疫上級機能を使えば、ホストOSによるネットワークア
クセスを拒否する一方で、VMware ACE で稼動するゲストOSの企業 VPN へ
の接続は許可することができます。さらに、ゲストにネットワークへのフル
アクセスを許可することさえ可能です。

注意 : ネットワーク検疫上級機能は、ポリシーエディタで [特定のネット
ワーク及びマシンに検疫アクセス ] を選択してから、[ ネットワーク検疫
ウィザード ] で [ スタティック検疫 ] を選択した場合にのみ、使用できます。
ポリシーエディタのネットワーク検疫ペインで [ なし ] を選択した場合、ダ
イナミック、バージョン別あるいはカスタムネットワーク検疫を使用する場
合は、この機能はご利用になれません。

ネットワーク検疫上級機能を利用するには、テキストエディタを使ってポリ
シーファイルを変更する必要があります。

設定したいポリシーによって、次のいずれか、あるいは全てを追加してくだ
さい。

• ゾーン記述子 ー ネットワーク検疫上級ポリシーを設定するネットワー
クごとに、簡単に特定できるような特徴を定義します。このような記
述子は、該当するプロジェクト向けのメインフォルダにある
app.vmplに保存してください。詳細は、「ゾーンの定義 (P.257)」をご
覧ください。
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• ホスト向けポリシー ー ホストコンピュータが接続された時にホストの
ネットワークアクセスを拒否するか許可するかのポリシーを、定義し
たゾーンごとに設定できます。このようなポリシーは、該当するプロ
ジェクト向けのメインフォルダにある app.vmplに保存してください。
詳細は、「ホストポリシーの定義 (P.260)」をご覧ください。

• ゲストポリシー ー ホストコンピュータが接続された時に仮想マシンの
ネットワークアクセスを管理するポリシーを、定義したゾーンごとに
設定できます。このようなポリシーは、プロジェクトフォルダ内の該
当する仮想マシン向けフォルダにある <vmname>.vmplに保存してく
ださい。詳細は、「ゲストポリシーの定義 (P.263)」をご覧ください。

ゾーンの定義
ゾーン記述子は、ネットワークゾーンの特性を記述したものです。VMware 
ACE は、いずれかのゾーン定義の基準全てに合致するものがないかどうか、
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
ワークをチェックします。全ての基準と合致するネットワークが存在する場
合は、それらの基準が定義されているゾーン向けのポリシーが執行されま
す。

ゾーン記述子には、サブネットの IP アドレス、そのネットワークの主要
サーバの IP アドレス、マシンやネットワーク向けのDNS 名といった特性を
定義できます。

どの特性を指定するかは、慎重に選択してください。

パラメータを多く指定する場合も、あまりパラメータを使用しない場合も、
それぞれ利点、問題点が存在します。

パラメータを多数使用すれば、「誤認」つまり対象外のネットワークを特定
してしまうリスクを最低限に抑えることができます。その時々に応じて複数
のネットワークにホストコンピュータを接続するユーザーに VMware ACE
パッケージを提供する場合、これは大切なポイントとなります。他のネット
ワークの 1つが、ゾーン定義で定義した特性と合致してしまうと、ホスト
が対象ネットワークに接続されていなくても、ホストポリシーが適用されて
しまいます。

ただし場合によっては、パラメータを多用すると、 エンドユーザーが検出メ
カニズムを迂回する可能性も高まってきます。例えば、ホストがDHCPの
代わりに静的 IP を使用するように切替えたり、ゾーンに定義されている特
性の一部だけ（例えば IP アドレスあるいは IP アドレスとDNS サーバ情報の
み）を使ってホストを構成したりする可能性があります。 
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また、特定サーバのアドレスやサーバ名は時間が経過すれば変更される可能
性があることも考慮しなければなりません。このような変更も、検出プロセ
スに問題を発生させる可能性があります。

IP アドレスとネットマスクのみを使用する場合など、ゾーン記述子の定義
に使用する情報を少なくすると、制限が必要なホストやゲストを検出メカニ
ズムが制限できないリスクを抑えることができますが、一方で、誤認、つま
り対象外のネットワークを特定してしまうリスクが高まります。このような
誤認は、他のネットワークでも使用されている一般的なネットブロック
（10/8、172.16/12 または 192.168/16 等）を対象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。

VMware ACE Manager が稼動中であればそれを終了してから、テキストエ
ディタを使用してプロジェクトのメインフォルダにある app.vmplにゾー
ン記述を追加してください。

各ゾーン記述は、次の行で開始しなければなりません。
zoneDescription.<zone_number>.present = "1"
zoneDescription.<zone_number>.key = "<zone_number>"
zoneDescription.<zone_number>.name = "<zone_name>"

<zone_number>の箇所の値は、０から始めて、順次増加させていきます。
<zone_name>の箇所には、内容を説明するような名前を入力してくださ
い。 最初の 2つのゾーン記述は、例えば次のようになります。

zoneDescription.0.present = "1"
zoneDescription.0.key = "0"
zoneDescription.0.name = "Corporate HQ"

zoneDescription.1.present = "1"
zoneDescription.1.key = "1"
zoneDescription.1.name = "Eastern Region Office"

keyの値と同じ数字が、各グループのパラメータ名の一部として使われま
す。 

各ゾーン記述には、ゾーンの特性を記述する以下のパラメータを 1個以上
含める必要があります。
zoneDescription.<zone_number>.subnets = "<IP_address>/<subnet>"

このパラメータは、対象ネットワークで使用される IP アドレスやサブネッ
トの範囲を特定します。値には、コンマで区切った IP アドレスやサブネッ
トのリストを使用します。<subnet>を使用する場合、その箇所にはネッ
トマスクのビット数を入力してください。コンマ区切りのリストには、ス
ペースを挿入しないでください。ネットワークアダプタが、指定された範囲
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内に存在する IP アドレスを使用している場合、この条件を満たすものとみ
なされます。
zoneDescription.<zone_number>.domainName = "<domain_name>"

このパラメータは、対象ネットワークのドメイン名（ 例：mycompany.com

等）を特定します。ここで使用できるエントリは 1つだけです。エントリ
を列記することはできません。このパラメータの解釈は、
domainNameExactMatch（下記参照）の値で決定されます。

zoneDescription.<zone_number>.domainNameExactMatch = "1"

