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VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
VMware Workstation によ
うこそ
ここでは次の説明を行います。

･ Version 4 の新機能 (P.14)
･ ホストのシステム要件 (P.17)
･ 仮想マシンの仕様 (P.20)
･ 対応ゲスト OS (P.23)
･ テクニカルサポート (P.25)
VMware® Workstation をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製
品は、1 台の PC で複数の OS を並行稼動できる強力な仮想マシンソフト
ウェアです。

VMware Workstation を初めてお使いになる方は、このマニュアルをよくお
読みください。

VMware 製品をお使いになったことのある方も、Version 4 の新機能を一覧し、
既存インストレーションをアップグレードする際の注意点をご確認くださ
い。

このマニュアルの前半（「VMware Workstation の実行 (P.107)」まで）では、
VMware Workstation の機能を紹介し、ソフトウェアのインストールと起動
までの手順を要点をまとめて解説していきます。

マニュアルの後半では、VMware Workstation の高度な機能を最大限に活用
していただくための詳細な参考資料を提供いたします。
www.vmware.com12



第 1 章 製品の紹介とシステム要件
技術プロフェッショナルのための強力な仮想マシンソフトウェア
VMware Workstation は、ネットワーク機能をフル装備したポータブルな仮
想マシンを使って、複数の OS（Microsoft® Windows®、Linux、Novell® 

NetWare®）を 1 台の PC で同時に実行することができます。200 万人以上の
ユーザーを抱える VMware Workstation は、 革新的なソリューションでソフ
トウェア開発のプロセスを大幅に簡易化、スピードアップすることに成功
し、世界中の開発者や IT スタッフから企業基準として採用されるようにな
りました。

必要な OS を、同時にすべて実行可能です。

VMware Workstation は次の用途に効果的です。

･ ソフトウェアの開発、テスト、展開
･ アプリケーションの互換性の確保及び OS の移行
･ トレーニング及び営業デモンストレーション
･ ソフトウェアのヘルプデスク及びテクニカルサポート

ホストとゲスト
･ソフトウェアをイン
ストールする物理コ
ンピュータをホスト
コンピュータ、その
OS をホスト OS と
呼びます。

･仮想マシン内で稼動
する OS は、ゲスト
OS と呼びます。 

･これらの特殊な用語
の定義は、マニュア
ルの最後に記載され
ている用語集を参照
してください。
13



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
Version 4 の新機能
VMware Workstation 4 は、VMware Workstation を長く愛用してくださって
いるユーザーにも、仮想マシンの可能性をこれから体験しようとしている初
めてのユーザーにも、性能を高めて使い易さを実現する新機能を提供しま
す。本リリースは、次のような特長を備えています。

･ Version 4.5 の新機能 (P.14)
･ Version 4.0 の新機能 (P.15)

Version 4.5 の新機能
VMware Workstation 4.5 に加えられた主な機能は次の通りです。

仮想マシンのメモリサイズの増大
個々の仮想マシンに 3,600MB までのメモリ、全ての稼動中仮想マシンの合
計で 4GB まで使用することが可能です。

Longhorn の実験的サポート
Windows の次のバージョン、Longhorn( コード名 ) のベータバージョンを
インストールし実行することができます。ロングホーンはまだ開発のベータ
段階にいるので、他のゲスト OS に比べて、インストールと実行に時間を要
します。

2.6 シリーズの Linux カーネルを使用したゲストサポートの向上
手動でインストールされた 2.6 カーネルを実行する仮想マシン、及び、2.6
カーネルからのいくつかのコンポーネントを組み込む Red Hat Linux 9 以降
のリリースを使用した仮想マシンの性能の向上が期待できます。

PXE のサポート
新しい仮想マシンに OS を稼動、インストールする場合、PXE(Preboot 
eXecution Environment) を使用すれば、アドオンソフトウエアは必要ありま
せん。

ワンポイント
プログラムを開始する度に、VMware Workstation の重要な機能をワンポイ
ントとして紹介します。このワンポイントを表示したくない場合は、この機
能をオフにしてください。

Non-Administrator の為の USBデバイス設定
Windows ホストのユーザーは誰でも、仮想マシンで使用される USB デバイ
スを接続することができます。仮想マシンに USB デバイスを接続するため
にはもはやホストの管理上の特権を必要としません。詳細に関しては、
www.vmware.com14



第 1 章 製品の紹介とシステム要件
｢ Non-AdministratorとしてのUSB デバイスインストール (P.315) ｣を参照して
ください。

製品最新情報の自動確認
VMware Workstation は自動的に製品の最新情報を確認します。自動確認の
間隔を、月に一度、週に一度、毎日等に変更、または自動確認機能をオフに
して、全く確認をしないようにも設定もできます。詳細は製品最新情報の確
認 (P.130) を参照してください。

新しいOSのサポート 
VMware Workstation 4.5 は、新たに Novell® NetWare ®5.1、6 and 6.5、及び 
SUSE™LINUX 9.0 サポートしているので、お客様に合った OS やアプリケー
ションを選択していただくことができます。

Version 4.0 の新機能
VMware Workstation 4.0 に加えられた主な機能は次の通りです。

スナップショット
仮想マシンの状態をスナップショットに記録すると、実行中のシステムのコ
ピーが設定時の状態のままに作成され、ディスクに保存されます。設定した
スナップショットには必要な時にいつでも戻ることができ、反復テストやデ
バッグをより簡単に行えるようになります。また、仮想マシンをオフにする
度にスナップショットの状態まで戻るように設定することも可能です。詳し
くは、「スナップショットの設定と復元 (P.127)」を参照してください。

ドラッグ アンド ドロップ機能
Windows ホストと Windows ゲスト間では、ファイルやフォルダをドラッグ 
アンド ドロップで移動させることができるようになりました。詳しくは、

「ドラッグ アンド ドロップ機能 (P.125)」を参照してください。

共有フォルダ
共有フォルダを利用すれば、ホストと 1 つ以上のゲスト間でファイルを簡
単に共有することができます。詳しくは、「共有フォルダの使用 (P.123)」を
参照してください。

デバッグをフルサポート
プログラマが仮想マシン内でネイティブなプログラム デバッグの機能をフ
ルに活用できるようになり、ユーザーレベルとカーネルレベルの両方のデ
バッガがサポートされるようになりました。デバッグ作業用に仮想マシンを
構成する際の詳しい情報は、「使用例 : 仮想シリアルポートを使ったデバッ
グ (P.300)」を参照してください。
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サウンドとビデオの向上
一般的に使用されている Creative Labs Sound Blaster® AudioPCI をエミュ
レートする新しいサウンドデバイスによって、仮想マシンでよりリアルな音
を体験することができるようになりました。また、アップグレードされた高
性能なグラフィックスによって、スキップすることなくストリーミングビデ
オを再生することができます。

新しいOSのサポート 
VMware Workstation 4.0 は、Microsoft® Windows® Server 2003、Red Hat™ 
Linux 8.0 及び 9.0、Red Hat Linux Advanced Server 2.1、Red Hat Enterprise 
Linux Workstation 2.1、SuSE™ Linux 8.0、8.1、8.2、Enterprise Server 8、及び
Mandrake™ Linux 9.0 をサポートしています。

ユーザーインターフェイスが新しくなりました
Linux ホストでは、ユーザーインターフェイスが全般的に一新され、新しく
仮想マシン設定を利用できるようになりました。Windows ホストでは、お
気に入りリストが新しく設定されました。またいずれのホストでも、同じ
ウィンドウ内で複数の仮想マシンを実行し、新しく設定されたクイックス
イッチモードでタブを使ってマシン間の切り替えを行えるようになりまし
た。詳しくは、「VMware Workstation の実行 (P.107)」を参照してください。

ネットワーク設定（Windows がホストの場合）
Windows ホストの仮想ネットワークエディタが提供するグラフィカルイン
ターフェイスを使って、仮想ネットワークで実行中の DHCP サーバの構成
を変更できるようになりました。また、NAT デバイスやホスト仮想アダプ
タも構成できます。 詳しくは、「ネットワーク構成の変更 (P.230)」を参照く
ださい。 
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ホストのシステム要件
VMware Workstation 4 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 Workstation 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。

注意 : VMware Workstation 4 は、32 ビットモードで稼動するホストプロ
セッサとホスト OS 上でのみサポートされています。64 ビットモードで稼
動するプロセッサと OS ではサポートされていません。 

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 )
次のプロセッサと互換性を持ちます。

･ Intel®: Celeron®、Pentium® II、Pentium III、 Pentium 4、Pentium 
M(Centrino™ モービルテクノロジーを含む )、 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

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。
･ Linux がホストの場合、ゲスト OS をフルスクリーンモードで実行する

ためには、X11R6 仕様を満たす X サーバ（XFree86 等）とそのサーバ
がサポートするビデオアダプタが必要となります。
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ディスクドライブ
･ 基本インストールに Windows ホストで 100MB、Linux ホストで 20MB

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 
･ ゲスト OS は物理ディスクパーティションか仮想ディスクファイルに常

駐することができます。 

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、ビルトインのネットワークアドレス

変換 (NAT) を使用するか、ホストオンリー（Host-only）ネットワーク
でホスト OS 上のルーティングソフトウェアを使ってサポート

Windows ホスト OS
･ Windows Server 2003 Web Edition 、Windows Server 2003 Standard 

Edition 及び Windows Server 2003 Enterprise Edition
･ Service Pack 1 を適用した Windows XP Professional 及び Windows XP 

Home Edition（サービスパックを適用していない場合もサポート）
･ Service Pack 3 または 4 を適用した Windows 2000 Professional、

Windows 2000 Server 及び Windows 2000 Advanced Server（サービス
パックを適用していない場合もサポート）

･ Service Pack 6a を適用した Windows NT® Workstation 4.0 及び Server 
4.0、Service Pack 6 を適用した Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
注意 : プライマリドメイン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使用されている Windows NT 4.0 Server システム
に VMware Workstation をインストールしないでください。

･ ヘルプシステムに Internet Explorer 4.0 以降が必要です。
www.vmware.com18
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Linux ホスト OS
対応ディストリビューションとカーネルのリストは次の通りです。この要件
を満たさないシステムでは VMware Workstation が動作しないことがありま
す。

注意 : 新しく Linux カーネルやディストリビューションがリリースされる度
に、弊社では該当ホストプラットフォームでの安定性と信頼性の確保を目指
して製品の修正とテストを行います。新しいカーネルやディストリビュー
ションへのサポートを迅速に提供するためにあらゆる努力を行いますが、下
記のリストに該当カーネルやディストリビューションが追加されていない限
り、弊社製品での使用はサポートされません。最新のプレビルドモジュール
は、弊社 Web サイトのダウンロードのセクションで入手することができま
す ( www.vmware.com/download/)。
･ Mandrake Linux 9.0 -- ストック 2.4.19
･ Mandrake Linux 8.2 -- ストック 2.4.18-6mdk
･ Red Hat Enterprise Linux 3.0 -- ストック 2.4.21
･ Red Hat Enterprise Linux 2.1 -- ストック 2.4.9-e3
･ Red Hat Linux Advanced Server 2.1-- ストック 2.4.9-e3
･ Red Hat Linux 9.0 -- ストック 2.4.20-8, アップグレード 2.4.20-20.9
･ Red Hat Linux 8.0 -- ストック 2.4.18
･ Red Hat Linux 7.3 -- ストック 2.4.18
･ Red Hat Linux 7.2 -- ストック 2.4.7-10, アップグレード 2.4.9-7, アップグ

レード 2.4.9-13, アップグレード 2.4.9-21, アップグレード 2.4.9-31
･ Red Hat Linux 7.1 -- ストック 2.4.2-2, アップグレード 2.4.3-12
･ Red Hat Linux 7.0 -- ストック 2.2.16-22, アップグレード 2.2.17-14
･ SUSE LINUX 9.0 -- ストック 2.4.21-99
･ SuSE Linux Enterprise Server 8 -- ストック 2.4.19
･ SuSE Linux 8.2 -- ストック 2.4.20
･ SuSE Linux 8.1-- ストック 2.4.19
･ SuSE Linux 8.0 -- ストック 2.4.18
･ SuSE Linux Enterprise Server 7 -- ストック 2.4.7 及びパッチ 2
･ SuSE Linux 7.3 -- ストック 2.4.10
上記以外のプラットフォームはサポートされていません。

Help システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。
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仮想マシンの仕様
VMware Workstation 4 で作成した仮想マシンの各ゲスト OS は、次のデバイ
スを認識します。

プロセッサ
･ ホストコンピュータと同じプロセッサ
･ 対称型マルチプロセッサシステムでは、仮想マシンごとにシングルプ

ロセッサ 

チップセット
･ NS338 SIO チップ及び 82093AA IOAPIC 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） 
･ 全仮想マシンで合計 4GB まで利用可能

グラフィックス
･ 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 )

･ ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可
･ 最大 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 仮想ドライブ
･ ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可
･ Generic SCSI のサポートによって、デバイスの利用にホスト OS のドラ

イバを必要としなくなりました。
スキャナ、CD-ROM、DVD-ROM、テープドライブ等の SCSI デバイスと
動作
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･ LSI Logic® LSI53C10xx Ultra160 SCSI I/O コントローラ

･ Mylex® (BusLogic) BT-958 互換のホストバス アダプタ (Windows XP 及び
Windows Server 2003 では、VMware の追加ドライバが必要 )

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 ファイルまたは Linux ファイル、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 

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 ) 

仮想ネットワーキング
･ 9 つの仮想イーサネットスイッチ ( 内 3 つはデフォルトでブリッジ、ホ

ストオンリー及び NAT ネットワークに割り当てられています )
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･ 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
www.vmware.com22
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対応ゲストOS 
下記の OS は、VMware Workstation 4 の仮想マシンでテストが行われ、公式
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 ] または [Help] 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 Workstation の仮想マシンではサ
ポートされません。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、Longhorn( コード名）、ベータ ( 試験的）
･ Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard 

Edition 及び Windows Server 2003 Enterprise Edition
･ Service Pack 1 を適用した Windows XP Professional 及び Windows XP 

Home Edition（サービスパックを適用していない場合もサポート）
･ Service Pack 1、2、3 または 4 を適用した Windows 2000 Professional 及

び Windows 2000 Server、Service Pack 3 を適用した Windows 2000 
Advanced Server （サービスパックを適用していない場合もサポート）

･ Service Pack 6a を適用した Windows NT® Workstation 4.0 及び Server 
4.0、Service Pack 6 を適用した Windows NT 4.0 Terminal Server Edition

･ 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 

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
･ SLES 7、7 パッチ 2、8
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･ Turbolinux Server 7.0、Server 8.0、 Workstation 8.0

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 ] または
[Help] 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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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 Workstation 関連のド
キュメントは、弊社 Web サイト（ www.vmware.com/support/）で参照い
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
シューティングや上級ユーザー向けの使用上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、VMware ウェブサイト上で行われる穏健なディ
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 製品を使用した経験を共有し、技術的な質問ある
いは問題をとりあげ、他の VMware ユーザーのから知識、助言等を得るこ
とができます。

VMware ニュースグループ
VMware ニュースグループは、ユーザーの相互支援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、迂回方法、または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。VMware の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。VMware の NNTP ニュースサーバは 
news.vmware.com にあります。

フォーラムとニュースグループ関する詳細は、www.vmware.com/support/
newsgroups.html を参照してください。

トラブルの報告
VMware Workstation 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。

次のガイドラインでは、トラブルの診断に必要な情報を記述しています。

仮想マシンが正常に終了しない場合、あるいはクラッシュする場合は、サ
ポートスクリプトを実行して、適切なログファイルとシステム情報を集めて
ください。そして、使用のホストコンピュータ従って、次のステップを行っ
てください。
25

http://www.vmware.com/support/
http://www.vmware.com/kb
http://www.vmware.com/support/newsgroups.html
http://www.vmware.com/support/newsgroups.html


VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
Windows ホスト
1. コマンドプロンプトを開きます。

2. VMware Workstation プログラムディレクトリに移動します。
C:

cd ￥Program Files￥VMware￥VMware Workstation

デフォルトのディレクトリにプログラムをインストールしなかった場
合は、該当するドライブレターを使用し、上記の cdコマンド中の適切
なパスを代用してください。

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

4. スクリプト実行後、そのアウトプットを格納したディレクトリ名が表
示されます。WinZip または PKZIP などのファイル圧縮ユーティリティ
を使用して、そのディレクトリを圧縮して、サポートリクエストと共
に zip ファイルを提出してください。

Linux ホスト
1. ターミナルを開いてください。

2. 仮想マシンを実行しているユーザーとしてサポートスクリプトを実行
してください。

vm-support

root としてサポートスクリプトを実行していない場合は、ある情報を
集めることができないとのメッセージをスクリプトが表示しますが、
これは正常です。VMware サポートチームがその情報を必要とする場合
は、root として再度スクリプトを実行するように指示いたします。

3. スクリプトは現在のディレクトリに圧縮した .tgzファイルを作成し
ます。そのアウトプットファイルをサポートリクエストと共に提出し
てください。

Workstation のインストール中にトラブルが生じた場合は、インストールロ
グファイルも提出してください。

Windows ホストでのファイル名は VMInst.log で、temp フォルダに保存さ
れています。Windows NT ホスト上でのデフォルトの格納場所は C:￥temp
です。Windows 2000、Windows XP や Windows Server 2003 ホストでは、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
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択して [ 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 ] を選択します。

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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VMware Workstation 4 の
インストールと削除
ここでは、Linux や Windows のホストシステムに VMware Workstation をイ
ンストールする手順を説明します。