このパラメータは、domainNameオプション（上記参照）を修正するもの
です。このパラメータは、ドメイン名が <domain_name>と完全に合致す
る必要があるのか、あるいは <domain_name>を含むストリングはすべて
条件を満たすものとみなされるのかを指定します。例えば、このパラメータ
の値が 1であれば、corp.mycompany.comは mycompany.comと合致す
るものとはみなされません。一方、このオプションの値が 0であれば、
corp.mycompany.comは mycompany.comに合致するものと判断されま
す。デフォルトは 0です。

zoneDescription.<zone_number>.dhcpServers = "<IP_address>"

このパラメータは、対象ネットワーク上のDHCPサーバの IP アドレスを特
定します（複数の場合は、コンマ区切りでスペースを挿入しないで表記して
ください）。ネットワークアダプタが、指定されたサーバの少なくとも 1つ
を使用している場合、この条件を満たすものとみなされます。
zoneDescription.<zone_number>.gateways = "<IP_address>"

このパラメータは、対象ネットワーク上のデフォルトゲートウェイの IP ア
ドレスを特定します（複数の場合は、コンマ区切りでスペースを挿入しない
で表記してください）。ネットワークアダプタが、指定されたゲートウェイ
の少なくとも 1つを使用している場合、この条件を満たすものとみなされ
ます。
zoneDescription.<zone_number>.dnsServers = "<IP_address>"

このパラメータは、対象ネットワーク上のDNS サーバの IP アドレスを特定
します（複数の場合は、コンマ区切りでスペースを挿入しないで表記してく
ださい）。ネットワークアダプタが、指定されたサーバの少なくとも 1つを
使用している場合、この条件を満たすものとみなされます。
259



VMware ACE システム管理者向けマニュアル
zoneDescription.<zone_number>.minDnsServersToMatch = "<number>"

このパラメータは、dnsServersパラメータ（上記参照）を修正します。
ネットワークには複数のDNS サーバが存在することがあり、ホストも複数
のDNS サーバを使用するように構成されている可能性があります。このオ
プションの値が 1より大きい場合、ホストがリストのDNS サーバを指定数
だけ使用していなければ、ネットワークアダプタが対象ネットワーク上に存
在するとはみなされません。
zoneDescription.<zone_number>.winsServers = "<IP_address>"

このパラメータは、対象ネットワーク上のWINS サーバの IP アドレスを特
定します（複数の場合は、コンマ区切りでスペースを挿入しないで表記して
ください）。ネットワークアダプタが、指定されたサーバの少なくとも 1つ
を使用している場合、この条件を満たすものとみなされます。
zoneDescription.<zone_number>.minWinsServersToMatch = "<number>"

このパラメータは、winsServersパラメータ（上記参照）を修正します。
ネットワークには複数のWINS サーバが存在することがあり、ホストも複数
のWINS サーバを使用するように構成されている可能性があります。このオ
プションの値が 1より大きい場合、ホストがリストのWINS サーバを指定数
だけ使用していなければ、ネットワークアダプタが対象ネットワーク上に存
在するとはみなされません。

ホストポリシーの定義
ゾーン毎に定義するホストポリシーは、ホワイトリスト（接続を許可する
ネットワークとマシンのリスト）を使用しても、ブラックリスト（接続を拒
否するネットワークとマシンのリスト）を使用しても構いません。

注意 : ホストがネットワークへの全アクセスを拒否されている場合でも、
ゾーン検出メカニズムが正常に機能できるように、DNS 及び DHCP サーバ
との通信は許可されます。

注意 : ホストのネットワークアクセスを制限すると、NAT ネットワークを
使用する仮想マシンのネットワークアクセスも制限されます。これは、NAT
接続がホストに適用される全ポリシーに影響されるためです。ホスト検疫
ルールを実施するのであれば、ブリッジネットワークの使用をお勧めしま
す。NAT ネットワークを使用するのであれば、仮想マシンが必要とする
ネットワークリソースにホストがアクセスできるようにしておいてくださ
い。例えば、ホストに（そして仮想マシンに）VPNサーバへの接続を許可
することが可能です。この場合、VPN サーバが他のリソースへのアクセス
を管理します。さらに、特定サーバへのアクセスを必要とする認証ポリシー
やデバイス接続ポリシーを設定した場合は、ホストにそのサーバへのアクセ
スを許可してください。
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注意 : ホスト検疫の設定がホストコンピュータで稼動する一部ソフトウェ
ア（例えばソフトウェア ファイアウォール）の設定と競合してしまうこと
があります。このような競合が発生しないようにホストコンピュータ上のソ
フトウェアを構成するための情報は、www.vmware.com/info?id=110をご覧く
ださい。

VMware ACE Manager が稼動中であればそれを終了してから、テキストエ
ディタを使用してプロジェクトのメインフォルダにある app.vmplにホス
トポリシーを追加してください。

ホスト検疫機能を有効にするには、次の行をファイルに追加する必要があり
ます。

host.useZones = "1"

デフォルト設定では、ホストにネットワークへのフルアクセスが許可されて
います。以下は、このデフォルトを無効にするオプションです。各ホスト
ゾーンポリシーは、 次の行で開始してください。

host.zone.<zone_number>.present = "1"
host.zone.<zone_number>.key = "<zone_number>"
host.zone.<zone_number>.descriptionName = "<zone_name>"

<zone_number>の箇所の値は、０から始めて、順次増加させていきます。
最初の 2つのホストポリシーのセクションは、例えば次のようになります。

host.zone.0.present = "1"
host.zone.0.key = "0"
host.zone.0.descriptionName = "Eastern Regional Office"

host.zone.1.present = "1"
host.zone.1.key = "1"
host.zone.1.descriptionName = "Corporate HQ"

keyの値と同じ数字が、各グループのパラメータ名の一部として使用されま
す。 

descriptionNameの値は、使用するゾーン記述で指定した名前と合致しな
ければなりませなん。 ただし、ここで使用する <zone_number>の数字は、
ゾーン記述で使用したゾーン番号とは関係ありません。このセクションの
ゾーン番号の値（host.zoneパラメータの値）は、VMware ACE が条件を
満たすゾーンを検索する際の順番を決定するものです。条件をみたすゾーン
が見つかると、同じ名前のゾーン向けに定義されたポリシーが適用され、検
索は中断されます。

このアプローチでは、ゾーン記述のリストとは異なる順番でホストゾーンを
指定できます。
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上記の例を使用すると、VMware ACE はまず Eastern Regional Office ゾーン
記述（ゾーン記述の zone.description.1の基準）に合致するものを検
索します。合致するものが見つかると、host.zone.0向けに定義されたホ
スト検疫ポリシーが適用されます。