･ ホストシステムの選択
･ VMware Workstation 4 を Windows ホストへインストール (P.32)

･ VMware Workstation ソフトウェアのインストール (P.33)
･ VMware Workstation のサイレントインストール機能 (P.37)

･ VMware Workstation 4 を Linux ホストへインストール (P.40)
･ Linux ホストへのインストールを開始する前に (P.41)
･ VMware Workstation ソフトウェアのインストール (P.41)
･ Web ブラウザの構成 (P.44)
･ VMware Workstation 4 を Linux ホストから削除 (P.44)
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ホストシステムの選択
VMware Workstation は、ホストコンピュータが Windows でも Linux でもご
利用になれます。両ホストのインストール用ファイルは１枚の CD-ROM に
含まれます。

シリアル番号は、ライセンス登録されたホストOS上でのみVMware Workstation
が利用できるように設定されています。 例えば、Windowsホスト向けのシリア
ル番号を使って Linuxホスト上で本ソフトウェアを実行することはできません。

異種のホスト OS で VMware Workstation を使う場合 、 例えば Windows ホス
ト向けにライセンスを登録しているが Linux ホストでもプログラムを利用し
たいというような場合は、 弊社 Web サイトでライセンスを購入する必要が
あります。このサイトから 30 日の無料評価版をダウンロードすることも可
能です。 詳しくは、www.vmware.com/download を参照してください。

対応 Windows ホストへのインストールは、「VMware Workstation 4 を
Windows ホストへインストール (P.32)」を参照してください。 Linux ホスト
へのインストールは、「VMware Workstation 4 を Linux ホストへインストー
ル (P.40)」を参照してください。

旧バージョンからのアップグレード
旧バージョンから VMware Workstation をアップグレードする場合は、はじ
めに「VMware Workstation のアップグレード (P.45)」 をお読みください。
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VMware Workstation 4 を Windows
ホストへインストール
VMware Workstation は、次の手順で簡単に利用を開始することができます。

1. 本章の指示に従って VMware Workstation のソフトウェアをインストー
ルします。

2. VMware Workstation を起動して、シリアル番号を入力します。この作
業は、ソフトウェアのインストール後に初めて VMware Workstation を
起動した時のみ必要です。

3. [ 新規仮想マシンウィザード ] を使って仮想マシンを作成します。詳し
くは 「仮想マシンの新規作成 (P.73)」を参照ください。

4. 新しい仮想マシンにゲスト OS をインストールします。これにはゲスト
OS 用のインストールメディア (CD-ROM またはフロッピーディスク）
が必要です。詳しくは、「ゲスト OS と VMware Tools のインストール 
(P.89)」を参照してください。

5. パフォーマンスを拡張するために、仮想マシン内に VMware Tools パッ
ケージをインストールします。詳しくは「VMware Tools のインストー
ル (P.92)」を参照してください。

6. これで仮想マシンをご利用いただけます。

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 Workstation を実行するためのシステム要件を満たしたコン
ピュータとホスト OS ー 詳しくは 「ホストのシステム要件 (P.17)」を参
照してください。

･ VMware Workstation のインストール ソフトウェア ー VMware 
Workstation のパッケージ版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ています。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 Workstation のシリアル番号 ー シリアル番号は、VMware 
Workstation のボックス内あるいはダウンロード版の受注を確認する電
子メールの中に記載されています。 

･ ゲスト OS 用のインストール CD またはフロッピーディスク
www.vmware.com32
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VMware Workstation ソフトウェアのインストール
1. Administrator ユーザーあるいは Windows Administrators グループのメ

ンバーとして、Microsoft Windows ホストにログインしてください。

注意 :プライマリまたはバックアップ用の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 Workstation
をインストールしないでください。

注意 :Windows XP や Windows Server 2003 ホストでは、VMware 
Workstation をインストールするためにはローカルな Administrator と
してログインする（つまり、ドメインにログインしない）必要があり
ます。
注意 :VMware Workstation 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的な
ユーザー権限でプログラムを実行することができます。この際、各
ユーザーにつきライセンスが１つ必要です。

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:の個所には CD-ROM ドライブに相当するドライブ文字を入力します。

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を
検索して実行します (VMwareWorkstation-<xxxx>.exeのよう
な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. [VMware Workstation のインストールウィザードへようこそ ] という画
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. 使用許諾契約書を読んで、その条項に同意してください。[ 使用許諾契
約の条項に同意します ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

5. VMware Workstation をインストールするディレクトリを指定します。
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 ] ボ
タンをクリックし、希望のディレクトリに変更してください。指定さ
れたディレクトリが存在しない場合、インストーラが新規に作成しま
す。[ 次へ ] をクリックします。

注意 :VMware Workstation を ネットワークドライブにインストールし
ないでください。

注意 :Windows や Microsoft Installer では、ローカルドライブ上のフォ
ルダへのパスは 255 字以内、マッピングしたドライブ、あるいは共有
ドライブ上のファルダへのパスは 240 字以内と、パスの長さに制限が
あります。VMware プログラムフォルダへのパスがこの制限を超える場
合、別のフォルダを選択するように求めるメッセージが表示されます。
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6. インストーラが必要な情報を集め終え、ソフトウェアのインストール
を開始する準備ができました。

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。

変更する必要がない場合は、[インストール]をクリックすると、インス
トーラがホストへのファイルのコピーを開始します。

7. 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。

8. インストーラが VMware 仮想イーサネットアダプタのインストールを
開始する際に、「デジタル署名がありません。」という画面がいくつか
表示されることがありあます。このメッセージは無視しても構いませ
ん。[ はい ] または [ 続行 ] をクリックしてドライバのインストールを
許可してください。

9. 既存の仮想ディスクを .vmdkという拡張子を使った新しい名前に変更
するかどうかを選択する画面が表示されます。

このファイル名の規約は、VMware Workstation 3 から使用されるよう
になりました。仮想ディスクファイルがすでに拡張子 .vmdkを使用し
ている場合は、[ いいえ ] をクリックして次のプロセスに進んでくださ
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い。[ はい ] をクリックするとホストコンピュータ上のローカルドライ
ブがすべて検索され、変更が行われます。

変換プログラムは、サスペンドされている仮想マシンの状態を記録し
たファイルを見つけると、そのファイル名も今までのファイル拡張子
.stdから .vmss に変更します。 ただし、Workstation 3 を Workstation 4
にアップグレードする時は、サスペンドされている仮想マシンを全てレ
ジュームしてからシャットダウンすることをお勧めします。

ファイル名を変更する際、新しいファイル名の仮想ディスクを認識で
きるように、該当する仮想マシンの構成ファイルも更新されます。

仮想ディスクファイルやサスペンド状態を記録したファイルを
Windows XP や Windows Server 2003 ホストに保存している場合、ある
いは保存する可能性がある場合、Windows XP や Windows Server 2003
のシステム修復機能との干渉を避けるためにも、必ずファイル名を変
換してください。

10.ユーザー名、会社名、シリアル番号を入力する場合は、ここで情報を
入力し [ 次へ ] をクリックしてください。シリアル番号は、パッケージ
の登録カードに記載されています。ここで入力した情報はバージョン
情報ボックス（[ ヘルプ ] - [ バージョン情報 ]）にてご覧いただけます。
このステップを省略した場合、 VMware Workstation の最初の起動時に
シリアル番号の入力を求める画面が表示されます。

ディスクファイル名
を自動的に変更する
チャンスは 1度しか
ありません
･仮想ディスク名の変
更画面は 1 度しか表
示されません。
[ キャンセル ] をク
リックすると、ファ
イル名や構成ファイ
ルを自動的に更新す
るチャンスはなくな
ります。
www.vmware.com36



第 2 章 製品の紹介とシステム要件
11.[ 完了 ] をクリックすると、VMware Workstation ソフトウェアのインス
トールが完了します。

12.PC の再起動を促すプロンプトが表示されます。再起動を行うと、
VMware Workstation がインストールを正常に終了します。

VMware Workstation のサイレントインストール機能
企業環境などにおいて、多くの Windows ホストコンピュータに VMware 
Workstation をインストールする場合、Microsoft Windows インストーラの
サイレントインストール機能を使用することができます。

この機能を使用してインストールする前に、ホストコンピュータがバージョ
ン 2.0 以上の MSI ランタイムエンジンを備えているかを確認してください。
インストーラのこのバージョンは Windows XP 以降の Windows のバージョ
ンに組み込まれています。また Windows NT4.0 以降の Windows バージョン
全てにおいて、このインストーラを Microsoft 社から入手できます。

次のステップに従ってサイレントインストールを行ってください。
Microsoft Windows インストーラ使用にあたっての詳細は、マイクロソフト
のウェブサイトを参照してください。

1. VMware Workstation インストーラから管理インストレーションイメー
ジを抽出します。
setup.exe /a /s /v"/qn TARGETDIR=<InstallTempPath>"

setup.exeは CD ディストリビューションのインストーラ名です。ダウ
ンロードしたインストーラを使用している場合は、ファイル名は
VMwareWorkstation-xxxx>.exeに類似しており、 <xxxx>はバー
ジョンとビルト番号を表しています。

<InstallTempPath>は管理インストレーションイメージを保存した
いフォルダへの完全なパスです。
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2.msiexecと前のステップで抽出した管理インストレーションイメージ
を使用して、サイレントインストールを実行します。
msiexec -i "<InstallTempPath>\VMware Workstation.msi" 
[INSTALLDIR="<PathToProgramDirectory>"] ADDLOCAL=ALL 
[REMOVE=<featurename,featurename>] /qn

コマンドは 1 行に入力します。デフォルト以外の場所に VMware 
Workstation をインストールしたい場合は、INSTALLDIR=に続くパス
を変更し、希望のロケーションを指定します。

REMOVE= プロパティのオプションを使用して特定の機能のインスト
レーションをとばすことができます。 REMOVE= プロパティは次の１つ、
またはそれ以上の価値が必要となります。c

ひとつ以上の価値を指定する場合は、次の例に示すように、カンマを
使用して価値を区切ってください。
REMOVE=Authd,NAT.

注意 : REMOVE=Networkを指定した場合、 インストーラは NAT と
DHCP を含む特定のネットワークコンポーネントのインストレーション
をとばします。 DHCPあるいは NAT を区切って指定する必要はありませ
ん。

価値 詳細

Authd VMware 承認サービス

Network ホストオンリーネットワークと NAT ネットワークの仮想ブリッジとホ
ストアダプタを含むネットワークコンポーネント（NAT あるいは DHCP
を使用する場合は削除しないでください。）

DHCP 仮想 DHCP サーバ

NAT 仮想 NAT デバイス
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PROPERTY="value"を使用して、コマンドに次のインストレーション
プロパティを加えることにより、インストレーションをさらにカスタ
マイズできます。価値 1 は trueで、価値 0 は falseです。シリアル
番号のプロパティを使用する場合は、ハイフォンを含めたシリアル番
号を入力してください。(xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx)

注意 : サイレントインストール実行中にネットワークコンポーネントをイ
ンストールしないように指定した場合、これらのコンポーネントはユーザー
のインターフェイスにあるように見えますが、実際にはなく、作動しませ
ん。

VMware Workstation 4 を Windows ホストから削除
VMware Workstation 4 を削除するには、コントロールパネルの [ プログラム
の追加と削除 ] を使用します。パネルから [VMware Workstation] を選択して
[ 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 プロパティ作用 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 1

DISABLE_AUTORUN ホストの CD オートランを無効にする 1

REMOVE_LICENSE ( アンインストールのみ ) アンインストールにて保
存されたライセンスを全て削除

0

SERIALNUMBER シリアル番号が自動的に入力されます。  
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VMware Workstation 4を Linux
ホストへインストール
VMware Workstation は、次の手順で簡単に利用を開始することができます。

1. 本章の指示に従って VMware Workstation のソフトウェアをインストー
ルします。

2. VMware Workstation を起動して、シリアル番号を入力します。この作
業は、ソフトウェアのインストール後に初めて VMware Workstation を
起動した時のみ必要です。

3. [New Virtual Machine Wizard] を使って仮想マシンを作成します。 詳しく
は、「仮想マシンの新規作成 (P.73)」を参照してください。

4. 新しい仮想マシンにゲスト OS をインストールします。これにはゲスト
OS 用のインストールメディア (CD-ROM またはフロッピーディスク）
が必要です。詳しくは「ゲスト OS と VMware Tools のインストール 
(P.89)」を参照してください。

5. パフォーマンスを拡張するために、仮想マシン内に VMware Tools パッ
ケージをインストールします。詳しくは「VMware Tools のインストー
ル (P.92)」を参照してください。

6. これで仮想マシンをご利用いただけます。

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 Workstation を実行するためのシステム要件を満たしたコン
ピュータとホスト OS ー 詳しくは「ホストのシステム要件 (P.17)」を参
照してください。

･ VMware Workstation のインストールソフトウェア ー VMware 
Workstation のパッケージ版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入っています。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 Workstation のシリアル番号 ー シリアル番号は、VMware 
Workstation のボックス内あるいはダウンロード版の受注を確認する電
子メールの中に記載されています。 

･ ゲスト OS 用のインストール CD またはフロッピーディスク
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Linux ホストへのインストールを開始する前に
VMware Workstation をインストールして実行する前に、次の注意事項を確
認し、必要に応じてホスト OS のシステム構成を調整してください。

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

･ Linux 向けの VMware Workstation では、パラレルポートが「PC-style 
hardware」オプション (CONFIG_PARPORT_PC) としてビルドされ、
カーネルモジュールとして読み込まれる（カーネルのコンパイル時に
m に設定されている）必要があります。 

VMware Workstation ソフトウェアのインストール
注意 : 次のステップは、CD-ROM からのインストールを説明したものです。
ソフトウェアをダウンロードされた場合は、 CD の Linuxディレクトリか
らではなく、ダウンロードしたインストーラ ファイルが保存されている
ディレクトリから始めてください。後の手順は同じです。
1. Linux ホストに、VMware Workstation を使用する予定のユーザー名でロ

グインしてください。 

2. 最初のインストールプロセスを実行するために、ターミナルウィンド
ウで root になります。 
su -

3. VMware Workstation の CD-ROM を挿入します。

4. CD 上の Linuxディレクトリに移動します。 

5. 次のいずれかを実行してください。

･ RPM インストーラを使用：インストールファイルを指定して RPM を
実行します。
rpm -Uhv VMware-<xxx>.rpm
(VMware-<xxx>.rpmは CD 上のインストールファイルです。 ファ
イル名の <xxx>の個所には、バージョン及びビルド番号に相当する
数字が入ります。) 
注意 :VMware Workstation 3.0 からアップグレードする場合は、RPM
パッケージをインストールする前に、 3.0 リリースに含まれている
RPM プレビルドモジュールパッケージを削除しなければなりません。
これにはコマンドプロンプトに次のように入力してください。
rpm -e VMwareWorkstationKernelModules
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･ tar インストーラを使用：tar アーカイブをハードディスクにコピー
し、次の手順でインストールを行うか、アーカイブのコピー及び解
凍プロセスを省いて、CD 上の vmware-distribディレクトリか
ら直接インストールを行ってください。
tar アーカイブをハードドライブのディレクトリ、例えば /tmpにコ
ピーします。
cp VMware-<xxx>.tar.gz /tmp
ファイルをコピーしたディレクトリに移動してください。
cd /tmp
アーカイブを解凍します。 
tar zxf VMware-<xxxx>.tar.gz 
インストールディレクトリに移動します。
cd vmware-distrib
インストールプログラムを実行します。
./vmware-install.pl 
バイナリファイル、ライブラリファイル、マニュアルファイル、ド
キュメンテーションファイル及び init スクリプトのディレクトリは、
デフォルトをそのまま使用してください。 

6. コンフィギュレーションプログラムを実行します。
vmware-config.pl 

注意 : RPM インストーラを使用する場合は、このプログラムをコマ
ンドラインとは別に実行する必要があります。tar アーカイブからイン
ストールする場合は、インストーラがコンフィギュレーションプログ
ラムを起動するかを質問してきますので、プロンプトが表示されたら
[Yes] と答えて下さい。

カーネルをアップグレードした後は必ず、このプログラムを使って
VMware Workstation を再構成してください。カーネルのアップグレー
ドの度に VMware Workstation を再インストールする必要はありませ
ん。 

ホストオンリーネットワークの追加や削除等、VMware Workstation の
ネットワークオプションの再構成を vmware-config.plを使って
行うこともできます。

vmware-config.plは/usr/binにあります。/usr/binがデフォルト
のパスにない場合は、次のコマンドに従って、プログラムを実行して
ください。
/usr/bin/vmware-config.pl
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7. <Enter> キーを押して使用許諾契約書 (EULA) を読んでください。ス
ペース バーを押すとページを進めることができます。[Do you accept...]
というプロンプトが表示されない場合は、<Q> を押して次のプロンプ
トに進んでください。 

8. 残りのプロンプトはほとんど、デフォルトの回答を選択すれば良いよ
うになっていますが、次のような例外もあります。

･ コンフィギュレーションスクリプトが次のプログラムを表示します。
Do you want this script to automatically configure 
your system to allow your virtual machines to access 
the host's file system?

すでにホストコンピュータで Samba が稼動している場合、[No] と回
答してください。 
ホストコンピュータで Samba が稼動しておらず、Samba を追加した
い場合は、この質問に対する回答は [Yes] となります。 すると
VMware Workstation インストーラが Samba のインストールを開始し
ます。 Samba の設定に使用するユーザー名とパスワードを聞かれた
ら、ステップ 1 で使用したユーザー名を入力してください。

･ Host-only ネットワークを有効にするためには、次のプロンプトが表
示されたら [Yes] と回答します。 
Do you want your virtual machines to be able to use 
the host's network resources? 
Do you want to be able to use host-only networking 
in your virtual machines? 
Do you want this script to probe for an unused 
private subnet?

この設定を行うと、仮想マシンとホスト OS との間でファイルの共有
が可能になります。詳しくは「ホストオンリー (Host-only) ネット
ワーク (P.225)」を参照してください。

注意 :この時点で Host-only ネットワークを有効にしておかなけれ
ば、仮想マシンで Bridged ネットワークと Host-only ネットワークの
両方を使用することができません。

9. コンフィギュレーションプログラムが、インストールを正常に終了し
たことを知らせるメッセージを表示します。このメッセージが表示さ
れない場合は、もう一度コンフィギュレーションプログラムを実行し
てください。

10.インストールが完了したら、root のアカウントを終了します。
exit 
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Webブラウザの構成
VMware Workstation のヘルプシステムは、ホストコンピュータに Web ブラ
ウザがインストールされていなければ利用できません。VMware Workstation
は、/usr/bin/netscapeで Netscape を検出するように設定されていま
す。ホストコンピュータの構成がこの設定と一致する場合は、特別な作業を
行う必要はありません。別のブラウザを使用している場合、あるいは
Netscape が別のロケーションに格納されている場合は、/usr/bin からその
ブラウザにシンボリックリンクを追加してください。 

ln -s <path to browser> /usr/bin/netscape

VMware Workstation 4 を Linux ホストから削除
RPM インストーラを使って VMware Workstation をインストールした場合
は、次のコマンドを実行してシステムからソフトウェアを削除します。

rpm -e VMwareWorkstation

tar インストーラを使って VMware Workstation をインストールした場合は、
次のコマンドを実行してシステムからソフトウェアを削除します。

vmware-uninstall.pl
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VMware Workstation 2 及
び 3からのアップグレード
ここでは、Windows ホストや Linux ホストで VMware Workstation を
Version 2 及び 3 から Version 4 へアップグレードする手順と、既存の仮想マ
シンを VMware Workstation 4 で使用する手順とを説明します。

･ アップグレードを開始する前に (P.47)
･ Windows ホストでのアップグレード (P.50)
･ Linux ホストでのアップグレード (P.53)
･ Version 3 で作成した仮想マシンを Version 4 で使用 (P.55)
･ Version 2 で作成した仮想マシンを Version 4 で使用 (P.68)
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アップグレードを開始する前
に
VMware Workstation 4 のインストールに先立って
アップグレードをスムーズに実行するためには、既存の VMware を削除し
て VMware Workstation 4 をインストールする前に、次の作業を行ってくだ
さい。 

サスペンドされている仮想マシンのレジュームとシャットダウン
VMware Workstation 2、3 や VMware Workstation 4 のプレリリース版で作成
した仮想マシンを使用する予定であれば、それを作成するのに使用したリ
リースを削除する前に、仮想マシンを完全にシャットダウンしておいてくだ
さい。

仮想マシンがサスペンドされている場合は、旧リリースでレジュームして、
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ます。

注意 : 他の VMware 製品や異なるバージョンの VMware Workstation でサス
ペンドされた仮想マシンをレジュームしようとすると、サスペンド状態を記
録したファイルを破棄するか保存するかの選択を促すダイアログが表示され
ます。 サスペンド状態を復元するには [ 保持 ] または [Keep] をクリックし、
正しい VMware 製品を使って該当する仮想マシンをレジュームする必要が
あります。[ 破棄 ] または [Discard] をクリックすると仮想マシンは正常に起
動しますが、サスペンドした状態には戻れません。

全ディスクを同じモードに設定
1 つ以上の仮想ディスクが構成されている既存の仮想マシンを使用する場
合、ディスクが全て同じディスクモード（通常あるいは取り消し可能）に設
定されていれば、単純な作業でアップグレードを行うことができます。

1 つ以上の仮想ディスクが構成されている既存の仮想マシンで、ディスクが
全て読み取り専用モードに設定されている場合は、VMware Tools をアップ
グレードする際に特別な作業が必要となります。詳しくは、 
www.vmware.com/info?id=44 を参照してください。

取り消し可能 (Undoable) モードのディスクが設定されている既存の仮想マ
シンを使用する予定であれば、それを作成するのに使用したリリースを削除
する前に、仮想ディスクへの変更を反映するか破棄しなければなりません。

旧リリースを使って該当する仮想マシンを一旦レジュームあるいはオンにし
てから、ゲスト OS をシャットダウンします。仮想マシンをオフにした時に
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表示されるプロンプト画面を使って、取り消し可能ディスクへの変更を反映
するか破棄するかの選択を行ってください。 

ディスクが通常 (Persistent) あるいは読み取り専用 (Nonpersistent) モードの
場合、仮想マシンが完全にシャットダウンされていることを確認してくださ
い。サスペンドされている場合は、一旦レジュームしてからゲスト OS を
シャットダウンし、仮想マシンをオフにしてください。

異なるモードの複数の仮想ディスクが構成されている既存の仮想マシンを使
用する場合、全ディスクを通常 (Persistent) モードに変換してからアップグ
レードを行うのが最も簡単なアプローチです。

旧リリースを使って該当する仮想マシンを一旦レジュームあるいはオンにし
てからゲスト OS をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。取り消
し可能ディスク (Undoable) が存在する場合は、この時に表示されるプロン
プト画面を使って、変更を反映するか破棄するかの選択を行ってください。
次に構成エディタを開いて全ディスクを通常モードに変更します。VMware 
Workstation 4 へのアップグレードを行った後は、スナップショット機能を
使って仮想マシンの状態を保存し、後でその状態に戻ることが可能です。ス
ナップショット機能に関する詳しい情報は、「スナップショットの使用 
(P.209)」を参照してください。

複数モードのディスクを必要とする特殊な機能をそのまま残す必要がある場
合は、アップグレードを行う前に下記の URL で詳しい情報を確認してくだ
さい。
www.vmware.com/info?id=40 

仮想マシンのバックアップ
念のため、VMware Workstation 4 に移行する仮想マシンが格納されている仮
想マシンのディレクトリにある全ファイル（ .vmdkや .dsk、.vmxや
.cfg、nvram等のファイル）のバックアップを作成しておいてください。
VMware Workstation 4 へのアップグレードを行うと、旧バージョンの
VMware Workstation を使って仮想マシンを起動できなくなることがありま
す。

Workstation 2 で作成した仮想マシンは、仮想ハードウェアを更新しなけれ
ば Workstation 4 で動作しません。更新した仮想マシンは、VMware 
Workstation 2 では使用できなくなります。 

Workstation 3 で作成した仮想マシン、あるいは Workstation 3 の仮想ハード
ウェアを使用するように更新されている仮想マシンの場合、次のいずれかを
選択することができます。
www.vmware.com48
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･ Workstation 4 と完全に互換性を持つように、仮想マシンを更新するこ
とができます。更新した仮想マシンは、 Workstation 3 では使用できな
くなります。

･ 仮想ハードウェアの更新を行わないまま使用することができます。こ
の場合、仮想マシンは Workstation 3 と Workstation 4 の両方で動作し
ますが、Workstation 4 が提供する新しい仮想ハードウェアの機能を利
用することはできません。また Workstation 4 の機能も一部利用できま
せん。例えば仮想マシンの実行中にスナップショットを設定、復元す
ることができず、この作業を行うには仮想マシンをオフにしなければ
なりません。 

Version 2/3 の削除と Version 4 のインストールにあたって
VMware Workstation 2、3 や VMware Workstation 4 のプレリリース版を削除
して VMware Workstation 4 をインストールする際に注意すべき点がありま
す。

既存のライセンスは残して置くことができます
ホストへのインストール中に、アンインストーラを実行して旧バージョンの
VMware Workstation をマシンから削除するように求められることがありま
す。

Windows がホストの場合、レジストリからライセンスを削除するかどうか
を選択する画面が表示されることがありますが、既存のライセンスは削除し
ないでください。 コンピュータに複数の VMware 製品のライセンスが同時に
存在していても構いません。

Linux がホストの場合、ライセンスはそのまま残されます。特別な作業は必
要ありません。 ライセンスを今まで通りに残しておいても構いません。 
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Windows ホストでのアップグレード
Version4 の旧リリース版からのアップグレード

アップグレードの手順
Version4 の旧リリース版からのアップグレードの手順は次の通りです。

1. [ プログラムの追加と削除 ] コントロールパネルを使用し、現在インス
トールされているバージョンをアンインストールします。

注意 : アンインストーラがライセンスを削除するかを聞いてくる場合
がありますが、ライセンスは削除しないでください。

2. コンピュータ再起動のプロンプトが出た場合は、再起動してください。

3. Version4.5 をインストールしてください。

4. コンピュータ再起動のプロンプトが出た場合は、再起動してください。

Version2、あるいは 3から Version ４へのアップグレード

アップグレードの手順
Version 2、3 からのアップグレードには、通常 4 つのステップが必要です。
Windows 2000 ホストでホストオンリーネットワークを使用する
Workstation 2 からのアップグレードを行う場合には、1 つステップが追加
されます。 詳しくは、次頁の「ホストオンリーネットワークを使用する
Windows 2000 ホストでのアップグレード」を参照してください。

アップグレード版の VMware Workstation 4 製品を利用して Version 3 から
Version 4 にアップグレードすることも可能です。ただし Version 2 からの
アップグレードには、フルバージョンの VMware Workstation 4 製品が必要
となります。

1. コンピュータにインストールされている旧バージョンを削除します。 詳
しくは、下記の「Version 2 の削除」あるいは「Version 3 の削除」を参
照してください。

注意 : アンインストール中に、レジストリからライセンスを削除するか
どうかを選択する画面が表示されることがありますが、既存のライセ
ンスは削除しないでください。

2. コンピュータを再起動します。 

3. Version 4 をインストールします。

注意 : アップグレード用のシリアル番号を使ってアップグレードを行う
場合、インストーラはコンピュータに Version 3 ライセンスが存在する
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かどうかを確認します。Version 3 ライセンスが見つからない場合は、
Version 3 シリアル番号の入力を求める画面が表示されます。

4. コンピュータを再起動します。 

Version 2 の削除
Version 2 の削除には VMware Workstation アンインストーラを使用します。 

1. アンインストーラを起動します。
[ スタート ] - [ プログラム ] - [ VMware] - [VMware Workstation のアンイ
ンストール ]

2. [ はい ] をクリックします。

3. 後は画面の指示に従ってください。Windows レジストリに既存のライ
センスを残しておいても、何の問題も生じません。

コンピュータを再起動した後は、「VMware Workstation 4 を Windows ホス
トへインストール (P.32)」の指示に従ってください。

Version 3 の削除
Version 3 の削除には VMware Workstation アンインストーラを使用します。 

1. アンインストーラを起動します。
[ スタート ] - [ プログラム ] - [ VMware] - [VMware Workstation のアンイ
ンストール ]

2. [ はい ] をクリックします。

3. 後は画面の指示に従ってください。この際、Windows レジストリに既
存のライセンスを残しておいてください。

コンピュータを再起動した後は、「VMware Workstation 4 を Windows ホス
トへインストール (P.32)」の指示に従ってください。

ホストオンリーネットワークを使用するWindows 2000 ホストでの
アップグレード
Windows 2000 ホストで VMware Workstation 2 にホストオンリーネットワー
クを設定している場合、アップグレードには 5 つのステップが必要です。

1. ホストオンリーアダプタの削除

A. ホストコンピュータから [ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネ
ル ] - [ ハードウェアの追加と削除 ] を選択して [ ハードウェアの追
加と削除 ] ウィザードを起動します。
[次へ ] をクリックします。

B. [ デバイスの削除 /取り外し ] を選択して、[次へ ] をクッリクしま
す。
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C. [ デバイスの削除 ] を選択して [ 次へ ] をクリックします。

D. [VMware 仮想イーサネットアダプタ ]を選択します。後はウィ
ザードの指示に従ってください。

ホストオンリーアダプタが複数設定されている場合は、各アダプタに
対して上記のステップを繰り返してください。

2. Version 2 を削除します。

注意 : アンインストール中に、レジストリからライセンスを削除するか
どうかを選択する画面が表示されることがありますが、既存のライセ
ンスは削除しないでください。

3. コンピュータを再起動します。 

4. Version 4 をインストールします。

注意 : アップグレード用のシリアル番号を使ってアップグレードを行う
場合、インストーラはコンピュータに Version 3 ライセンスが存在する
かどうかを確認します。Version 3 ライセンスが見つからない場合は、
Version 3 シリアル番号の入力を求める画面が表示されます。

5. コンピュータを再起動します。 

この時点で、VMware Workstation 4 を使ってホストオンリーネットワークを
再構成することができます。
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Linuxホストでのアップグレー
ド
Version 3 から Version 4 には、アップグレード版の VMware Workstation 4 製
品を利用してアップグレードすることが可能です。ただし Version 2 から
Version 4 へのアップグレードには、フルバージョンの VMware Workstation 
4 製品が必要となります。

Tar インストーラを使ったアップグレード
Version 2、3 あるいは Version4 の旧リリース版のインストールに tar インス
トーラを使用し、Version 4.5 にも tar インストーラを使用する予定であれ
ば、特に既存のバージョンを削除する必要はありません。「VMware 
Workstation 4 を Linux ホストへインストール (P.40)」に記載されているイン
ストールの手順に従ってください。

注意 : アップグレード版製品を使ってアップグレードを行う場合、インス
トーラはコンピュータに Version 3 ライセンスが存在するかどうかを確認し
ます。Version 3 ライセンスが見つからない場合は、Version 3 のシリアル番
号の入力を求める画面が表示されます。

RPMインストーラを使ったアップグレード
Version 2、3 あるいは Version4 の旧リリース版のインストールに RPM イン
ストーラを使用した場合、次の手順で Version 4 へのアップグレードを行っ
てください。現在 Version 3.0 を使用している場合、3.0 ソフトウェアを削除
する前に、3.0 と同時にインストールされたプレビルドモジュールの RPM
パッケージを削除する必要があります。Version 2.0 または 3.1 を使用してい
る場合、この作業を行う必要はありません。

1. Version 2 を使用している場合、root の権限で次のコマンドを実行して
VMware Workstation を削除します。
rpm -e VMware

Version 3.0 を使用している場合は、root の権限で次のコマンドを実行
し、プレビルドモジュールを削除してから VMware Workstation を削除
します。
rpm -e VMwareWorkstationKernelModules

rpm -e VMwareWorkstation

Version 3.1、3.2 あるいは Version4 の旧リリース版を使用している場合
は、root の権限で次のコマンドを実行して VMware Workstation を削除
します。
rpm -e VMwareWorkstation*
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2.「VMware Workstation 4 を Linux ホストへインストール」に記載されて
いる手順に従って Version 4 をインストールしてください。

注意 : アップグレード版製品を使ってアップグレードを行う場合、イン
ストーラはコンピュータに Version 3 ライセンスが存在するかどうかを
確認します。Version 3 ライセンスが見つからない場合は、Version 3 の
シリアル番号の入力を求める画面が表示されます。
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Version 3 で作成した仮想マシ
ンを Version 4 で使用
VMware Workstation 4 向けに仮想マシンを設定するには、大まかに 3 つの
方法があります。次のいずれかのアプローチを選択してください。

･ すべてを最初から新規作成 (P.55)
･ 既存の構成ファイルと仮想ディスクを使用 (P.55)
･ 既存の仮想マシンを、仮想ハードウェアをアップグレードして使用 

(P.56)

すべてを最初から新規作成 
「仮想マシンの新規作成 (P.73)」の手順に従って、[ 新規仮想マシンウィザー
ド ] または [New Virtual Machine Wizard] を使って仮想マシンを新規作成し、
そこにゲスト OS をインストールします。この方法で仮想マシンを設定する
と、最新のテクノロジーを利用することができ、仮想マシンで最高のパ
フォーマンスを実現することが可能です。

既存の構成ファイルと仮想ディスクを使用
「VMware Tools のインストール (P.92)」で該当するゲスト OS の項を参照し、
VMware Tools を新しいバージョンにアップグレードしてください。 新しい
バージョンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除
しないでください。 

この方法で仮想マシンを設定しても問題なく稼動しますが、質の高いサウン
ドや仮想マシン実行中のスナップショットの設定、仮想ディスクフォーマッ
トの改善といった、一部の新機能を利用することができません。

注意 : 仮想マシンを VMware Workstation 4 で最初に起動すると、CMOS が
更新されます。この結果、[VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] ま
たは [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択しなくても、ゲスト OS がハー
ドウェアの変更を検知して、新しいハードウェアに対して新しいドライバを
インストールすることがあります。 同様に、VMware Workstation 3 に戻った
場合にも、ゲスト OS がハードウェアの変更を検知して、それに合ったドラ
イバをインストールするかもしれません。 VMware Workstation 3 と 4 のバー
ジョン間で使用を切替える度に、このような動作が起こる可能性がありま
す。
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Windows ホスト：VMware Workstation 4 をインストールすると、仮想ディ
スクのファイル名 .dskを Version 3 から導入された拡張子 .vmdkに変換
するかどうかを選択する画面が表示されます。拡張子 .dskを使用する仮想
ディスクファイルがまだ存在しており、仮想ディスクファイルが Windows 
XP や Windows Server 2003 ホストに格納されている場合は特に、この変更
を行って Windows XP や Windows Server 2003 のシステム修復機能との干渉
を避けることが大切です。拡張子 .vmdkは、あらゆる VMware 製品の仮想
ディスクに使用することが可能です。VMware Workstation4 は、ホストコン
ピュータ上にある構成ファイルの仮想ディスクファイルへの参照先も自動的
に更新します。同じ仮想ディスクファイルを他のコンピュータからも使用し
ている場合は、その構成ファイルも新しいファイル名を使うように更新する
必要があります。 詳しくは、「旧 VMware 製品で作成した仮想ディスクファ
イル名の更新 (P.160)」を参照してください。