各ゾーンに対して、以下のポリシーを指定することができます。
host.zone.<zone_number>.blockIPv4 = "1"

このポリシーは、IPv4 ネットワークトラフィックを拒否するかどうかを指
定します。このポリシーを追加して、値を 1に設定すると、IPv4 トラ
フィックは拒否されます。ポリシーのデフォルトは 0（IPv4 トラフィックを
許可）です。

注意 : ネットワーク検疫上級機能は、IPv6 では未検証です。このため、IPv6
環境では、このような機能の使用はサポートされていません。
host.zone.<zone_number>.exceptions.IPv4 = "<dns_name_or_IP>"

このポリシーは、blockIPv4設定で指定されたポリシーに対する例外を設
定します。この際、コンマ区切りのリストにDNS 名と IP アドレスを混ぜて
使用しても構いません。コンマ区切りのリストにはスペースを挿入しないで
ください。リストの各項目には、必要があればサブネット（例えば /24）
を指定することも可能です。IP アドレスとDNS 名の両方に対してサブネッ
トを指定することができます。 blockIPv4 = "1"と設定した場合、ここで
指定するリストはホワイトリストになります。blockIPv4 = "0"と設定
した場合は、指定するリストはブラックリストとなります。
host.zone.<zone_number>.restrictARP = "0"

host.zone.<zone_number>.restrictDHCP = "0"

host.zone.<zone_number>.restrictDNS = "0"

host.zone.<zone_number>.restrictICMP = "0"

これらのポリシーはポリシーファイルに表示され、デフォルトで 0に設定
されている可能性があります。この場合、ゾーン検出機能が正常に動作する
ために必要な設定ですので、デフォルト設定を変更しないでください。

ホストのデフォルト ポリシー設定の変更を定義
デフォルトでは、ホストコンピュータにネットワークアクセスが許可されて
います。このようなデフォルト設定は、デフォルトポリシーを指定すること
によって変更できます。変更を加えた 1組のデフォルトポリシーを指定す
るには、このセクションに記載されているのと同じパラメータを、
host.zone.<zone_number>となっているプレフィックスの箇所を
host.defaultに変更して使用してください。blockIPv4と
exceptions.IPv4に対して、デフォルトを設定することができます。デ
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フォルトを設定する際、present、keyまたは descriptionNameといっ
たパラメータを指定する必要はありません。このようなパラメータを
host.defaultという接頭辞を付けて使用しないでください。

ゲストポリシーの定義
ホストコンピュータの接続先ネットワークゾーンに応じて、ゲストOSに適用
するネットワーク検疫ポリシーを変えたい場合、テキストエディタを使って、
プロジェクトフォルダ内の該当する仮想マシンのフォルダに存在する仮想マシ
ンのポリシーファイル（<vmname>.vmpl）に変更を加える必要があります。

次の作業を行ってください。

1. <vmname>.vmplを編集する前に、ポリシーエディタから [ ネットワー
ク検疫ウィザード ] を起動して、ゾーン０に接続された時に仮想マシン
ンに適用するネットワーク検疫ポリシーを設定してください。 ここでは
必ず [ スタティック検疫 ] を選択してください。ネットワーク検疫ウィ
ザードをご使用の際の手順は、「ネットワーク検疫ポリシーの設定 
(P.94)」をご覧ください。

2. VMware ACE Manager を終了してから、テキストエディタで
<vmname>.vmplを開きます。

3. 仮想マシンに対してゾーン機能を有効にするには、guest.useZones 
で始まる行を探して、次のように変更します。
guest.useZones = "1"

4. 該当するゾーン向けに、ホストポリシーで定義したのと同様の方法で
一組の行を追加してください。ゾーン 0には、次の行を追加します。
guest.zone.0.present = "1"
guest.zone.0.key = "0"
guest.zone.0.descriptionName = "<zone_name>"

descriptionNameの値は、使用するゾーン記述で指定した名前と合
致しなければなりませなん。 ただし、ここで使用する <zone_number>

の数字は、ゾーン記述で使用したゾーン番号とは関係ありません。こ
のセクションのゾーン番号の値（ guest.zoneパラメータの値）は、
VMware ACE が条件を満たすゾーンを検索する際の順番を決定するもの
です。条件をみたすゾーンが見つかると、同じ名前のゾーン向けに定
義されたゲスト検疫ポリシーが適用され、検索は中断されます。 

このアプローチでは、ゾーン記述のリストとは異なる順番でゲスト
ゾーンを指定できます。
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5. quarantine.で始まる一組の行を探し、それらの行から構成される全
ブロックをコピーしてください。このようなブロックには、以下で始
まる行がいくつか含まれているかもしれません。
quarantine.configurationBlock
quarantine.networkSettings
quarantine.webFile
quarantine.httpRoot
quarantine.showUpdatesAvailMsg
quarantine.descriptor.Type
quarantine.descriptor.custom.script

quarantine.configurationBlockは、非常に長いパラメータや設
定のストリングが後に続いているはずです。 これらは、主要な検疫設定
ですので、このようなパラメータや設定は変更しないように注意して
ください。

6. 各行の始めに、guest.zone.<zone_number>と追加してください。
つまりゾーン０の場合、quarantine.configurationBlockを
guest.zone.0.quarantine.configurationBlockに変えます。

7. <vmname>.vmplを保存してから閉じます。

8. VMware ACE Manager を起動してからポリシーエディタで [ ネットワー
ク検疫ウィザード ] を起動し、ゾーン 1に接続された時に、その仮想マ
シンンに適用するネットワーク検疫ポリシーを設定してください。

ポリシーを定義したいゾーンがこれ以上存在しない場合は、ステップ
12 に進んでください。

9. ゾーン 0に対して行った作業を繰り返します。ただし、特定のゾーン
に言及する行があれば、ゾーン番号として 0ではなく 1を使用してく
ださい。

つまり、ゾーンを指定するために追加する 3行は以下のようになりま
す。
guest.zone.1.present = "1"
guest.zone.1.key = "1"
guest.zone.1.descriptionName = "<zone_name>"

同様に、コピーする行のブロックでは、
quarantine.configurationBlockを
guest.zone.1.quarantine.configurationBlockに変更します。

10. <vmname>.vmplを保存してから閉じます。
www.vmware.com264



第 1 4 章  ポリシーについて
11. この仮想マシンに定義したいゾーンすべてに対して同じ手順を繰り返
してください。app.vmplに定義されているゾーン全てにポリシーを
設定することができますが、デフォルトのネットワーク検疫ポリシー
を適用したいゾーンに対しては、上記作業を行う必要はありません。

12. ポリシーエディタから [ ネットワーク検疫ウィザード ] を起動して、こ
の仮想マシンに対するデフォルトのネットワーク検疫ポリシーを設定
します。設定したゾーンにホストが接続されていない場合、デフォル
トポリシーが適用されます。 

ゾーンに応じてネットワーク接続の種類を変更
仮想マシンのイーサネットアダプタが特定ゾーンではブリッジネットワーク
を使用し、別のゾーンではNAT を使用するように構成すると便利な場合が
あります。ホスト検疫機能を利用してホストのネットワークアクセスを制限
しているゾーンでは、一般的にブリッジネットワークを使用する方が簡単で
す。ホストのネットワークアクセスが制限されていない場合は、NAT ネッ
トワークの方が便利かもしれません。

ネットワーク検疫ポリシーの上級オプションを利用すれば、各ゾーンのネッ
トワークの種類を指定することができます。特定ゾーンに対してネットワー
クの種類を指定する場合、全てのゾーン向けに設定を行う必要があります。

「ゲストポリシーの定義 (P.263)」の指示に従って全ゾーン向けにゲストポリ
シーを定義したら、下記の手順に従って変更を行ってください。

1. テキストエディタで、プロジェクトフォルダ内の該当する仮想マシン
のフォルダに存在する <vmname>.vmplを開いてください。テキスト
エディタで <vmname>.vmpl を開く前に、VMware ACE Manager を終
了してください。

2. 次のいずれかを実行します。

• 全てのゾーンに同じ設定を使用する場合、以下の行を探してくださ
い。この行が存在する場合は、希望する設定に変更してください。
存在しない場合は、ポリシーファイルに追加してください。
quarantine.networkType.present = "1"
quarantine.networkType.defaultNetwork = "<type>"

<type>の箇所には、ブリッジネットワークの場合は "bridged"が、
NAT ネットワークの場合は、"nat"が入ります。
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• ゾーンに応じて異なる設定を使用する場合は、各ゾーン向けに、次
の 2行を追加してください。
guest.zone.<zone_number>.quarantine.networkType.present = "1"

guest.zone.<zone_number>.quarantine.networkType.defaultNetwork = "<type>"

<zone_number>の値は、 
guest.zone.<zone_number>.key = "<zone_number>"という行で定
義された値と一致させてください。 <type>の箇所には、ブリッジネッ
トワークの場合は "bridged"が、NAT ネットワークの場合は、
"nat"が入ります。

ゾーン毎に上記の 2行を追加する必要があります。

仮想マシンをパワーオンすると、あるいは仮想マシンがゾーンを変更する
と、その仮想マシンに構成されている全仮想イーサネットアダプタが指定さ
れたネットワークの種類に変更されます。

アダプタの種類を切り替える際、DHCP リースが存在する場合はゲストOS
がそれを解放する必要があります。Windows ゲストOSでは、仮想アダプ
タを一時的に切断すれば、解放を強制することができます。このため
VMware ACE は、アダプタがブリッジネットワークとNAT 間で切替わる度
に、アダプタをわずかの間切断します。

通常、この切断期間のデフォルト値は、DHCP リースの更新を強制するのに
十分な長さに設定されています。デフォルト設定を使用すると問題が発生す
る場合、あるいは一時的な切断に応答しない Linux ゲストを使用している場
合は、下記の手順で切断期間を無効にするか、新しい値を設定することがで
きます。

1. テキストエディタで、プロジェクトフォルダ内の該当する仮想マシン
のフォルダに存在する <vmname>.vmplを開いてください。テキスト
エディタで <vmname>.vmpl を開く前に、VMware ACE Manager を終
了してください。

2. 次のいずれかを実行します。

• 全てのゾーンに同じ設定を使用する場合、以下の行を探してくださ
い。この行が存在する場合は、希望する設定に変更してください。
存在しない場合は、ポリシーファイルに追加してください。
quarantine.networkType.disconnectTime = "<value>" 

<value>の値は、-1か 0、あるいは正の整数です。 値が -1の場合、 デ
フォルトの切断期間が使用されます。値が 0の場合、 アダプタは切断
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されません。値が正の整数の場合は、アダプタがここで指定された
値に相当する秒数だけ、切断されてから再接続されます。

• ゾーンに応じて異なる設定を使用する場合は、各ゾーン向けに、次
の行を追加してください。
guest.zone.<zone_number>.quarantine.networkType.disconnectTime = "<value>"

<zone_number>の値は、 
guest.zone.<zone_number>.key = "<zone_number>"という行で定
義された値と一致させてください。<value>の値は、-1か 0、ある
いは正の整数です。 値が -1の場合、 デフォルトの切断期間が使用さ
れます。値が 0の場合、アダプタは切断されません。値が正の整数
の場合は、アダプタがここで指定された値に相当する秒数だけ切断
されてから再接続されます。 
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プラグインのポリシースクリプトの作成
VMware ACE の特定のポリシーを管理する、独自のプラグインを作成するこ
とができます。エンドユーザーのコンピュータでサポートされている言語で
あれば、使用することができます。

セキュリティ上の理由から、プラグインはパッケージの一部として配布さ
れ、パッケージインストーラでインストールされる必要があります。エンド
ユーザーのコンピュータに別途配布したり、エンドユーザーが変更したりす
ることはできません。

プラグインが StdOut に適切な値を書き込むようにしてください。StdOut へ
の出力は最大 4096 バイト長まで可能です。

プロジェクトの作成後、そのプロジェクトに使用したいスクリプトがあれ
ば、 該当するプロジェクトフォルダの Project Resourcesフォルダ
（Project Resourcesフォルダのサブディレクトリではなくメインのディ
レクトリ）に保存してください。スクリプトに別のリソースファイルが必要
な場合は、それもメイン Project Resourcesフォルダに配置してくださ
い。スクリプトは、相対パスを使って、そのリソースを参照します。

プラグインはまた、StdErr にメッセージを書き込むことができます。StdErr
への出力は、最大 4096 バイト長まで可能です。StdErr で生成されたメッ
セージはすべて、エンドユーザーのマシン上の VMware ACE ログファイル
（<UserAppData>￥VMware￥VMware ACE￥<package_name>￥Virtual 
Machines￥<VM_name>\vmware.log）に記録されます。