Linux ホスト：VMware Workstation 4 のインストール後に初めて仮想マシン
を実行すると、仮想ディスクのファイル名 .dskを Version 3 から導入され
た拡張子 .vmdkに変換するかどうかの選択画面が表示されます。拡張子
.dskを使用する仮想ディスクファイルがまだ存在しており、仮想ディスク
ファイルが Windows XP や Windows Server 2003 ホストに格納されている場
合は特に、この変換を行って Windows XP や Windows Server 2003 のシステ
ム修復機能との干渉を避けることが大切です。 拡張子 .vmdkは、あらゆる
VMware 製品の仮想マシンで使用することが可能です。VMware Workstation 
4 は、ホストコンピュータ上にある構成ファイルの仮想ディスクファイルへ
の参照先も自動的に更新します。同じ仮想ディスクファイルを他のコン
ピュータからも使用している場合は、その構成ファイルも新しいファイル名
を使うように更新する必要があります。 詳しくは、 「旧 VMware 製品で作成
した仮想ディスクファイル名の更新 (P.160)」を参照してください。 

既存の仮想マシンを、仮想ハードウェアをアップグレード
して使用
既存の仮想マシンを、仮想ハードウェアをアップグレードして使います。こ
の方法で仮想マシンを設定すると、新しい機能にもアクセスすることができ
ますが、元のように旧バージョンで利用できる状態には戻せません。

まず既存の構成ファイル (.vmx) と仮想ディスク (.vmdkまたは .dsk) を使
用します。 
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「VMware Tools のインストール (P.92)」で該当するゲスト OS の項を参照し
て、VMware Tools を新しいバージョンにアップグレードしてください。 新
しいバージョンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を
削除しないでください。 

仮想ハードウェアをアップグレードすれば、質の高いサウンドや仮想マシン
実行中のスナップショットの設定、仮想ディスクフォーマットの改善といっ
た新機能を利用できるようになります。

注意 : 仮想ディスクではなく物理ディスクを使用する仮想マシンをアップ
グレードしようとすると、VMware Workstation が仮想ハードウェアをアッ
プグレードする際に、「< ドライブ名 > をアップグレードすることができま
せん。パラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラーメッセージが
表示されることがあります。その場合、[OK] をクリックして、 アップグレー
ドプロセスを続行してください。
注意 : Windows XP または Windows Server 2003 の仮想マシンで仮想ハード
ウェアを更新すると、Microsoft プロダクトアクティベーション機能がゲス
ト OS のアクティベーションを再度行うように求めてきます。
Windows ホスト：VMware Workstation 4 をインストールすると、仮想ディ
スクのファイル名 .dskを Version 3 から導入された拡張子 .vmdkに変換す
るかどうかを選択する画面が表示されます。拡張子 .dskを使用する仮想
ディスクファイルがまだ存在しており、仮想ディスクファイルが Windows 
XP や Windows Server 2003 ホストに格納されている場合は特に、この変換
を行って Windows XP や Windows Server 2003 のシステム修復機能との干渉
を避けることが大切です。 拡張子 .vmdkは、あらゆる VMware 製品の仮想
ディスクで使用することが可能です。VMware Workstation 4 は、ホストコン
ピュータ上にある構成ファイルの仮想ディスクファイルへの参照先も自動的
に更新します。同じ仮想ディスクファイルを他のコンピュータからも使用し
ている場合は、その構成ファイルも新しいファイル名を使うように更新する
必要があります。 詳しくは、「旧 VMware 製品で作成した仮想ディスクファ
イル名の更新 (P.160)」を参照してください。

Linux ホスト：VMware Workstation 4 のインストール後に初めて仮想マシン
を実行すると、仮想ディスクのファイル名 .dskを Version 3 から導入され
た拡張子 .vmdkに変換するかどうかの選択画面が表示されます。拡張子
.dskを使用する仮想ディスクファイルがまだ存在しており、仮想ディスク
ファイルが Windows XP や Windows Server 2003 ホストに格納されている場
合は特に、この変換を行って Windows XP や Windows Server 2003 のシステ
ム修復機能との干渉を避けることが大切です。 拡張子 .vmdkは、あらゆる
VMware 製品の仮想ディスクで使用することが可能です。VMware 
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Workstation 4 は、ホストコンピュータ上にある構成ファイルの仮想ディス
クファイルへの参照先も自動的に更新します。同じ仮想ディスクファイルを
他のコンピュータからも使用している場合は、その構成ファイルも新しい
ファイル名を使うように更新する必要があります。 詳しくは、 「旧 VMware
製品で作成した仮想ディスクファイル名の更新 (P.160)」を参照してくださ
い。 

ゲストOS内で仮想ハードウェアをアップグレード
VMware Workstation 3 で作成した仮想マシンを VMware Workstation 4 で最
初に起動すると、CMOS が更新されます。この結果、[VM] - [ 仮想ハード
ウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択し
なくても、ゲスト OS がハードウェアの変更を検知して、新しいハードウェ
アに対して新しいドライバをインストールすることがあります。

Windows 95/98 がゲストの場合：VMware Workstation 3 の仮想マシンを
VMware Workstation 4 で初めて起動すると、ゲスト OS は新しいハードウェ
アを検知して、CD-ROM ドライバを読み込む前に、そのドライバをインス
トールしようとします。このため、OS のインストール CD からドライバを
読み込むことができません。多くの場合、必要なドライバは C:￥Windows、
C:￥Windows￥Systemまたはこの2つのディレクトリ内にあるサブディレ
クトリで入手することができます。ただし、この段階で Windows が見つけ
ることのできなかったファイルはスキップする方が簡単です。ゲスト OS が
読み込みを完了して CD-ROM から読み取りを行えるようになったら、ゲス
ト OS の [ 新しいハードウェアの追加ウィザード ] を実行して新しいハード
ウェアを検出し、適切なドライバをインストールします。

新しいバージョンの VMware Tools をインストールする必要があります。仮
想ハードウェアをアップグレードする場合は、VMware Tools のインストー
ル完了後に行ってください。

注意 : 仮想ディスクではなく物理ディスクを使用する仮想マシンをアップ
グレードしようとすると、VMware Workstation が仮想ハードウェアをアッ
プグレードする際に、「< ドライブ名 > をアップグレードすることができま
せん。パラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラーメッセージが
表示されることがあります。その場合、[OK] をクリックして、 アップグレー
ドプロセスを続行してください。
仮想ハードウェアのアップグレードを行ったら、ゲスト OS が新しい仮想
ハードウェアを正しく認識するように、特別な作業を行わなければならない
ことがあります。使用しているゲスト OS が下記のリストに挙げられている
場合は、このようなアップデートを該当するゲスト OS で行うために必要な
手順が次に例示されています。
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Windows XP ゲスト
下記の手順は、ゲスト OS が新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照してください。

3. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。

4. [ ファイル ] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [File] - 
[Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

5. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

6. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

7. 仮想マシンをオンにします。

8. Windows が VMware SVGA Adapter を検出します。[ ソフトウェアを自
動的にインストールする ] を選択し、後は画面の指示に従って作業を
行ってください。

9. ディスクの挿入を求めるダイアログが表示されますので、次のディレ
クトリを指定して VMware SVGA II アダプタをインストールしてくださ
い。
C:￥Program Files￥VMware￥drivers 

10.仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COM ポートを全て削除し
てください。

11.仮想マシンを再起動します。

12.Windows が COM ポートを検出し、正しくインストールします。 

Windows Me ゲスト
下記の手順は、ゲスト OS が新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。
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2. プラグ＆プレイが Intel 82371 EB Power Management controller を検出
します。[ 自動検索 ] を選択してから [ 次へ ] をクリックすると、
Windows がドライバを自動的に検出してインストールします。

3. プラグ＆プレイが Intel 82443BX Pentium Processor to PCI bridge を検出
します。[ 自動検索 ] を選択してから [ 次へ ] をクリックすると、
Windows がドライバを自動的に検出してインストールします。 

4. ゲスト OS を再起動します。

5. プラグ＆プレイが Intel 82371 AB/EB PCI Bus Master IDE controller を検出
します。[ 自動検索 ] を選択してから [ 次へ ] をクリックすると、
Windows がドライバを自動的に検出してインストールします。

6. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照してください。

7. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。

8. [VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択します。

9. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

10.これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

11.仮想マシンをオンにします。

12.Windows が PCI Multimedia Audio device を検出し、Creative AudioPCI
向けドライバをインストールします。

13.Windows が AMD PCNet adapter を検出します。[ 適切なドライバを自
動に検索する ] を選択してから [ 次へ ] をクリックすると、Windows が
ドライバを自動的に検出してインストールします。

14.[ 完了 ] をクリックして仮想マシンを再起動させます。

15.Window が Creative game port device を検出し、自動的にドライバを
インストールします。

16.Windows がゲームポートジョイスティックを検出し、自動的にドライ
バをインストールします。

17.Windows が PCI SVGA adapter と VMware SVGA II adapter を検出し、自
動的にドライバをインストールします。
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18.[ はい ] をクリックして仮想マシンを再起動させます。

19.仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COM ポートを全て削除し
てください。

20.仮想マシンを再起動します。

21.Windows が COM ポートを検出し、正しくインストールします。 

Windows 2000 ゲスト
下記の手順は、ゲスト OS が新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. Windows が、検出したデバイスのソフトウェアを自動的にインストー
ルします。

3. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照してください。

4. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。

5. [VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択します。

6. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

7. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

8. 仮想マシンをオンにします。

9. Windows が PCI SVGA adapter と VMware SVGA II adapter を順に検出し
ますので、[ はい ] をクリックしてインストールを続行してください。

10.ディスクの挿入を求めるダイアログが表示されますので、次のディレ
クトリを指定して VMware SVGA II adapter をインストールしてくださ
い。
C:￥Program Files￥VMware￥drivers 

11.仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COM ポートを全て削除し
てください。
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12.仮想マシンを再起動します。

13.Windows が COM ポートを検出し、正しくインストールします。 

Windows NT 4.0 ゲスト
1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. ゲスト OS のビデオドライバに関するメッセージが表示されますので、
[OK] をクリックしてください。

3. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照してください。

4. Windows を再起動して、正常に動作していることを確認してください。 

5. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。

6. [VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択します。

7. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

8. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

9. これで、仮想マシンをオンにして新しい構成を使用することができま
す。Windows NT にはプラグ＆プレイのプロセスがありませんので、こ
れ以外の作業は必要ありません。

Windows 98 ゲスト
下記の手順は、ゲスト OS が新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. Windows が Intel 82371EB Power Management Controller を検出します。
必要なファイルは C:￥Windows￥Systemで探してください。

3. Windows が lpt.vxdを検出します。必要なファイルは C:￥Windows

￥Systemで探してください。

4. Windows が Intel 82443BX Pentium Processor to PCI bridge を検出しま
す。必要なファイルは C:￥Windows￥Systemで探してください。
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5. Windows が Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE controller を検出しま
す。必要なファイルは C:￥Windows￥Systemで探してください。

6. Windows が Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal host controller を検出
します。必要なファイルは C:￥Windows￥Systemで探してくださ
い。

7. Windows が AMD PCNET Family Ethernet Adapter を検出します。必要
なファイルは C:￥Windows￥Systemで探してください。

8. Window がファイル uhcd.sysを求めてきますので、格納場所として
C:￥Windows￥System32￥driversを指定してから [OK] をクリック
します。

9. Windows がファイル inetmib1.dllを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

10.Windows がファイル locproxy.exeを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックしま
す。

11.Window がファイル ndishlp.sysを求めてきますので、格納場所と
して C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

12.Windows がファイル wsock.vxdを求めてきますので、格納場所とし
て C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

13.AMD Family Ethernet Adapter のインストールが完了したら、Windows 
98 を再起動させます。

14.プラグ＆プレイが複数のデバイスを検出し、Windows 98 が再起動しま
す。

15.仮想マシンが再起動したら、新しいバージョンの VMware Tools をイン
ストールしてください。詳しくは「VMware Tools のインストール 
(P.92)」を参照してください。

16.Windows をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。

17.[ ファイル ] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [File] - 
[Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

18.アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。
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19.これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

20.仮想マシンをオンにします。Windows が起動する際に、PCI SVGA が検
出されます。その後、VMware SVGA II adapter が検出され、そのドライ
バが自動的にインストールされます。

21.Windows が PCI Multimedia Audio を検出し、そのドライバをインス
トールしようとしますが、[ キャンセル ] をクリックしてください。 

22.Windows が AMD PCNET Family Ethernet アダプタを検出します。
[ 次へ ] をクリックしてください。

23.[ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する ] を選択してから [ 次
へ ] をクリックします。

24.[ 検索場所の指定 ] を選択し、C:￥Windows￥Systemと指定します。
[ 次へ ] をクリックしてください。

25.アップデートされたドライバ（推奨）AMD PCNET Family Ethernet 
Adapter (PCI-ISA) を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

26.Windows がアダプタ用の .infファイルを検索します。[ 次へ ] をク
リックしてください。

27.Windows がファイル dhcpsvc.dllを求めてきますので、格納場所と
して C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

28.Windows がファイル inetmib1.dllを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

29.Windows がファイル locproxy.exeを求めてきますので、格納場所
として C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックしま
す。

30. Windows がファイル ndishlp.sysを求めてきますので、格納場所とし
て C:￥Windowsを指定してから [OK] をクリックします。

31.Windows がファイル wshtcp.vxdを求めてきますので、格納場所とし
て C:￥Windows￥Systemを指定してから [OK] をクリックします。

32.ソフトウェアのインストールが完了したことを伝えるダイアログが表
示されますので、[ 完了 ] をクリックしてください。

33. サウンドアダプタのインストールは、「Windows 9x 及び Windows NT ゲ
ストにサウンドドライバをインストール (P.330)」の指示に従ってくだ
さい。
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34.仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COM ポートを全て削除し
てください。

35.仮想マシンを再起動します。

36.Windows が COM ポートを検出し、正しくインストールします。 

Windows 95 ゲスト
下記の手順は、ゲスト OS が新しい仮想ハードウェアを認識するプロセスで
必要な作業の一例です。実際の手順は、仮想マシンの構成によって異なるこ
とがあります。

1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. Windows が新しいデバイスを検出し、ドライバが自動的にインストー
ルされます。このプロセスが完了したら、ゲスト OS を再起動してくだ
さい。 

3. Windows が再起動する際に、新しいデバイスがさらに検出されます。

4. Windows がファイル lpt.vxd. を求めてきますので、格納場所として
C:￥Windows￥Systemを指定し、[OK] をクリックします。

5. Windows が PCI standard host bridge 等のデバイスを検出します。[OK]
をクリックしてダイアログボックスを閉じてください。これらのドラ
イバをインストールする必要はありません。 

6. [完了 ] をクリックします。

7. 新しいバージョンの VMware Tools をインストールしてください。詳し
くは「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照してください。

8. Windows をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。

9. [VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択します。

10.アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

11.これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

12.Windows が PCI Multimedia Audio デバイスを検出しますので、[ キャン
セル ] をクリックしてください。
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13.Windows が PCI Ethernet adapter、AMD Ethernet adapter の順に検出
し、ドライバが自動的にインストールされます。

14.サウンドアダプタのインストールは、「Windows 9x 及び Windows NT
ゲストにサウンドドライバをインストール (P.330)」の指示に従ってく
ださい。

15.仮想マシンにシリアルポートが構成されている場合は、Windows のデ
バイスマネージャからリスト表示されている COM ポートを全て削除し
てください。

16.仮想マシンを再起動します。

17.Windows が COM ポートを検出し、正しくインストールします。 

Red Hat Linux ゲスト
1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. Kudzu が表示されたら、Kudzu の指示に従って新しいハードウェアを
検出し、適切なドライバをインストールしてください。

3. Linux をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。 

4. [VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択します。

5. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

6. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

7. 仮想マシンをオンにします。

8. Kudzu の実行中に Ensoniq:ES1371 [AudioPCI-97] sound device が検出さ
れます。

9. [Configure] をクリックしてください。

Mandrake Linux ゲスト
1. 仮想マシンをオンにし、CMOS を更新します。

2. Kudzu が表示されたら、Kudzu の指示に従って新しいハードウェアを
検出し、適切なドライバをインストールしてください。

3. Linux をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。
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4. [VM] - [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade 
Virtual Hardware] を選択します。

5. アップグレードを実行すれば元に戻せないことを警告して仮想マシン
のバックアップを勧めるダイアログが表示されます。先に進む準備が
できている場合は、[ はい ] または [Yes] をクリックして作業を続行しま
す。

6. これから何が実行されるかを説明するメッセージが表示されます。[OK]
をクリックして先に進んでください。

7. 仮想マシンをオンにします。

8. Kudzu の実行中に Ensoniq:ES1371 [AudioPCI-97] sound device が検出さ
れます。

9. [Configure] をクリックしてください。

注意 : Kudzu の使用中に既存のネットワーク構成を移行しないでくださ
い。移行しようとすると、ブランクスクリーンが表示されます。代わ
りに、既存のネットワーク構成を移行するかどうかの選択画面が表示
されたら、[No] をクリックしてください。