スクリプトの終了コードは、そのスクリプトが正常に完了したか、失敗した
かを示します。

スクリプト実行環境では、以下の環境変数を設定できます。

変数 説明

VMWARE_NQ_DESCRIPTOR カスタムネットワーク検疫が使用されている場合、この変
数が、アップデートによって最後に設定されたネットワー
ク検疫記述子を示します。

VMWARE_EXPIRE_TIME これは、仮想マシンの有効期限を示します。変数が -1 に設
定されている場合、仮想マシンは期限切れになりません。
0に設定されている場合は、既に期限が切れています。

VMWARE_PROJ_ID この仮想マシンが所属するプロジェクトの ID です。

VMWARE_MVM_ID この仮想マシンの ID です。同じプロジェクト内には、同
じ仮想マシン ID は存在しません。
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プラグインは、エンドユーザーが VMware ACE を起動したり、仮想マシン
をリセットしたりする度に、実行されます。それ以外の場合にも、実行する
ことが可能です。例えば、有効期限プラグインは 24時間に一度実行されま
すし、[ ネットワーク検疫ウィザード ] でアップデートの間隔を設定すれば、
ネットワーク検疫プラグインを実行する頻度を指定できます。

「スクリプトのサンプル (P.274)」に記載されているスクリプトのサンプル
は、VMware ACE Manager でインストールされますす。デフォルトの格納場
所は、C:￥Program Files￥VMware￥VMware ACE Manager￥Samples
です。

以下に、プラグインが各種ポリシーをコントロールするために StdOut に書
き込む必要のある出力フォーマットを記述しています。

認証プラグイン
下表は、認証プラグインを作成するのに必要な基本情報をまとめたもので
す。

質問 回答

このスクリプトは、いつ実行さ
れますか。

仮想マシンを開くと、実行されます。

スクリプトに利用できる環境変
数としてどんなものがあります
か。

利用できる特定の環境変数はありません。ただし、
VMWARE_PROJ_ID 及び VMWARE_MVM_ID は、どの
仮想マシンをユーザーが開こうとしているかを表し、
一定の状況に関する情報を提供します。 

どのような出力が予測されます
か。

このスクリプトの出力は変換され、仮想マシンのファ
イルを暗号化、解読するためのキーの作成に使用され
ます。最初にこのスクリプトを実行すると、出力が変
換されて仮想マシンの暗号化に使用されます。仮想マ
シンを解読するには、スクリプトが同じ値を返さなけ
ればなりません。スクリプトが別の値を返すと、仮想
マシンは解読されず、エラーメッセージが表示されま
す。

スクリプトはどのような値を返しても構いませんが、
セキュリティを最大限に高めるためには、印刷可能文
字のみを含む値の場合、最低 32バイト長でなければ
なりません。バイナリデータの場合、適正なエントロ
ピーを確保するためには、値が最低 16 バイト長であ
る必要があります。
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このスクリプトで何をすること
ができますか。

スクリプトは、次のいずれかを行います。

• ユーザーに仮想マシンへのアクセスを許可する場
合、このユーザー向けのキーを作成するのに使用す
るデータが生成され、出力されます。データは、各
ユーザーごとに異なります。

• ユーザーの仮想マシンへのアクセスを拒否する場
合、スクリプトはゼロ以外の値で終了します。 
注意：これは、終了コードであって、出力値ではあ
りません。

スクリプトはどこに出力します
か。

StdOut に出力させてください。

スクリプトの終了コードは何で
すか。

アクセスが許可された場合、終了値は 0になります。
アクセスが拒否された場合は、0以外の値になりま
す。
注意：これは、終了コードであって、出力値ではあり
ません。

質問 回答
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更新プラグイン
下表は、更新プラグインを作成する際に必要な基本情報をまとめたもので
す。

注意 : エンドユーザーが VMware ACE を起動したり、仮想マシンをリセッ
トしたりする度にスクリプトが実行されるため、スクリプトが実行される度
に、その時点の日付けは異なります。スクリプトを作成する際は、参照ポイ
ントが変更される点を考慮に入れてください。

質問 回答

このスクリプトは、いつ実行さ
れますか。

仮想マシンをパワーオンあるいはリセットすると、実
行されます。

スクリプトに利用できる環境変
数としてどんなものがあります
か。

VMWARE_EXPIRE_TIME
1970 年 1 月 1日からの秒数（UTC）で表される、現
在設定されている有効期限を示します。

どのような出力が予測されます
か。

このスクリプトの出力が 32767 より大きい場合、
1970 年 1 月 1日からの秒数（UTC）で表される日付
けと解釈されます。32767 以下の場合は、その日から
数えて仮想マシンを実行できる残りの日数です。

このスクリプトで何をすること
ができますか。

スクリプトは、次のいずれかを行います。

• 仮想マシンを有効期限切れにします。過去の時間を
出力すると、仮想マシンの有効期限が切れます。た
だし、32767 より大きな値にする必要がありますの
で、注意してください。32767 以下の場合は、出力
値は日数として解釈され、その日から数えて出力値
分の日数だけ仮想マシンの実行が許可されます。

• 仮想マシンの実行を許可します。将来の日付けを
1970 年 1 月 1日からの秒数（UTC）で出力すると、
仮想マシンが更新されます。指定した秒数は、指定
した日付けの真夜中まで切り上げられます。出力値
が 32767 未満の場合、仮想マシンは、その日から数
えて指定した日数だけ使用可能となります。

• アクションを行いません。0を出力すると、何も変
更されません。

• 仮想マシンが決して有効期限切れにならないように
設定します。-1 という値を出力します。

スクリプトはどこに出力します
か。

StdOut に出力させてください。

スクリプトの終了コードは何で
すか。

0でなければなりません。０以外の終了値は、StdOut
への出力を無効にしてしまします。
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デバイス接続プラグイン
下表は、デバイス接続プラグインを作成するのに必要な基本情報をまとめた
ものです。

ネットワーク検疫プラグイン
下表は、ネットワーク検疫プラグインを作成する際に必要な基本情報をまと
めたものです。

質問 回答

このスクリプトは、いつ実行さ
れますか。

仮想マシンをパワーオンすると、実行されます。

スクリプトに利用できる環境変
数としてどんなものがあります
か。

利用できる特定の環境変数はありません。ただし、各
デバイスに対して異なるスクリプト（異なる引数を持
つスクリプト）を設定する必要があります。これに
よって、各スクリプトが呼び出されている理由を決定
することができます。