既存の仮想マシンに設定されている仮想ハードウェアの
アップグレード
注意 : [VM] メニューから [ 仮想ハードウェアのアップグレード ] または
[Upgrade Virtual Hardware] を選択します。すると、アップグレードを実行
すれば元に戻せないことを警告するダイアログが現れます。[ はい ] または
[Yes] をクリックして先に進み、後は画面の指示に従ってください。
仮想ディスクではなく物理ディスクを使用する仮想マシンをアップグレード
しようとすると、VMware Workstation が仮想ハードウェアをアップグレー
ドする際に、「< ドライブ名 > をアップグレードすることができません。パ
ラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラーメッセージが表示され
ることがあります。その場合、[OK] をクリックして、 アップグレードプロセ
スを続行してください。

仮想ハードウェアの
アップグレードは元
に戻せません
･仮想ハードウェアの
アップグレードプロ
セスは取り消すこと
ができず、その仮想
マシンはは VMware 
Workstation 2/3 と互
換性を持たなくなり
ます。アップグレー
ドの前に仮想マシン
のディレクトリと仮
想マシンが使用する
その他の関連ファイ
ルのバックアップコ
ピーを作成しておい
てください。
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Version 2 で作成した仮想マシ
ンを Version 4 で使用
既存の VMware Workstation 2 仮想マシンを VMware Workstation 4 で使用す
ると、仮想ハードウェアが自動的にアップグレードされます。これによって
新しい機能にアクセスできるようになりますが、 元のように旧バージョンで
利用できる状態に戻すことはできません。

まず既存の構成ファイル (.vmx) と仮想ディスク (VMware Workstation のイ
ンストール時に新しいファイル名に変換しなかった場合は .dsk、変換した
場合は .vmdk) を使用します。

既存の仮想マシンを Workstation 4 で初めてオンにすると、仮想ハードウェ
アをアップグレードするか仮想マシンをオフにするかの選択を促す画面が表
示されます。仮想ハードウェアをアップグレードする前に仮想マシンのバッ
クアップコピーを作成しておきたい場合は、仮想マシンをオフにしてバック
アップを行ってください。それ以外の場合は、VMware Workstation で仮想
ハードウェアのアップグレードを実行します。

注意 : 仮想ディスクではなく物理ディスクを使用する仮想マシンをアップ
グレードしようとすると、VMware Workstation が仮想ハードウェアをアッ
プグレードする際に、「< ドライブ名 > をアップグレードすることができま
せん。パラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラーメッセージが
表示されることがあります。その場合、[OK] をクリックして、 アップグレー
ドプロセスを続行してください。

「VMware Tools のインストール (P.92)」で該当するゲスト OS の項を参照し、
VMware Tools を新しいバージョンにアップグレードしてください。 新しい
バージョンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除
しないでください。

ゲストOSで仮想ハードウェアをアップグレード
仮想ハードウェアをアップグレードした後で、ゲスト OS が新しい仮想ハー
ドウェアを正しく認識するために、特別な作業を行なわなければならないこ
とがあります。VMware Workstation 2 で作成した Windows 95、 Windows 98
あるいは Windows ME の仮想マシンを使用する場合は、使用しているゲス
ト OS の名前の後に記載されている手順に従ってください。

他のゲスト OS では、このような作業は必要ありません。プラグ＆プレイが
新しい仮想ハードウェアを認識し、必要なドライバを正常にインストールす
るはずです。
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Windows ME ゲスト
1. 仮想マシンをオンにします。

2. Workstation で仮想ハードウェアのアップグレードを実行します。 

3. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消去します。 

4. プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。これらは無視
して構いません 。

5. Windows ME にログインします。さらに プラグ＆プレイのメッセージ
が表示されます。 その内の１つは VMware SVGA ドライバに関するもの
です。 

[ はい ] をクリックしてコンピュータを再起動します。

6. Windows ME にログインしてください。 VMware SVGA ドライバは正常
に動作していません。 

7. Windows の [ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ コントロール
パネル ] - [ システム ] - [ デバイスマネージャ ] - [ アダプタの表示 ] を選
択します。 

表示される 2 つの SVGA ドライバを手作業で削除します。 

8. Windows ME を再起動します。

Windows が VMware SVGA II アダプタを検出し、インストールします。

Windows がコンピュータの再起動を促すメッセージを表示します。

[ はい ] をクリックします。

9. これで、SVGA ドライバは正常に動作しているはずです。

10.新しいバージョンの VMware Tools をインストールします。詳しくは、
「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照ください。

Windows 98 ゲスト
1. 仮想マシンをオンにします。 

2. Workstation で仮想ハードウェアのアップグレードを実行します。 

3. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消去します。 

4. Windows 98 にログインします。 プラグ＆プレイのメッセージがいくつ
か表示されます。Windows 98 インストール CD の挿入を求められるこ
とがあります。 
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5. ブルースクリーンが現れますので、好きなキーを押して消去してくだ
さい。 

6. [ リセット ] または [Reset] をクリックして、仮想マシン ( 応答していま
せん ) を再起動します。 

7. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消去します。 

再び、プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。

Windows の再起動を促す画面が表示されます。 

[ はい ] をクリックしてください。 

8. Windows 98 にログインします。SVGA ドライバは正常に動作していま
せん。 

9. Windows の [ スタート ] メニューから、 [ 設定 ] - [ コントロール
パネル ] - [ システム ] - [ バイスマネージャ ] - [ アダプタの表示 ] を選択
します。 

表示される 2 つの SVGA ドライバを手作業で削除します。

10.Windows 98 を再起動します。

Windows が VMware SVGA II アダプタを検出し、インストールします。 

11.Windows 98 を再起動します。 

12.これで、SVGA ドライバは正常に動作します。 

13.新しいバージョンの VMware Tools をインストールします。詳しくは、
「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照ください。

Windows 95 ゲスト
1. 仮想マシンをオンにします。 

2. Workstation で仮想ハードウェアのアップグレードを実行します。

3. [OK] をクリックして「古い SVGA ドライバが検出されました」という
メッセージを消去します。 

4. Windows 95 にログインします。

プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。Standard host 
CPU bridge、PCI bridge 及び PCI Universal bus には [ キャンセル ] をク
リックします。

5. SVGA ドライバは正常に動作していません。 
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6. Windows の [ スタート ] メニューから、 [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] 
- [ システム ] - [ デバイスマネージャ ] - [ アダプタの表示 ] を選択しま
す。

SVGA ドライバを手作業で削除します。 

7. Windows 95 を再起動します。 

8. 再び、プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されます。
Standard host CPU bridge、PCI bridge 及び PCI Universal bus には [ キャ
ンセル ] をクリックします。

9. Windows が VMware SVGA II アダプタを検出し、インストールします。 

10.Windows 95 を再起動してください。 

11.今回も、プラグ＆プレイのメッセージがいくつか表示されますので、
Standard host CPU bridge、PCI bridge 及び PCI Universal bus には [ キャ
ンセル ] をクリックしてください。

12.これで、SVGA ドライバは正常に動作しているはずです。

13.新しいバージョンの VMware Tools をインストールします。詳しくは、
「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照ください。

Windows 2000 ゲストOSの種類の確認
ゲスト OS が Windows 2000 の場合は、仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] - [ オ
プション ] または [VM] - [Settings] - [Options]) の設定を更新して、実行して
いる Windows 2000 の特定バージョンが反映されるようにします。
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仮想マシンを実行するため
に
ここでは、新しく仮想マシンを作成し、VMware Tools をインストールする
手順を説明します。

･ 新しく仮想マシンを設定 (P.75)
･ 仮想マシンに関連するファイル (P.75)
･ 新しい仮想マシンを作成する簡単な手順 (P.77)

･ ゲスト OS と VMware Tools のインストール (P.89)
･ Windows XP をゲスト OS としてインストール (P.90)
･ VMware Tools のインストール (P.92)

･ Windows ゲスト向け VMware Tools (P.92)
･ Linux ゲスト向け VMware Tools (P.98)
･ FreeBSD ゲスト向け VMware Tools (P.99)
･ NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストール (P.101)

･ VMware Tools の構成オプション (P.102)
･ システムコンソールを利用して NetWare ゲストで VMware Tools を構

成 (P.105)
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新しく仮想マシンを設定
[ 新規仮想マシンウィザード ] または [New Virtual Machine Wizard] を使用す
れば、仮想マシンを作成する主要な作業を順を追って実行し、様々なオプ
ションやパラメータを設定することができます。後から仮想マシンの設定を
変更するには、仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
します。 

仮想マシンに関連するファイル
仮想マシンは通常、ホストコンピュータに一組のファイルとして格納されて
います。これらのファイルはすべて、仮想マシンごとに割り当てられるフォ
ルダに保存されます。<vmname>という名の仮想マシンを例にとると、主
なファイルとして次のものが挙げられます。

･ <vmname>.vmx ー [ 新規仮想マシンウィザード ] または [New Virtual 
Machine Wizard] や仮想マシン設定で指定した設定を保存する構成ファ
イルです。旧バージョンの VMware Workstation を使って Linux ホスト
で仮想マシンを作成した場合、このファイルに .cfgという拡張子が
付けられていることがあります。

･ nvram ー 仮想マシンの BIOS の状態を保存するファイルです。

･ <vmname>.vmdk ー 仮想マシンのハードディスクドライブの内容を格
納する仮想ディスクファイルです。
仮想ディスクは 1 つ以上の .vmdkファイルで構成されます。仮想ディ
スクを 2GB のファイルに分割するように指定した場合、.vmdkファイ
ルの数は仮想ディスクのサイズによって決定されます。 仮想ディスクに
データが追加されると、.vmdkファイルのサイズも最大 2GB まで増加
します。（全スペースをディスクの作成時に割り当てるように指定した
場合、これらのファイルには最初から最大スペースが割り当てられ、
後でサイズが増加することはありません。）殆どすべての .vmdkファ
イルは仮想マシンのデータですが、わずか一部は仮想マシンのオー
バーヘッドに割り当てられます。

仮想マシンが仮想ディスクを使用せずに、直接物理ディスクに接続さ
れている場合、.vmdkファイルは、仮想マシンがアクセスを許可され
たパーティションに関する情報を記録します。

注意 : 3.0 以前の VMware 製品は、仮想ディスクファイルに拡張子
.dsk を使用しています。

･ vmware.logまたは vmware.log ー VMware Workstation の主要なア
クティビティのログを記録するファイルです。トラブルが生じた場合、
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このファイルがトラブルシューティングに役立ちます。このファイル
は、仮想マシンの構成ファイル (.vmxまたは .cfg) と同じフォルダに存
在します。

･ <vmname>.vmdk.REDO_xxxxxx ー 仮想マシンにスナップショットが
設定されていると自動的に作成される redo ログファイルです。この
ファイルは、仮想マシンの実行中に仮想ディスクに行った変更を保存
します。このようなファイルは複数作成されることがありますので、
ファイル名の重複を避けるため、ファイル名の xxxxxxの箇所には独
自のサフィックスが付けられます。

･ <vmname>.vmss ー サスペンドされている仮想マシンの状態を保存す
るサスペンド状態ファイルです。
注意 : 旧 VMware 製品の中には、サスペンド状態ファイルに拡張子
.stdを使用するものもあります。

･ <vmname>.vmsn ー スナップショットを設定した時点の仮想マシンの
実行状態を記録するスナップショットの状態ファイルです。

･ <vmname>.vmx.savまたは <vmname>.cfg.sav ー スナップショッ
トを作成した時点の仮想マシンの構成を記録するスナップショットの
構成ファイルです。

仮想マシンの実行中にのみ存在するファイルなど、この他にもファイルが存
在することがあります。
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新しい仮想マシンを作成する簡単な手順
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows XP、Windows Server 
2003、NetWare 及び FreeBSD がゲストの場合、新しい仮想マシンはデフォ
ルトで IDE ディスクを使用するように設定されています。 他のゲスト OS の
場合は、デフォルトで SCSI ディスクを使用します。

仮想ディスクを使用する仮想マシンは、次の手順で作成します。

1. VMware Workstation を起動します。

Windows ホスト : デスクトップに VMware Workstation のアイコンが表
示されていれば、 それをダブルクリックします。あるいは [ スタート ]
メニューから起動します （[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - 
[VMware Workstation]）。

Linux ホスト：ターミナルウィンドウから次のコマンドを入力します。
vmware &

2. 本製品のインストール時にシリアル番号を入力しなかった場合（このオ
プションは Windows ホストで利用できます）、VMware Workstation を最
初に起動すると、シリアル番号を入力するように求められます。この番
号は、パッケージの登録カードに記載されています。 シリアル番号を入
力して、[OK] をクリックしてください。 

入力したシリアル番号は記録されるため、再び番号を尋ねられること
はありません。 VMware Workstation は、製品にビルトインされている特
定の Web リンク（例えば、Windows ホストでは [ ヘルプ ] - [VMware
オンライン ] の [ 今すぐ登録 ] や [ ヘルプ ] - [VMware オンライン ] - [ サ
ポートに連絡 ]、Linux ホストでは [Help] - [VMware software on the 
Web] - [Register Now!] や [Help] - [VMware on the Web] - [Request 
Support]）を使用すると弊社の Web サイトにシリアル番号を自動的に
通知する便利な機能を提供しています。 これによって、使用中の製品に
合った登録ページや製品サポートに関する Web ページをお知らせする
ことができます。

3. Linux ホスト：VMware Workstation を最初に起動すると、既存の仮想
ディスクを .vmdkという拡張子 を使った新しい名前に変更するかどう
かのオプションが表示されます。[OK] をクリックするとホストコン
ピュータ上のローカルドライブがすべて検索され、変更が行われます

（Windows ホストでは、VMware Workstation をインストールする時に
このオプションが表示されます）。
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変換プログラムは、サスペンドされている仮想マシンの状態を記録し
たファイルを見つけると、そのファイル名も今までのファイル拡張子
.stdから .vmssに変更します。ただし、Workstation 4 へのアップグ
レードを行う前に、サスペンドされている仮想マシンを全てレジュー
ムし、シャットダウンしておくことをお勧めします。

ファイル名を変換する際、新しいファイル名を使った仮想ディスクを
認識できるように、該当する仮想マシンの構成ファイルも更新されま
す。 

仮想ディスクファイルやサスペンド状態を記録したファイルを
Windows XP や Windows Server 2003 ホストに保存している場合、ある
いは保存する予定がある場合、Windows XP や Windows Server 2003 の
システム修復機能との干渉を避けるためにも、ファイル名を変換する
ことが大切です。

4. [ 新規仮想マシンウィザード ] あるいは [New Virtual Machine Wizard] を
開始します。

VMware Workstation をスタートすると、既存の仮想マシンを起動する
か、新しく仮想マシンを作成することができます。仮想マシンの作成
を開始するには、[ ファイル ] - [ 新しい仮想マシン ] または [File] - [New 
Virtual Machine] を選択してください。

5. [ 新規仮想マシンウィザード ] は複数の画面を順に表示します。これら
の画面は、各画面下にある [ 次へ ]、[ 戻る ] ボタンまたは [Prev]、
[Next] ボタンを使って切り替えることができます。各画面の指示に従っ
て作業を行ったら、[ 次へ ] または [Next] をクリックして次の画面に進
みます。

6. 仮想マシンの構成方法を選択します。

[ 標準 ] または [Typical] 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。

Linux ホストでは、
ディスクファイル名
を自動的に変更する
チャンスは 1度しか
ありません
･仮想ディスク名の変
換画面は 1 度しか表
示されません。 
[Cancel] をクリック
すると、ファイル名
や構成ファイルを自
動的に更新するチャ
ンスはなくなりま
す。
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･ 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タイプ
[ カスタム ] または [Custom] を選択すると、ディスクの設定方法 （新
しい仮想ディスクの作成、既存の仮想ディスクの使用、または物理
ディスクの使用） を指定し、選択した種類のディスクに必要な設定を行
うことができます。

[ カスタム ] は、次のような場合に選択してください。

･ 4GB 以外の仮想ディスクを作成する場合
･ 仮想ディスクのファイルをデフォルト以外の特定の場所に保存する

場合
･ デフォルトで SCSI 仮想ディスクを使用するゲスト OS に、代わりに

IDE 仮想ディスクを設定したい場合
･ 仮想ディスクの作成時に最初から、指定した全ディスクスペースを

割り当てる場合
･ 仮想ディスクを 2GB のファイルに分割するかどうかを指定したい場

合
･ 仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する場合 ( 本製品に詳し

いユーザー向けのオプションです )
･ デフォルト以外のメモリオプションを設定する場合

7. ゲスト OS を指定します。

この画面では、仮想マシンにインストールするゲスト OS の種類を指定
します。OS とバージョンの両方を選択してください。

[ 新規仮想マシンウィザード ] や [New Virtual Machine Wizard] 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。
関連する仮想マシンファイルの名前も、この情報を使って決定されま
す。
79



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
使用する OS がリストにない場合は、OS とバージョンの両方で [ その
他 ] または [Other] 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 ] または [Help] 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。

8. 仮想マシンの名前とフォルダを指定します。

VMware Workstation のお気に入りリストにこの仮想マシンを追加する
と、ここで指定した名前が表示されます。また、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にもこの名前が使用されます。