どのような出力が予測されます
か。

このスクリプトの出力はブール値です。ユーザーにデ
バイス接続ステータスの変更が許可されている場合、
出力値は TRUE です。ユーザーがデバイス接続ステー
タスを変更するのを拒否する場合は、FALSE です。

このスクリプトで何をすること
ができますか。

このスクリプトは、現在のユーザーにデバイス接続ス
テータスの変更を許可するかどうかを決定します。

• 接続ステータスの変更を許可する場合は、 StdOut に
TRUE と送信してください。 

• 接続ステータスの変更を拒否する場合は、 StdOut に
FALSE と送信してください。

スクリプトはどこに出力します
か。

StdOut に出力してください。

スクリプトの終了コードは何で
すか。

スクリプトは常に、0の状態で終了するはずです。

質問 回答

このスクリプトは、いつ実行さ
れますか。

仮想マシンをパワーオン /リセットすると、また仮想
マシンがネットワーク検疫記述子のアップデートを送
信すると、実行されます。
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nq-set コマンドを使って、仮想マシンのバージョンをアップデート
VMware ACE Manager で提供されるネットワーク検疫スクリプトのサンプル
のコメントには、nq-setコマンドに関する記述があります。ゲストOSや
仮想マシン内の他のソフトウェアを、仮想マシンの配布後にアップデートす
る場合は、必ずその仮想マシン内で nq-setコマンドを実行して、 仮想マシ
ンのバージョン記述子を正しくアップデートしてください。

nq-setを実行しないと、仮想マシンがアップデートされていることを
VMware ACE が検知できません。 

nq-setの使用に関する詳細は、「nq-set を使ってネットワーク検疫バージョ
ンをアップデート (P.161)」をご覧ください。

スクリプトに利用できる環境変
数としてどんなものがあります
か。

VMWARE_NQ_DESCRIPTOR は、ゲストのアップデー
トによって最後に設定されたストリングを記録しま
す。 ゲストのアップデートは、ゲストOS で nq-set

（VMware Tools が提供するコマンド）を実行してくだ
さい。

どのような出力が予測されます
か。

スクリプトは次のいずれかを出力します。下記の通
り、全て大文字で表示されます。

• YES ー 現在のネットワーク検疫記述子は有効です。
また、通常アクセスを許可するべきです。

• NO ー 現在のネットワーク検疫記述子は有効です。
また、アクセスを制限するべきです。

• REJECT ー 現在のネットワーク検疫記述子は無効で
す。

このスクリプトで何をすること
ができますか。

スクリプトは、次の両方を行います。

• VMWARE_NQ_DESCRIPTOR に含まれるストリングが
有効であるかどうかを確認します。

• ネットワーク検疫記述子を検証して、仮想マシンに
通常アクセスを許可するか、アクセスを制限するか
を決定します。

スクリプトはどこに出力します
か。

StdOut に出力してください。

スクリプトの終了コードは何で
すか。

0でなければなりません。０以外の終了値は、StdOut
への出力を無効にしてしまします。

質問 回答
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スクリプトのサンプル

認証スクリプトのサンプル
以下のサンプルスクリプトは C言語で書かれています。このスクリプトは、
VMware ACE Manager によって sampleAuth.cという名でインストールさ
れます。このサンプルを実行したい場合、Cコンパイラでコンパイルするこ
とが可能です。
/*
*
* VMware Sample Script
*
*
* This is a sample authentication script for VMware ACE.
*
*
* Input to script:
*      None

*
* Returns:
*      Exit code of 0 if successful (user is correctly authenticated)
* Exit code nonzero if an error occurred, or if authentication
*  failed 
*
* Expected output:
* Seed data to hash to create key for encryption/authentication
* subsystem on stdout.
*
*
* Notes:
*      If the script returns success, its output will be hashed to 
* create a key. Therefore it is important that the output of 
* this script is unique for each user, and that there is enough 
* data to make a meaningful key. (That is, at least 16 bytes.)

*
*
* Notes about this sample:
*      This script contains key data (hard-coded) for several users. 
* The script assumes that the username is contained in an 
*  environment variable called TEST_USERNAME (a fictitious 
* environment variable used in this sample).
*
*      It will then return the correct data for that user if one 
*      exists; otherwise it will return an error exit code (1).
*
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*
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
char *name;
char *keydata;

} UserListType;

static UserListType userList[] = {
{"charlie", "E1C4F612135B4D98A33B2C9BD595025D"},
{"kathy", "C79AFFEF773D61225751C2566858DB08"},
{"beth", "05B169B439B26AAB2EA4F755B7E3800C"},
{"ernie", "8CE63D4AA2068BD8AFF2D1B05F3495A5"},
{"bert", "172B1619B2EFBE0E4F381AA1C428F049"},

NULL
};

int 
main(int argc, 

char *argv[])
{

char *username;
 int counter;
int result = 1;

 /* Get the username from the env. var TEST_USERNAME */
username = getenv("TEST_USERNAME");
if (username == NULL) {

 /* No user specified, exit with an error */
fprintf(stderr, "TEST_USERNAME not set\n");
goto exit;

 }

 counter = 0;

while (userList[counter].name != NULL) {
 if (strcmp(userList[counter].name, username) == 0) {

 /* Found the right user; print their key */
printf("%s", userList[counter].keydata);
result = 0;
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goto exit;
 }
 counter++;
 }

 /* No match found */
fprintf(stderr, "User (%s) not found in list\n", username);

exit:
 return result;

}

更新スクリプトのサンプル
以下のサンプルスクリプトは、VB Script で書かれています。このスクリプ
トは、VMware ACE Manager によって expire_on_fridays.vbsという名
でインストールされます。
'
' VMware Sample Script
'
' This is a sample expiration/renewal script for VMware ACE
'
' This script returns a UTC time (number of seconds since
' 1/1/1970) for use in determining product expiration. If
' the time returned is less than the current time, the 
' product has expired, otherwise it has not. This script
' always marks the product as expired on Fridays, just
' because. Otherwise, it expires on Jan 1, 2010.
'
' This script must be run as follows:
' cscript -nologo expire_on_fridays.vbs

Dim StdOut
Dim StdErr

Set StdOut = WScript.StdOut
Set StdErr = WScript.StdErr

' Output to stderr is sent to the VMware log file. It
' does not, in itself, constitute an error in the script.
StdErr.WriteLine "Running expire_on_fridays.vbs"

If (DatePart("w", Now) = 6) Then

' It's a Friday. Game over.
 StdOut.Write DateDiff("s", "1/1/1970", Now) - 100 
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Else
StdOut.Write DateDiff("s", "1/1/1970", "1/1/2010")

End If

デバイス接続スクリプトのサンプル
以下のサンプルスクリプトは C言語で書かれています。このスクリプトは、
VMware ACE Manager によって sampleDevice.cという名でインストール
されます。このサンプルを実行したい場合、Cコンパイラでコンパイルする
ことが可能です。
/*
* VMware Sample Script
*
* This is a sample device policy script for VMware ACE.