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。

Windows ホスト：Windows 2000、Windows XP 、Windows Server 2003
でのデフォルトフォルダは、Windows XP Professional 仮想マシンを例
に取ると C:￥Documents and Settings￥<username>￥My 

Documents￥My Virtual Machines￥Windows XP 

Professionalとなります。
Windows NT ホストでのデフォルトフォルダは C:￥WINNT￥Profiles

￥<username>￥Personal￥My Virtual Machines￥Windows XP 

Professionalです。

Linux ホスト：デフォルトの格納場所は、Windows XP Professional 仮想
マシンを例に取ると <homedir>/vmware/winXPProとなります。こ
こで <homedir>は、現在ログインしているユーザーのホームディレ
クトリを指します。
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仮想ハードディスクがネットワークドライブにある場合、仮想マシン
のパフォーマンスが遅くなることがあります。最高のパフォーマンス
を実現するには、仮想マシンフォルダをローカルドライブに設定して
ください。 ただし他のユーザーがその仮想マシンにアクセスする必要が
ある場合は、他のユーザーがアクセス可能な場所に仮想マシンのファ
イルを保存することが必要になるかもしれません。詳しくは、「仮想マ
シンを他のユーザーと共有 (P.150)」を参照してください。

9. 構成方法として [ 標準 ] または [Typical] を選択した場合、次のステップ
(step 10) まで飛ばしてください。

構成方法として [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合、メモリ
設定を調節するかデフォルトを選択して、[ 次へ ] または [Next] をク
リックしてください。

ほとんどの場合、デフォルトのメモリ設定を使用することをお勧めし
ます。多くののアプリケーション、またはメモリ容量を多く必要とす
るアプリケーションを実行するために仮想マシンを使用する場合は、
より高いメモリ設定が必要となる場合があります。詳細は仮想マシン
メモリサイズ｢仮想マシンのメモリサイズ (P.340) ｣を参照してください。

注意 : 2GB 以上のファイルをサポートしない FAT32 なのどファイル
システムに仮想マシンのファイルが格納されている場合、2GB 以上の
メモリを仮想マシンに割り当てることはできません。
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10.仮想マシンのネットワーク構成を指定します

ホストコンピュータがネットワークに接続されており、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 ]
または [Use bridged networking] を選択します。

仮想マシンに独自の IP アドアレスを割り当てることはできないけれど
もインターネットに接続したい場合は、[NAT を使用 ] または [Use 
network address translation (NAT)] を選択します。NAT は、Linux ホスト
にワイヤレスネットワークアダプタが構成されている場合に便利です

（ワイヤレスネットワークアダプタでのブリッジネットワークの使用は
Windows ホストでしかサポートされていません）。また NAT は、この
仮想マシンとホスト OS 間のファイルの共有を可能にします。

VMware Workstation のネットワークオプションに関する詳しい説明は、
「ネットワーク構成 (P.217)」の章を参照してください。

11.構成方法として [ 標準 ] または [Typical] を選択した場合、[ 完了 ] また
は [Finish] 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

構成方法として [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合、下のス
テップを続けて仮想マシンのディスクを構成します。
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12.仮想マシンに使用する SCSI アダプタを選択します。

IDE と SCSI アダプタは仮想マシンにインストールされています。IDE ア
ダプタは常に ATAPI です。SCSI は BusLogic あるいは LSI Logic SCSI ア
ダプタを選択できます。ゲスト OS ののデフォルトは既に設定されてい
ます。Windows Server 2003、Red Hat Enterprise Linux3、NetWare 以外
の全てのゲスト OS は BusLogic アダプタがデフォルトとして設定され
ています。

LSI Logic アダプタの性能は向上され、標準の SCSI デバイスとよく作動
します。さらに、LSI Logic アダプタは ESX サーバ 2 の仮想マシンにサ
ポートされていますが、それ以前のバージョンの仮想マシンにはサ
ポートされていません。仮想マシンを他の VMware 製品に移動する場
合は、このことを留意してください。

どの SCSI アダプタを使うかは、仮想ディスクを IDE または SCSI ディス
クにするかを決める上で影響はありません。しかし、ほとんどのゲス
ト OS には LSI Logic アダプタのためのドライバは入っていないので、
LSI Logic のウェブ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 の詳細につ
いては、｢ VMware ゲストオペレーティングシステム インストールガイ
ド｣を参照してください。
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13.仮想マシンで使用するディスクを選択します。

[ 仮想ディスクの新規作成 ] または [Create a new virtual disk] を選択して
ください。

一般的に、仮想マシンには仮想ディスクの使用をお勧めします。仮想
ディスクは簡単に素早く設定でき、同じホストコンピュータの別の格
納場所にも異なるホストにも移動することが可能です。デフォルト設
定では、仮想ディスクは最初はホストコンピュータ上のハードドライ
ブに小さなファイルとして存在し、必要に応じて次のステップで指定
するサイズまで拡大します。次のステップでは、指定したディスクス
ペースを始めから仮想ディスクの作成時に全て割り当てるオプション
を選択することも可能です。

物理ハードディスク (RAW ディスク ) にある既存の OS を使用する場合
は、「仮想マシンからデュアルブートコンピュータを使用 (P.174)」を参
照してください。 ゲスト OS を既存の IDE ディスクパーティションに直
接インストールするには、「仮想マシンから RAW パーティションに OS
をインストール (P.198)」のレファレンスノートを参照してください。 

注意 : RAW ディスク構成は、本製品に詳しいユーザーの方以外には
お勧めいたしません。

注意 : Windows Server 2003、Windows XP または Windows 2000 をホ
ストとして使用する場合は、「RAW ディスクとして使用不可能な 
Windows 2000、Windows XP 及び Windows Server 2003 のダイナミッ
クディスク (P.191)」を参照してください。

RAW IDE ディスクにゲスト OS をインストールするには、[ 物理ディス
クを使用（VMware 上級者用）] を選択します。RAW SCSI ディスクを使
用するためには、仮想マシン設定を使って後からディスクを仮想マシン
に追加する必要があります。RAW SCSI ディスクからのブートはサポー
トしていません。RAW SCSI ディスクの使用に関しては、「デュアル / マ
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ルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の VMware Workstation で実
行するように構成 (P.191)」を参照してください。

14.IDE ディスクか SCSI ディスクを選択します。

ウィザードは選択したゲスト OS に基づいた最良の選択を勧めます。選
択した全ての Linux、Windows NT 、Windows 2000、 Windows server 
2003、そして Longhorn は SCSI 仮想ディスクがデフォルトとして設定
されます。Windows NT 、Windows 2000、 Windows server 2003、そし
て Longhorn 以外の全ての Windows OS は IDE 仮想ディスクがディフォ
ルトとして設定されます。また、IDE 仮想ディスク、NetWare、
FreeBSD、MS-DOS、その他ゲスト OS も IDE 仮想ディスクがデフォル
トとして設定されます。

15.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。

この際、[ 事前に割り当てる ] または [Allocate all disk space now] のオ
プションを選択することができます。

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、ディス
クパフォーマンスは幾分向上しますが、ここで指定した仮想マシンの
最大ディスクスペースが最初から必要になります。

仮想ディスクのサイ
ズは、十分な大きさ
に設定してください。
･仮想ディスクは、ゲ
スト OS、インス
トールする全ソフト
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。

･仮想ディスクの最大
容量は後で変更でき
ません。

･仮想マシン設定を使
えば、新しく仮想
ディスクを付加でき
ます。

･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
ディスクのあるファ
イルシステムに実際
の空き容量約
500MB が必要です。
ファイルを保存する
ために、単一の仮想
ディスクを設定する
ことも、分割して最
初の仮想ディスクに
OS をインストール
し、二つ目の仮想
ディスクをアプリ
ケーションやデータ
ファイルに使用する
ことも可能です。
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このオプションを選択しない場合は、 仮想ディスクは最初は小さなファ
イルとして存在し、必要に応じて拡大します。ただし、このパネルで
指定した最大値を超えることはできません。

SCSI 仮想ディスクのサイズは 2GB ～ 256GB、IDE 仮想ディスクのサイ
ズは 2GB ～ 128GB の範囲で設定することができます。デフォルト値は
4GB です。

このパネルではまた、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。
FAT32 ファイルシステムに仮想マシンが格納されている場合は、分割
することをお勧めします。
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16.仮想ディスクのファイルの格納場所を指定します。

SCSI や 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 ] または [Advanced] をクリックしてください。

詳細オプションの指定画面では、ディスクモードを指定することもで
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の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.209)」を参照ください。

普通 (Normal) 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。
ほとんどの場合は、この普通ディスクを使用し、[ 独立 ] または
[Independent] は選択しません。

独立 (Independent) 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。

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構成で独
立ディスクが必要な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 (Persistent) ー 変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれま
す。
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･ 読み取り専用 (Nonpersistent) 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。

ファイルの名前と格納場所を指定して必要な設定を行ったら、[ 完了 ]
または [Finish] をクリックします。

17.[ 完了 ] または [Finish] をクリックすると、ウィザードが仮想マシンに
必要なファイルを作成します。
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ゲストOSとVMware Tools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、オペレーティングシステムをインストールしな
ければなりません。OS のインストールプログラムが、パーティショニング
と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 Workstation 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 Workstation を起動します。 

2. ゲスト OS のインストール用 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用 CD-
ROM を使って起動できないことがあります。この場合、インストール
用 CD-ROM から ISO イメージファイルを作成すれば、問題を迂回する
ことができます。仮想マシン設定を使って仮想マシンの CD ドライブを
作成した ISO イメージファイルに接続し、仮想マシンをオンにしてく
ださい。

3. [ パワーオン ] ボタンまたは [ Power On] 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。

次の例は、Windows XP をゲスト OS としてインストールする際の注意点を
説明しています。図中のスクリーンショットは、Windows ホストでのイン
ストールプロセスを示したものです。Linux がホストの場合も、手順は変わ
りません。

他のゲスト OS をインストールする際の詳細は、弊社 Web サイトか [ ヘル
プ ] または [Help] 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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Windows XP をゲストOSとして
インストール 
Windows XP Home Edition や Windows XP Professional は、フルインストー
ル版の CD を使って仮想マシンにインストールします。

OS をインストールする前に、[ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホス
ト ) か [New Virtual Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使用して新しい仮想マ
シンを作成し、構成を済ませておきます。

注意 : Windows XP の仮想マシンで SCSI ディスクを使用するには、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
ションで入手することができます（www.vmware.com/download）。 新しく
インストールした Windows XP でドライバを使用する場合は、Web サイト
の指示に従ってください。 

インストールの手順 
1. CD-ROM ドライブに Windows XP CD を挿入します。

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。
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3. 残りの手順は、実際のマシンで Windows XP のインストールを行う場
合と同じです。
91



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
VMware Tools のインストール
Windows、Linux、FreeBSD 及び NetWare ゲスト OS 向けの VMware Tools の
インストーラは、VMware Workstation に ISO イメージファイルとしてビルト
インされています。（ISO イメージファイルはゲスト OS やさらに Windows 
Explorer にも CD-ROM として認識されます。VMware Tools をインストールす
るのに実際の CD-ROM は必要なく、CD-ROM イメージをダウンロードした
り、このイメージファイルを実際の CD-ROM に焼き付けたりする必要もあり
ません）。 

Windows 向けの VMware Tools は、Windows 95、Windows 98、Windows 
Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP 及び Windows Server　
2003 のゲスト OS をサポートしています。

VMware Workstation のメニューから [VM] - [VMware Tools のインストール ]
（Windows ホスト）または [VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）を選択
すると、VMware Workstation は仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブ
を、該当するゲスト OS 向け VMware Tools のインストーラが格納されている 
ISO イメージファイルに一時的に接続し、インストールプロセスを開始しま
す。 

Windows ゲスト向け VMware Tools
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 Workstation を実行しており、仮想マシン
に CD-ROM ドライブが 1 つしか設定されていない場合、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
バイスとして構成されていると、VMware Tools をインストールすることが
できません。
IDE または SCSI CD-ROM ドライブの追加に関しては「仮想マシン内でのデ
バイスの追加、構成、削除 (P.128)」を、Generic SCSI に関する詳しい情報は

「Generic SCSI デバイスに接続 (P.319)」を参照してください。

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

2. ゲスト OS が起動したら、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。 

VMware Tools を
忘れずに
･ゲスト OS には必ず
VMware Tools をイ
ンストールしてくだ
さい。 

･VMware Tools SVGA 
ドライバをインス
トールすると、
Workstation のグラ
フィックパフォーマ
ンスが大幅にスピー
ドアップします。

･VMware Tools の
パッケージには、共
有フォルダやドラッ
グ アンド ドロップ
操作に必要なサポー
トが含まれます。

･ゲスト OS の時刻の
ホストとの同期化、
マウスのカーソルの
自動グラブ / リリー
ス、ゲストとホスト
間のコピーと貼り付
け、一部のゲスト
OS でのマウスパ
フォーマンスの向上
などをサポートする
ツールもパッケージ
には含まれます。
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[VM] - [VMware Tools のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）

残りの作業は、すべて仮想マシン内で行います。

注意 : VMware Tools をインストールするためには、Windows NT、Windows 
2000、Windows XP、Windows Server 2003、または Longhorn のゲスト OS
に Administrator としてログインしなくてはなりません。Windows 95、
Windows 98、 または Windows Me のゲスト OS には、誰でも VMware Tools
をインストールすることができます。

3. ゲスト OS で自動再生機能が有効になっている場合（Windows の OS で
はデフォルト設定です）、数秒後にダイアログが表示され、VMware 
Tools をインストールするかどうかを聞いてきます。[ はい ] または
[Yes] をクリックして InstallShield ウィザードを起動します。

自動再生機能が有効になっていない場合、ダイアログは自動的に表示
されません。その場合は、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:￥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 
Workstation 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。
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4. 後は画面の指示に従ってください。

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、再起
動後にゲスト OS がそれを使用するようになります。 Windows 2000、
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。

一部のWindows で旧バージョンのディスクを移行する際に必要な作業
ゲスト OS が Windows NT、 Windows Me、Windows 98 または Windows 95
の場合、VMware Workstation 2 のディスクを VMware Workstation 4 に移行
する際にビデオドライバを手作業で構成する必要があります。 VMware tools
のインストールが完了すると自動的にメモ帳が起動し、ビデオドライバの構
成手順が表示されます。メモ帳のウィンドウが他のウィンドウに隠れて表示
されない場合は、Windows タスクバーのボタンをクリックして最前面に表
示します。

詳しくは、次頁からの各ゲスト OS の項にある手順を参照してください。

Windows NT
1. VMware Tools をインストールしたら [ 完了 ] または [Finish] をクリック

します。
[ 画面のプロパティ ] ダイアログが表示されます。 
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2. [ ディスプレイの種類 ] ボタンをクリックして [ ディスプレイの種類 ]
ダイアログを表示します。

3. [ 変更 ] ボタンをクリックすると、[ ディスプレイの変更 ] ダイアログが
表示されます。

4. [ 製造元 ] リストから [VMware, Inc. ] を選択します。

5. ディスプレイアダプタとして [VMware SVGA II] を選択してから [OK] を
クリックします。

6. サードパーティーのドライバに関する質問が画面に表示されますので、
[ はい ] をクリックしてドライバをインストールします。次に [OK] をク
リックして、ドライバがインストールされたことを確認します。

7. [ ディスプレイの種類 ] ダイアログで [ 閉じる ] をクリックし、次に
[ 画面のプロパティ ] ダイアログで [ 閉じる ] をクリックします。

8. [ はい ] をクリックして Windows NT を再起動すると、新しいビデオド
ライバが使用されます。

9. 仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグランド アプリケー
ションが自動的にスタートします。

Windows Me
1. VMware Tools をインストールしたら [ 完了 ] または [Finish] をクリック

します。
[ ディスプレイの設定 ] ダイアログが表示されます。 

2. [ 詳細 ] ボタンをクリックします。

3. [ アダプタ ] タブをクリックします。

4. [ 変更 ] ボタンをクリックすると [ デバイスドライバの更新 ] ウィザー
ドが開始されます。

5. ウィザードが 2 つのオプションを表示します。2 番目の [ ドライバの場
所を指定する ] というオプションを選択してください。

[ 次へ ] をクリックします。

6. [ 検索場所の指定 ] チェックボックスをチェックします。次のパスを入
力してください。

D:￥video￥win9x

ここで、D:は仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブのドライブ文
字です。

[OK] をクリックします。
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7. Windows Me が自動的にドライバを検出します。

8. [VMware SVGA II ] ディスプレイアダプタを選択してから [ 次へ ] をク
リックします。

9. [ 次へ ] をクリックしてドライバをインストールします。

VMware Workstation 2 で作成した仮想マシンをアップグレードする場
合、「このドライバは、選択したハードウェア用に選択されていない可
能性があり ... このドライバを使用しますか」という警告が表示される
ことがあります。[ はい ] をクリックしてください。

ドライバのインストールが完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

10.[ はい ] をクリックして Windows Me を再起動すると、新しいビデオド
ライバが使用されます。

11.仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグランド アプリケー
ションが自動的にスタートします。

Windows 98
1. VMware Tools をインストールしたら [ 完了 ] または [Finish] をクリック

します。
[ ディスプレイの設定 ] ダイアログが表示されます。 

2. [ 詳細 ] ボタンをクリックすると [ 標準ディスプレイアダプタ (VGA) の
プロパティ ] ダイアログが表示されます。旧バージョンの VMware ドラ
イバからアップグレードしている場合、このダイアログには [VMware 
SVGA のプロパティ ] というタイトルが付いています。