* Notes about this sample:
*
* This script will examine the contents of an environment variable
*  and output YES if the variable is set, or NO if it isn't.
*
* This script always exits successfully (exit code 0)
*
*  The environment variable is called TEST_DEVICE
*
* Input to script:
* This script does not depend on any environment variables set by
*  VMware ACE
*
* Returns:
*  Returns 0 for success
*
* Expected output:
*  The script may output to stdout:
*  'YES' - Allow the user to manage the device
*  'NO' - Do not allow the user to manage the device
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int 
main(int argc, 

char *argv[])
{
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char *env_var;

/* Test for existence of TEST_DEVICE variable in environment: */
env_var = getenv("TEST_DEVICE");
 if ((env_var == NULL) || (strlen(env_var) == 0)) {

 printf("NO");
 } else {

 printf("YES");
 }

 return 0;
}

ネットワーク検疫スクリプトのサンプル１
以下のサンプルスクリプトは C言語で書かれています。このスクリプトは、
VMware ACE Manager によって sampleQuarantine.cという名でインス
トールされます。このサンプルを実行したい場合、Cコンパイラでコンパイ
ルすることが可能です。
/*
* VMware Sample Script
*
* This is a sample network quarantine script for VMware ACE.
*
* Notes About this sample:
* The NQ Script does 2 things, (1) verifies that the string in
* VMWARE_NQ_DESCRIPTOR is valid, and (2) returns whether the 
* guest operating system that this descriptor is from should be 
* given normal access (YES), or should be given restricted
* access (NO)
*
* For testing purposes a list of NQ_DESCRIPTORS is stored
* statically in this file, each with its corresponding result 
* (YES/NO/REJECT); this sample script will match the value in 
* VMWARE_NQ_DESCRIPTOR to a stored string and output its stored 
* "up-to-date" state (YES/NO/REJECT).
* If there are no matches, then we output REJECT.
*
* Input to script:
* Script examines the environment variable VMWARE_NQ_DESCRIPTOR
*
* Returns:
* Returns 0 for success
*
* Expected output:
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* The script may output to stdout:
* 'YES'    - the descriptor is valid and up-to-date
* 'NO'  - the descriptor is valid and not up-to-date
* 'REJECT' - the descriptor is not valid
*
* Setting the NQ descriptor:
* To set the NQ descriptor from the guest os you must run the
* following command (without the brackets around the new
* descriptor):
*
* On a Linux guest:
* (Binary located at /src/sbin)
* vmware-guestd --cmd "nq-set [new descriptor]"
*
* On a Windows guest: 
* (Binary located at C:\Program Files\VMware\VMware Tools)
* vmwareservice -cmd "nq-set [new descriptor]"
*
* (without the brackets around the new descriptor)
*
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
char *descriptor;
char *uptodate;

} DescriptorListType;

static DescriptorListType descriptorList[] = {
{"os=winxp-sp2,ie=6.0,virusdefs=4.0,office=2003-sp1", "YES"},
{"os=winxp-sp1,ie=6.0,virusdefs=4.0,office=2003-sp1", "NO"},
{"uptodate", "YES"},
{"notuptodate", "NO"},
{"rejectme", "REJECT"}
NULL

};

int 
main(int argc, 

char *argv[])
{

char *descriptor;
int counter;
int result = 1;
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/* Get the current descriptor from the env. var
* VMWARE_NQ_DESCRIPTOR 
*/
descriptor = getenv("VMWARE_NQ_DESCRIPTOR");
if (descriptor == NULL) {
fprintf(stderr, "VMWARE_NQ_DESCRIPTOR not set\n");
goto exit;

}

result = 0;
counter = 0;
while (descriptorList[counter].descriptor != NULL) {
if (strcmp(descriptorList[counter].descriptor, descriptor) == 0 {

/* Found the right descriptor */
 printf("%s", descriptorList[counter].uptodate);
 goto exit;

 }
 counter++;

 }

 /* No match found */
 printf("REJECT");

exit:
 return result;

}

ネットワーク検疫スクリプトのサンプル 2
以下のサンプルスクリプトは Perl で書かれています。以下のサンプルスク
このスクリプトは、VMware ACE Manager によって
sampleQuarantine.plという名で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
#
# This is a sample network quarantine script for VMware ACE.
#
# Notes About this sample:
# The NQ Script does 2 things, (1) verifies that the string in
# VMWARE_NQ_DESCRIPTOR is valid, and (2) returns wether the guest
# operating system that this descriptor is from should be given 
# normal access (YES), or should be given restricted access (NO)
#
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# For testing purposes 2 lists of NQ_DESCRIPTORS are stored
# statically in this file: an approved list and an unapproved
# list. This sample script will match the value in
# VMWARE_NQ_DESCRIPTOR to a stored string, and output YES if it 
# came from the approved list, NO if it came from the unapproved
# list, and REJECT otherwise.
#
# Input to script:
# Script examines the environment variable VMWARE_NQ_DESCRIPTOR
#
# Returns:
# Returns 0 for success
#
# Expected output:
# The script may output to stdout:
# 'YES'      - the descriptor is valid and up-to-date
# 'NO'       - the descriptor is valid and not up-to-date
# 'REJECT'   - the descriptor is not valid
#

# Setting the NQ descriptor:
# To set the NQ descriptor from the guest os you must run the
# following command:
#
# On a Linux guest:
# (Binary located at /src/sbin)
# vmware-guestd --cmd "nq-set [new descriptor]"
#
# On a Windows guest: 
# (Binary located at C:\Program Files\VMware\VMware Tools)
# vmwareservice -cmd "nq-set [new descriptor]"
#
# (without the brackets around the new descriptor)
#

my @approved = (
"os=winxp-sp2,ie=6.0,virusdefs=4.0,office=2003-sp1",
"uptodate"