3. [ アダプタ ] タブをクリックします。

4. [ 変更 ] ボタンをクリックすると、[ デバイスドライバの更新 ] ウィザー
ドが表示されます。[ 次へ ] をクリックしてください。

5. ウィザードは 2 つのオプションを表示します。[ 特定の場所にあるすべ
てのドライバの一覧を表示し ...] というオプションを選択してください。
[ 次へ ] をクリックします。

6. [ ディスク使用 ] を選択すると [ ディスクからインストール ] ダイアロ
グが表示されます。

7. 次のパスを入力してください。

D:￥video￥win9x

ここで、D:は仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブのドライブ文
字です。
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[OK] をクリックします。

8. [VMware SVGA II] ディスプレイアダプタを選択してから [OK] をクリッ
クします。

9. 画面の質問に [ はい ] と回答し、[ 次へ ] をクリックしてドライバをイ
ンストールします。インストール後 [ 完了 ] をクリックします。

10.[SVGA のプロパティ ] ダイアログの [ 閉じる ] をクリックしてから、
[ ディスプレイの設定 ] ダイアログの [ 閉じる ] をクリックします。

11.[ はい ] をクリックして Windows 98 を再起動すると、新しいビデオド
ライバが使用されます。

12.仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグランド アプリケー
ションが自動的にスタートします。

Windows 95
1. VMware Tools をインストールしたら、[ 完了 ] または [ Finish] をクリッ

クします。
[ ディスプレイの設定 ] ダイアログが表示されます。 

2. [ 詳細プロパティ ] ボタンをクリックすると [ ディスプレイの詳細プロ
パティ ] ダイアログが表示されます。

3. [ 変更 ] ボタンをクリックすると、[ デバイスの選択 ] ダイアログが表示
されます。

4. [ ディスク使用 ] を選択します。

5. 次のパスを入力してください。

D:￥video￥win9x

ここで、D:は仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブのドライブ文
字です。

[OK] をクリックします。

6. 再び [OK] をクリックして、ドライバをインストールします。

7. [ ディスプレイの詳細プロパティ ] ダイアログから [OK] をクリックし、
次に [ ディスプレイの設定 ] から [OK] をクリックします。

8. [ はい ] をクリックして Windows 95 を再起動すると、新しいビデオド
ライバが使用されます。

9. 仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグランド アプリケー
ションが自動的にスタートします。
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Linux ゲスト向け VMware Tools
1. 仮想マシンをオンにします。

2. ゲスト OS が起動したら、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 のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）を選択します。 

これからの作業は仮想マシン内で行います。 

3. ゲスト OS は必ずテキストモードで実行してください。X の実行中は
VMware Tools をインストールできません。

4. root の権限で 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
ルを物理 CD-ROM に焼き付けたりする必要もありません。VMware 
Workstation 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、実行するディストリ
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

6. root のアカウントからログアウトします。
exit

7. X とグラフィック環境を起動します。 
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8. X ターミナルで、VMware Tools バックグランドアプリケーションを実
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。

VMware Tools を自動的に起動
X サーバの起動時に VMware Tools が起動するようにゲスト OS を構成する
ことができます。このような構成を行う手順は、使用している Linux ディス
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 )] - [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。

VMware Tools の削除
VMware Tools を Linux ゲストから削除する必要が生じた場合は、 root (su -)
の権限でログインし、次のコマンドを実行してください。

vmware-uninstall-tools.pl

FreeBSD ゲスト向け VMware Tools
1. 仮想マシンをオンにします。

2. VMware Tools がインストールできるように仮想マシンの準備をします。

[VM] - [VMware Tools のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）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. ゲスト OS は必ずテキストモードで実行してください。X の実行中は
VMware Tools をインストールできません。
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4. root の権限で 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 
Workstation 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 

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. X とグラフィック環境を起動します。

8. X ターミナルで、VMware Tools バックグランドアプリケーションを実
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。
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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 仮想マシンに 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 のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）を選択します。 

これ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 CD9660.NSS ドライバを読み込みます。システムコンソールに次
のように入力してください。
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

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
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VMware Tools の構成オプショ
ン
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。 
他のゲスト OS 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 が稼動している時、VMware ボックスロゴのアイコンがゲス
ト OS システムトレイに表示されます。

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。

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 ] を選択します。

[ オプション ] タブには [ その他のオプション ]（Windows ホスト）が、また
は [Options] タブには [Miscellaneous Options]（Linux ホスト）が表示されま
す。

･ 仮想マシンとホスト OS 間の時刻 同期化

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、そ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、テキストエディタの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
www.vmware.com102



第 4 章 製品の紹介とシステム要件
time.synchronize.continue

time.synchronize.shrink

･ VMware Tools をタスクバーに表示

[ デバイス ] または [Devices] タブでは、取外し可能なデバイスを有効 / 無効
にすることができます（このオプションは、VMware Workstation アプリ
ケーションの [ 編集 ] または [ Edit] メニューからも設定することができま
す）。

[ スクリプト ] または [Scripts] タブでは、 [ サスペンド ]、[ レジューム ]、[ パ
ワーオン ]、[ パワーオフ ] ボタン、あるいは [Suspend]、[Resume]、[Power 
On]、[Power Off ] 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。

Windows ホスト : 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。 

Linux ホスト : 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
ンのネットワーク接続を中止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、仮想マシンのネットワーク接続を開始するスクリプトを
実行することもできます。
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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 ] または
[Run Now] 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 ] または [Use 
Scripts] 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 ] または [Shared Folders] 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「共有フォルダの使用 (P.123)」を参照してく
ださい。

[ 仮想ディスク圧縮 ] または [Shrink] 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。

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 ] または [Shrink]
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。 
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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

NetWare ゲスト向けの VMware Tools コマンド一覧 
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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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 Workstation の基
本操作
VMware Workstation、ゲスト OS、VMware Tools のインストールが完了した
ら、仮想マシンを実行することができます。ここでは、最も基本的なタスク
を解説していきます。 

･ VMware Workstation のウィンドウ (P.109)
･ Windows ホストで仮想マシンを起動 (P.114)
･ Linux ホストで仮想マシンを起動 (P.116)
･ VMware Tools のステータスを確認 (P.117)
･ フルスクリーンモードの使用 (P.117)
･ クイックスイッチモードの使用 (P.118)
･ マルチモニタの利用 (P.119)
･ VMware Workstation のウィンドウを仮想マシンに合わせて表示 (P.119)

･ Windows ゲスト OS の画面を VMware Workstation のウィンドウに合わ
せて表示 (P.120)

･ 画面をシンプルに表示 (P.120)
･ 仮想マシンに新しいソフトウェアをインストール (P.121)
･ 切り取り、コピー、貼り付け (P.122)
･ 共有フォルダの使用 (P.123)
･ ドラッグ アンド ドロップ機能 (P.125)
･ 仮想マシンのサスペンドとレジューム (P.126)
･ スナップショットの設定と復元 (P.127)
･ 仮想マシンのシャットダウン (P.128)
･ 仮想マシンの削除 (P.128)
･ 仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除 (P.128)
･ 取外し可能デバイスの接続と切断 (P.129)
･ 仮想マシンのスクリーンショットの作成 (P.129)
･ 製品最新情報の確認 (P.130)
･ VMware Workstation の環境設定 (P.130)
･ コマンド参照リスト (P.134)
･ キーボードのショットカット (P.135)
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この章では、Windows XP をゲスト OS と想定して説明を行っています。図
中のコマンドの一部が他のゲスト OS とは異なる場合があります。 

VMware Workstation のウィンドウ
VMware Workstation の仮想マシンは、物理コンピュータのデスクトップ上
の 1 つのウィンドウ内で実行される独立したコンピュータと考えることが
できます。Workstation のウィンドウでは、複数の仮想マシンを実行するこ
とができ、仮想マシン間の切替も簡単に行なうことができます。

仮想マシンが１つも稼動していない時は、VMware Workstation のホーム
ページが表示されます。ホームページのアイコンを使用して、既存の仮想マ
シンを開いたり、新しい仮想マシンの作成ができます。

ホームページを閉じるには、Windows ホストまたは Linux ホストのタブの
Ｘ をクリックしてください。もう一度オームぺーじを表示するには [ 表示 ]-
[ ホームタブを表示 ] または [View]-[Go to Home Tab] を選択してください。

必要な数だけウィン
ドウを表示
･VMware Workstation 4
では、1 つの
Workstation ウィン
ドウに複数の仮想マ
シンを表示できま
す。 また、VMware 
Workstation のイン
スタンスを複数起動
することも可能で
す。さらに、複数の
VMware Worsktaion
のインスタンスを起
動し、各ウィンドウ
に複数の仮想マシン
を表示させることも
可能です。ただし、
実行する仮想マシン
をすべて処理するの
に十分なメモリとプ
ロセッサパワーが必
要となりますので、
ご注意ください。
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VMware Workstation のメインウィンドウ（Windowsホスト）

Windows ホスト : 切断あるいは構成の変更は、ステータスバーのリムーバブ
ルデバイスのアイコンを右クリックします。
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VMware Workstation のメインウィンドウ（Linux ホスト）

このコンピュータは、実際のボタンでオン / オフを切替える代わりに、 
VMware Workstation ウィンドウ上部にあるツールバーのボタンを使用しま
す。

仮想マシンがオフになっている時のツールバー (Windows ホスト )

仮想マシンがオフになっている時のツールバー (Linux ホスト )

仮想マシンがオンになっている時のツールバー (Windows ホスト )

仮想マシンがオンになっている時のツールバー (Linux ホスト )

仮想マシンがサスペンドされている時のツールバー (Windows ホスト )
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仮想マシンがサスペンドされている時のツールバー (Linux ホスト )

[ パワーオフ ] ボタンと [ パワーオン ] ボタンは別々に表示されます。仮想マ
シンをサスペンドすると、[ パワーオン ] ボタンが [ レジューム ] ボタンに変
わります。

VMware Workstation 4.5 のメニューは VMware Workstation 4.0 のものと多少
異なっています。次の表は、移動された最も一般的に用いられるメニュー項
目の位置を示しています。

仮想マシンを開くと、そのマシン名が仮想マシン ウィンドウの上部にある
タブに表示されます。このタブをクリックすれば、使用する仮想マシン間の
切替を行なうことができます。つまり、 ソフト KVM スイッチのような機能
です。この機能は、ウィンドウ表示の場合にもクイックスイッチ表示の場合
にも使用することができます。

タブを利用すれば、使用している仮想マシン間の切替を簡単に行うことができます
（Windows ホスト上の画面 )。

旧ロケーション 新ロケーション

[ ファイル ]-[ 新規 ]-[ 新しい仮想マシン ] [ ファイル ]-[ 新しい仮想マシン ]

[ ファイル ]-[ 新規 ]-[ 新しいウィンドウ ] [ ファイル ]-[ 新しいウィンドウ ]

[ ファイル ]-[VMware Tools インストール ] [VM]-[VMware Tools のインストール ]

[ ファイル ]-[ 仮想ハードウエアのアップグ
レード ]

[VM]-[ 仮想ハードウエアのアップグレード ]

[ ファイル ]-[<vmname> をお気に入りリス
トに追加 ]

[VM]-[ お気に入りリストに追加 ]

[ ファイル ]-[<vmname> をお気に入りから
削除 ]

[VM]-[ お気に入りリストから削除 ]

[ パワー ]-[Ctrl-Alt-Del の送信 ] [VM]-[Ctrl-Alt-Del の送信 ]

[ パワー ]-[ 入力切替 ] [VM]-[ 入力切替 ]

[ 編集 ]-[ 取り外し可能デバイス ] [VM]-[ 取り外し可能デバイス ]

[ 編集 ]-[ アプリケーションの設定 ] [ 編集 ]-[ 環境設定 ]

[ 編集 ]-[ 仮想マシンの設定 ] [VM]-[ 設定 ]
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同時に複数の仮想マシンを表示させたい場合は、Workstation ウィンドウを
複数開き、各ウィンドウで仮想マシンを起動させることが可能です。 

頻繁に使用する仮想マシンはお気に入りリストに追加することができます（上図は
Windows ホストの画面 )。お気に入りペインを右クリックすれば、フォルダを新規作成でき
ます。仮想マシン名をフォルダにドラッグ アンド ドロップして整理します。

お気に入りリストは、使用頻度の高い仮想マシンを起動する際に便利です。
お気に入りリストに仮想マシンを追加するには、まず仮想マシンを開き

（[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open]）、次に [VM] - [ お気に入りリスト
に追加 ] または [File] - [Add to Favorites] をクリックします。リストから名前
を削除するには、該当する名前をクリックして強調表示させ、[ ファイル ] -[
お気に入りリストから削除 ] または [File] - [Remove from Favorites] をクリッ
クします。

お気に入りリストの各仮想マシン名の横にあるアイコンは、その仮想マシン
の電源状態（オン、オフ、サスペンド）を示しています。

お気に入りリストの表示 / 非表示を切替えるには、ツールバーにある [ お気
に入り ] あるいは [Favorite] ボタンをクリックしてください。

仮想マシン設定または Virtual Machine Settings を使って仮想マシンのコンポーネントを追
加、削除、変更することができます。

Linux ホスト上の Virtual Machine Settings が一新し、 Windows ホストの仮想
マシン設定と同じフォーマットになりました。デバイスの設定を変更する場
合、左側のリストで該当するデバイス名をクリックしてから右側のパネルで
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必要な変更を行ないます。新しくデバイスを追加する場合は、[ 追加 ] また
は [Add] をクリックし、[ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware] ウィ
ザードの指示に従ってください。 デバイスを削除する場合は、左側のリスト
で該当するデバイス名をクリックしてから [ 削除 ] または [Remove] をク
リックします。

必要な変更を行なったら、[OK] をクリックして変更を保存し、仮想マシン
設定を終了します。 

VMware Workstation のバージョンに対応した VMware Tools を 仮想マシンが
実行していないと、VMware Workstation ウィンドウの左下に警告が表示さ
れます。この場合、[VM] - [VMware Tools のインストール ] または [VM] - 
[Install VMware Tools] を選択して VMware Tools インストーラを起動してく
ださい。

注意 : VMware Tools をインストールするには、まずゲスト OS をインス
トールして実行しなくてはなりません。
詳しくは「VMware Tools のインストール (P.92)」を参照してください。

Windows ホストで仮想マシンを起動
1. デスクトップのショートカットキーをダブルクリックするか、[ スター

ト ] メニューからプログラムを起動して ([ スタート ] - [ プログラム ] - 
[VMware] - [VMware Workstation])、VMware Workstation をスタートさ
せます。 
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VMware Workstation のウィンドウが表示されます。

2. Workstation ウィンドウ左のお気に入りリストから使用する仮想マシン
を選択します。 

使用する仮想マシンがリストに表示されていない場合は、[ ファイル ] - 
[ 開く ] を選択し、該当する仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を検索し
ます（Linux ホストでは、旧バージョンの VMware 製品で作成された仮
想マシンの構成ファイルに .cfgという拡張子が付けられていること
があります）。次から簡単にスタートさせることができるように、検索
した仮想マシンをお気に入りリストに追加するには、[VM]-[ お気に入り
に追加 ] を選択してください。

注意 : デフォルトで、VMware Workstation 4 は仮想マシン作成時にログ
インしていたユーザーの「マイドキュメント」フォルダに仮想マシン
を格納します。Windows Server 2003、Windows XP と Windows 2000
では、デフォルトのフォルダは C:￥Documents and Settings￥
<username>￥My Documents￥My Virtual Machines￥
<guestOSname>です。Windows NT でのデフォルトフォルダは、
C:￥WINNT￥Profiles￥<username>￥Personal￥My 
Virtual Machines￥<guestOSname>です。

3. [ パワーオン ] ボタンをクリックして仮想マシンを起動します。

4. VMware Tools が仮想マシン内で実行されていない場合は、仮想マシン
のウィンドウ内の好きな個所をクリックして、仮想マシンにマウスと
キーボードのコントロールを渡します。
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5. ログインする必要がある場合は、実際のコンピュータと同じように名
前とパスワードを入力します。

お気に入りリストから名前を削除
仮想マシンの名前は必要に応じてお気に入りリストから削除することができ
ます。リストから名前を削除しても、仮想マシンのファイル自体には何の影
響もありません。該当するマシンを開いて [ 追加 ] をクリックすれば（上記
手順参照）、リストから削除した仮想マシンを好きな時に再びリスト表示さ
せることができます。

お気に入りリストから名前を削除するには、次の手順に従ってください。

1. リストから削除したい名前をクリックして選択します。

2. [VM] - [ お気に入りリストから削除 ] を選択します。

Linux ホストで仮想マシンを起動
1. ターミナルウィンドウから vmware & と入力し、<Enter> キーを押

します。

2. Workstation ウィンドウ左の Favorites リストから使用する仮想マシン
を選択します。 

使用する仮想マシンがリストに表示されていない場合は、[File] - [Open]
を選択し、該当する仮想マシンの構成ファイル（.vmxまたは .cfg

ファイル）を検索します。次から簡単にスタートさせることができる
ように、検索した仮想マシンを Favorites リストに追加するには、[Add]
をクリックし、Favorites リストで表示名や格納場所を変更したい場合
はその作業を行ってから [OK] をクリックします。

注意 : デフォルトで、VMware Workstation 4 は仮想マシンを
<homedir>/vmware/<guestOSname>に格納します。
<homedir>は、仮想マシン作成時にログインしていたユーザーの
ホームディレクトリを指します。