);

my @unapproved = (
"os=winxp-sp1,ie=6.0,virusdefs=4.0,office=2003-sp1",
"notuptodate"

);

sub find_match{
foreach (@approved) {
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if (/^$_[0]$/i) {
return "YES";

}
}

foreach (@unapproved) {
if (/^$_[0]$/i) {

return "NO";
}

}

return "REJECT";
}

my $nqEnvName = 'VMWARE_NQ_DESCRIPTOR';
my $nqVal = $ENV{$nqEnvName};

print &find_match($nqVal);
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15 章
用語集
NAT( ネットワークアドレス変換 ) ー 仮想マシンを外部ネットワークにつ
なぐネットワーク接続の一種です。 1 つしかない IP アドレスをホストコン
ピュータが既に使用している場合に利用します。NAT に設定された仮想マ
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、
ホストコンピュータに設定される独立したプライベートネットワーク上のア
ドレスを、VMware 仮想 DHCP サーバから与えられます。仮想マシンと外部
ネットワーク間のネットワークデータのやり取りは、VMware NAT デバイス
を通じて行われます。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送信される
データパケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに転送します。

VMware ACE ー エンドユーザーが仮想マシンを実行するのに使用するシン
プルなアプリケーションです。このクライアントソフトウェアは、エンド
ユーザーが該当するクライアントを含むパッケージをインストールすると、
インストールされます。

VMware ACE Manager ー システム管理者がプロジェクトや仮想マシン、
パッケージを作成、アップデートするのに使用するプログラムです。
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VMware Tools ー ゲストOSのパフォーマンスと機能性を向上させるユー
ティリティ及びドライバのパッケージです。VMware Tools には、ゲストOS
の種類によって、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、仮想ディスクの圧縮、ホスト
との時刻同期、VMware スクリプト及び仮想マシンの実行中のデバイスの接
続 /切断といった機能をサポートします。 

仮想ディスク ー 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
1組のファイルですが、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。仮想マシンに仮想ディスクを構成す
れば、実際のディスクの再パーティションやホストのリブートを行わなくて
も、新しいOSをディスクファイルにインストールすることができます。

仮想ネットワークエディタ ー VMware ACE 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＆クリックのエディタです。[編集 ]
メニューから起動できます。

仮想マシン ー ゲストOS と関連アプリケーションソフトウェアを実行する
ことができる仮想化された x86 PC 環境です。 

仮想マシン構成 ー 仮想マシン内にどのような仮想デバイス（ディスク、メ
モリサイズなど）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 ー 仮想マシン構成を記録したファイルです。[新
規仮想マシンウィザード ] で作成できます。VMware ACE アプリケーション
は、仮想マシン構成ファイルを使って特定の仮想マシンを認識し、実行しま
す。

仮想マシン設定エディタ ー ポイント＆クリックで仮想マシンの設定を表
示し、変更できるエディタです。[VM] メニューから起動できます。
「新規仮想マシンウィザード」も参照 

共有フォルダ ー 共有フォルダは、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、あるいはホストコンピュータ
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簡単にファイル
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
「マイネットワーク」（Windows NT 仮想マシンでは「ネットワークコン
ピュータ」）内の VMware Shared Folders の箇所に表示され、Linux 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。 
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ゲスト OS ー 仮想マシン内で実行されるOS です。
「ホストOS」も参照

構成 ー 「仮想マシン構成ファイル」を参照

サスペンド ー 実行中の仮想マシンの現在の状態を保存する手続きです。サ
スペンドした仮想マシンを復元するには、レジューム機能を使用します。
「レジューム」も参照

新規仮想マシンウィザード ー 仮想マシンの構成をポイント＆クリックで
簡単に作成できる便利なインターフェイスです。[ ファイル ] - [ 新しい仮想
マシン ] を選択して起動します。このウィザードは、多くの場合、デフォル
ト値を提示してユーザーに情報の入力を求めます。終了時には、仮想マシン
を定義するファイルを作成します。 
「仮想マシン設定エディタ」も参照 

スナップショット ー スナップショットは、それを設定した時の仮想マシ
ンの状態をそのまま記録します。 その仮想マシンの全ディスク上のデータの
状態をそのまま保存し、仮想マシンの電源状態（オン、オフ、サスペンド
中）も記録します。VMware ACE Manager では、必要に応じて仮想マシンに
スナップショットを設定し、いつでもそのスナップショットまで戻ることが
可能です。 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することができます。

ネットワーク検疫 ー ポリシーによって定義される 1組のコントロールで、
最新の仮想マシンのみに企業ネットワークへのアクセスを許可したり、仮想
マシンがアクセスできるマシンやサブネットをシステム管理者が指定できる
ようにします。

パッケージ ー エンドユーザーに配布する、インストール可能なバンドルで
す。パッケージには通常、1台の仮想マシンと仮想マシンを実行するための
アプリケーションが含まれます。

ブリッジネットワーク ー 仮想マシンとその他のマシンをつなぐネット
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
同様に物理イーサネットネットワーク上に存在する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

フルスクリーンモード ー 仮想マシンが画面いっぱいに表示されるディス
プレイモードです。
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プロジェクト ー パッケージを作成するための 1組のコンポーネントです。
プロジェクトの作成と管理は、VMware ACE Manager で行います。パッケー
ジは、プロジェクトのコンポーネントの一部、あるいは全部を使用して作成
します。

ホスト OS ー ホストマシン上で実行されるOS です。
「ゲストOS」も参照

ホストオンリーネットワーク ー 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ている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」、「カスタムネットワーク」及び「NAT（ネット
ワークアドレス変換）」も参照

ホストマシン ー VMware ACE 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、ここで VMware ACE 仮想マシンが実行されます。 

ホットフィックス ー ユーザーパスワードの再設定を行ったり、期限切れ
の仮想マシンを更新したり、コピー保護機能が適用されている仮想マシンを
新しい場所から実行できるようにする、インストール可能なファイルです。

ポリシー ー ポリシーは、仮想マシンの機能を管理します。ポリシーは、ポ
リシーエディタで設定します。

レジューム ー サスペンド状態の仮想マシンを復元する手続きです。仮想マ
シンをレジュームすると、 アプリケーションはすべてサスペンドされた時と
同じ状態に復元されます。
「サスペンド」も参照
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