3. [Power On] ボタンをクリックして仮想マシンを起動します。

4. VMware Tools が仮想マシン内で実行されていない場合は、仮想マシン
のウィンドウ内の好きな個所をクリックして、仮想マシンにマウスと
キーボードのコントロールを渡します。

5. ログインする必要がある場合は、実際のコンピュータと同じように名
前とパスワードを入力します。
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VMware Tools のステータスを確認
パフォーマンスの最適化を図るためには、VMware Tools を仮想マシンにイ
ンストールして実行する必要があります。

Windows の仮想マシンに VMware Tools をインストールすると、ゲスト OS
の起動時に VMware Tools のサービスが自動的に開始されます。

Windows の仮想マシンで VMware Tools が 実行されている場合、アイコンをオフにしない
限り VMware Tools のアイコンがシステムトレイに表示されます。

VMware Tools のアイコンがシステムトレイに表示されない場合は、ゲスト
OS の VMware Tools コントロールパネル（[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コント
ロールパネル ]）を使用して VMware Tools の設定を変更することができま
す。 コントロールパネルで、システムトレイアイコンを再びオンにすること
もできます。[ オプション ] タブにある [VMware Tools をタスクバーに表示 ]

（Windows ホスト）か [Options] タブにある [Show VMware Tools in the 
taskbar]（Linux ホスト）の横のボックスをチェックしてください。

Linux や FreeBSD の仮想マシンでは、ゲスト OS のブート後に X をスタート
し、グラフィック環境を起動します。そこから次のコマンドを使って
VMware Tools バックグランドアプリケーションを起動してください。

vmware-toolbox & 

VMware Tools は、root でも一般のユーザーでも実行することができます。
ただし仮想ディスクを圧縮する場合は、VMware Tools を root (su -) として実
行しなければなりません。

一部のウィンドウマネージャを使用すれば、VMware Tools をスタートアッ
プ構成で起動させるコマンドを設定し、グラフィック環境の開始時に
VMware Tools を自動的にスタートさせることができます。詳しくは、ウィ
ンドウマネージャのドキュメントを参照してください。

フルスクリーンモードの使用 
仮想マシンはフルスクリーンモードで使用すると、より高速なパフォーマン
スが得られます。 

VMware Workstation の仮想マシンのディスプレイを画面いっぱいに拡大し、
VMware Workstation ウィンドウの境界が見えないようにするには、ツール
バーの [ フルスクリーン ] または [Full Screen] ボタンをクリックします。 
<Ctrl>-<Alt>-<Enter> キーを同時に押してモードを切替えることもできま
す。
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フルスクリーンモードを終了し、仮想マシンを再び VMware Workstation の
ウィンドウとして表示するには、<Ctrl>-<Alt> キーを同時に押してくださ
い。 

Linux ホスト : フルスクリーンモードのまま、仮想マシン間で切替えるには、
<Ctrl>-<Alt>-<Fn> キーを同時に押します。ここで <Fn> キーは、表示する
仮想マシンに対応したファンクションキーのことです。仮想マシンにどの
ファンクションキーを使用するかは、仮想マシンをウィンドウモードで実行
し、そのタイトルバーを確認してください。

Windows ホスト : 同様の機能性については、フルスクリーン切替モード｢フ
ルスクリーン切り替えモードの使用 (P.358) ｣を参照してください。

注意 : デュアルモニターシステムでは、仮想マシンのフルスクリーンモー
ドはサポートされていません。

クイックスイッチモードの使用
クイックスイッチモードはフルスクリーンモードとほとんど同じですが、画
面上部に仮想マシンを切り替えるためのタブが表示されます。仮想マシンの
ディスプレイは、タブのスペースを残して画面いっぱいに表示されます。

クイックスイッチモードに切り替えるには、[ 表示 ] - [ クイックスイッチ ]
または [View] - [Quick Switch] を選択してください。

クイックスイッチモードを使用中に VMware Workstation のメニューやツー
ルバーを表示させるには、マウスのカーソルを画面上部に移動させてくださ
い。

Windows ゲスト OS のディスプレイを可能な範囲でクイックスイッチモー
ドの画面いっぱいに表示させるには、[ 表示 ] - [ ゲストをウィンドウに合わ
せる ] または [View] - [Fit Guest to Window] を選択してください。このオプ
ションは、ゲスト OS に最新版の VMware Tools がインストールされている
場合にのみ利用できます。

注意 : [ ゲストをウィンドウに合わせる ] または [Fit Guest to Window] を選
択すると、必要に応じて Windows ゲストの画面の設定が調整されます。そ
の後で仮想マシンを普通のモードで実行する場合は、画面の設定を以前の値
に戻す必要があるかもしれません。
クイックスイッチモードを中止するには、マウスのカーソルを画面上部に移
動させてメニューを有効にし、[ 表示 ] - [ クイックスイッチ ] または [View] - 
[Quick Switch] を選択してください。
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マルチモニタの利用
ホストに標準のマルチモニタが設定されている場合、 各モニタで仮想マシン
を個別に実行することができます。モニタを２つ使用するには、VMware 
Workstation のインスタンスを２つ起動します。各 VMware Workstation ウィ
ンドウで１つ以上の仮想マシンを起動してから、各 VMware Workstation
ウィンドウを使用するモニタまでドラッグしてください。仮想マシンをでき
る限り大きく表示するには、各ウィンドウをクイックスイッチモード（[ 表
示 ] - [ クイックスイッチ ]）に切替えます。

マウスとキーボードの入力先を最初の画面の仮想マシンから次の画面の仮想
マシンに切替えるには、マウスのポインタを仮想マシン間で移動させてくだ
さい。いずれのゲスト OS でも VMware Tools が実行されており、デフォル
トの入力切替設定を使用している場合、特別な作業を行う必要はありませ
ん。デフォルト設定を使用していない場合は、<Ctrl>-<Alt> キーを押して最
初の仮想マシンからマウスのポインタを解放し、ポインタを次の仮想マシン
ウィンドウ内に移動してからクリックして、その仮想マシンにマウスとキー
ボードの入力コントロールを切替えなければならない場合があります。 

注意 : 本リリースの VMware Workstation は、マルチモニタを試験的にのみ
サポートしています。 サードパーティーのデスクトップ管理ソフトウェアや
ディスプレイドライバを使用した場合、正常に動作しないことがあります。
注意 : フルスクリーンモードに切替えた場合、常にプライマリディスプレ
イが使用されます。マルチモニタを使用するには、通常（ウィンドウ）モー
ドかクイックスイッチモードを使用する必要があります。

VMware Workstationのウィンドウを仮想マシンに合わせて
表示
[ 表示 ] または [View] メニューから 2 通りの方法で、VMware Workstation
ウィンドウのサイズを変更して仮想マシンをウィンドウにフィットさせるこ
とができます。

[ 自動合わせ ] または [Autofit] は、クリックしてオン / オフを切替えます。
[ 自動合わせ ] がオンになっていれば、ウィンドウが自動的に調整され、仮
想マシンの画面がウィンドウにフィットし ます。オフになっている時は、
ウィンドウを任意のサイズに調整することができます。 ウィンドウを仮想マ
シンの画面より小さく設定するとスクロールバーが表示されますので、それ
を使って仮想マシン画面の参照したい部分を表示させます。

[ 自動合わせ ] がオフの時に [ 表示 ] - [ ウィンドウに合わせる ] または [View] 
- [Fit] を選択すると、仮想マシンがウィンドウにフィットするように
VMware Workstation ウィンドウのサイズを調整することができます。
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WindowsゲストOSの画面をVMware Workstationのウィ
ンドウに合わせて表示
Windows ゲスト OS の画面の領域が仮想マシンのウィンドウのサイズ以外
に設定されている場合、[ 表示 ] - [ ゲストをウィンドウに合わせる ] または
[View] - [Fit Guest to Window] を選択してフィットさせることができます。

[ ゲストをウィンドウに合わせる ] または [Fit Guest to Window] を選択する
と、VMware Workstation が必要に応じて Windows ゲスト OS の画面の設定
を調整します。その後で仮想マシンを通常のモードで実行する場合は、画面
の設定を元の値に戻す必要があるかもしれません。

注意 : [ ゲストをウィンドウに合わせる ] または [Fit Guest to Window] を使
用する時、ウィンドウのサイズが小さければ、ゲスト OS の画面の領域が 
VGA (640 x 480) より小さな値に設定されることがあります。 ただし、一部の
インストーラやプログラムは 640 x 480 ピクセル以下の解像度では稼動しま
せん。画面の幅か高さが VGA 表示に必要なサイズより小さい場合、 そのよ
うなプログラムは起動しません。この場合、「VGA をインストールしてくだ
さい」、「VGA をインストールする必要があります」 といった内容のエラー
メッセージが表示されることがあります。
この問題は、次の 2 つの方法で迂回することができます。

･ ホストコンピュータの画面の領域が十分に高く設定されている場合は、
ウィンドウを拡大し、[ ゲストをウィンドウに合わせる ] または [Fit 
Guest to Window] の選択を解除してから、[ ゲストをウィンドウに合わ
せる ] または [Fit Guest to Window] をもう一度選択し直してください。

･ ホストコンピュータの画面の領域の設定ではウィンドウを十分な大き
さに拡大できない場合は、[ ゲストをウィンドウに合わせる ] または
[Fit Guest to Window] を使用しないでください。このオプションが選択
されている場合は、その選択を解除してください。次にゲスト OS の画
面の領域を 640 x 480 ピクセル以上に設定します。

画面をシンプルに表示
VMware Workstation ウィンドウに表示されるコントロールの多くは、必要
に応じて非表示にすることができます。

[ 表示 ] または [View] メニューから、以下のコントロールの表示 / 非表示を
切替えることができます。

･ お気に入り
･ ツールバー
･ ステータスバー
･ 仮想マシンのタブ
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Windows ホストでは、メニューバーを非表示にすることも可能です。タイ
トルバーのアイコンをクリックしてから、[ コントロールの非表示 ] を選択
してください。

[ コントロールの非表示 ] を選択すると、メニューバー、ツールバー、ス
テータスバー、お気に入りパネルが非表示になります。

Windows ホストで VMware Workstation ウィンドウを最もシンプルに表示す
るには、まず [ 表示 ] - [ 仮想マシンのタブ ] を選択してタブを非表示にして
から、タイトルバーにあるアイコンのショートカットメニューで [ コント
ロールの非表示 ] を選択してください。

[ 表示 ] メニューとタイトルバーにあるアイコンのショットカットメニューを使えば、
VMware Workstation ウィンドウに表示されているコントロールをすべて削除することがで
きます。

仮想マシンに新しいソフトウェアをインストール
新しいソフトウェアは、実際のコンピュータと同じ手順で VMware 
Workstation の仮想マシンにインストールすることができます。 例えば
Windows の仮想マシンには、次の手順でソフトウェアをインストールしま
す。
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1. 仮想マシンを起動し、必要があればログインします。Workstation のメ
ニューの [VM] - [ 取り外し可能デバイス ] または [VM] - [Removable 
Devices] メニューをチェックして、仮想マシンが CD-ROM ドライブと、
必要があればフロッピードライブにアクセスできることを確認します。 

2. インストール用の CD-ROM かフロッピーディスクを正しいドライブに
挿入します。CD-ROM からインストールを実行する場合は、インス
トールプログラムが自動的にスタートすることがあります。

3. インストールプログラムが自動的にスタートしない場合は、Windows
の [ スタート ] ボタンをクリックして、[ 設定 ] - [ コントロールパネル ]
を選択し、[ アプリケーションの追加と削除 ] をダブルクリックます。
次に [ インストール ] ボタンをクリックします。後は画面の指示とイン
ストールするソフトウェアのユーザーマニュアルの説明に従って作業
を行ってください。

注意 : インストール時に仮想マシンの仮想ハードウェアに基づいてライセ
ンスキーを作成する、プロダクトアクティベーション機能を持つアプリケー
ションがあります。このようなソフトウェアは、仮想マシンの構成を変更す
ると、再びアクティベーションが必要になることがあります。なるべく大き
な変更を避けるために、ソフトウェアのアクティベーションを行う前に仮想
マシンの最終的なメモリサイズを設定し、VMware Tools をインストールし
てください。
注意 : 一部のプログラム（日本語版 Trend Micro Virus Buster のインストーラ
等）を実行しようとすると、VMware Workstation がハングしたような状態
になることがあります。この問題の迂回方法は、弊社 Web サイトのトラブ
ルシューティングの箇所（www.vmware.com/info?id=30）を参照してくだ
さい。

切り取り、コピー、貼り付け
VMware Tools が稼動していれば、仮想マシン内のアプリケーションとホス
トコンピュータ間または２台の仮想マシン間で、テキストの切り取り（また
はコピー）と貼り付けを行うことが可能です。通常のホットキーやメニュー
選択で、切り取り、コピー、貼り付けが行えます。

異なる環境に間違ってコピーと貼り付けをしてしまうのを防ぎたい場合は、
環境設定を変更し、この機能を無効にしてください。

Windows ホスト：[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。次に、[ 入力 ] タブに
ある [ 仮想マシン間のコピーと貼り付けを有効にする ] の横のボックスから
チェックマークを外します。
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Linux ホスト： [Edit] - [Preferences] を選択します。次に、[Input] タブにある
[Enable copy and paste to and from virtual machine] の横のボックスから
チェックマークを外します。

共有フォルダの使用
共有フォルダを使用すれば、仮想マシン間あるは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 に最新版の VMware Tools がインストールされている必要
があります。また、共有するディレクトリの指定には仮想マシン設定
(Virtual Machine Settings) を使用する必要があります。

共有フォルダは、次のゲスト 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
･ Version 2.4 以降のカーネルを持つ Linux
特定の仮想マシンに共有フォルダを設定するには、その仮想マシンを
Workstation で開いてください。次に該当するタブをクリックして、その仮
想マシンをアクティブにします。[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] または [VM] - 
[Settings] - [Options] を選択し、[ 共有フォルダ ] または [Shared folders] をク
リックします。

リストには複数のディレクトリを追加することができます。追加するのは、
ホストのディレクトリであっても、ホストからアクセス可能なネットワーク
ディレクトリであっても構いません。
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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」）の
VMware Shared Folders の所に表示されます。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、 そのフォルダは[マイ ネットワーク] - 
[VMware Shared Folders] - [.host] - [Shared Folders] - [Test Files] の順に検索す
ることができます。

また、次のような UNC パスを使って直接フォルダにアクセスすることもで
きます。
\\.host\Shared Folders\Test files

共有フォルダには、ネットワークシェアの場合と同様にドライブ文字を割り
当てることができます。

注意 : 上記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ディレクトリのフォ
ルダとして認識されます。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 ] または [Add] 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なっ
てください。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。

･ 共有する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内で表示されま
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。この場合、必要に応じて、リス
トの該当する名前をクリックし、[ プロパティ ] または [Properties] をク
リックしてプロパティ画面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 Workstation を User というユーザー名で実行している場合、仮
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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
クセス権を持っている必要があります。

･ 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。
[ セッション終了後に無効にする ] または [Disable after this session] 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 ] または [Properties]
をクリックします。するとプロパティ画面が表示されます。

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。 
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とゲスト OS 上
の別のアプリケーションを使って同じファイルを開くと、状況によってファ
イル内のデータが破損することがあります。

ドラッグ アンド ドロップ機能
VMware Workstation 4 のドラッグ アンド ドロップ機能によって、Windows
ホストと Windows 仮想マシンの間でのファイルの移動が容易になりまし
た。個別のファイルでも全ディレクトリでも、ドラッグ アンド ドロップで
移動させることができます。

ファイルやフォルダは、ホスト上のファイルマネージャ（Windows エクス
プローラ等）と仮想マシン内のファイルマネージャ間でドラッグ アンド ド
ロップすることができます。また、ドラッグ アンド ドロップをサポートす
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るアプリケーションにファイルマネージャから、さらにドラッグ アンド ド
ロップによる個別ファイルの抽出をサポートする Zip ファイルマネージャ等
のアプリケーションからもファイルをドラッグ アンド ドロップすることが
可能です。

仮想マシンからホストに、あるいはホストから仮想マシンにファイルやフォ
ルダをドラッグすると、 ドロップしたロケーションにそのファイルやフォル
ダのコピーが作成されます。例えば、デスクトップ上のワードプロセッサの
アイコンにファイルをドロップすると、ワードプロセッサはオリジナルファ
イルのコピーを使用して起動します。コピーに行なった変更は、オリジナル
ファイルには反映されません。

最初は、（%TEMP%環境変数で指定された）Temp ディレクトリに格納され
ているファイルのコピーを使用してアプリケーションが起動します。ファイ
ルに行なった変更を保存しておきたい場合は、そのアプリケーションのメ
ニューから [ ファイル ] - [ 名前をつけて保存 ] を選択して別のディレクトリ
にファイルを保存してください。別のディレクトリに保存しない場合、誤っ
てファイルが上書きされたり削除される場合があります。 

特定の仮想マシンに対してドラッグ アンド ドロップ機能を無効 / 有効にす
るには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシン設定（[VM] - [ 設定 ]）を開いて [ オプション ] タブをクリック
し、ゲストの隔離を選択します。

2. [ ドラッグ アンド ドロップをこの仮想マシンでは使用しない ] を選択す
ると、この機能が無効になります。選択を解除すれば、この機能は有
効になります。

仮想マシンのサスペンドとレジューム
サスペンド機能を使用すると、仮想マシンを現在の状態のまま保存できま
す。さらにサスペンドされている仮想マシンをレジュームすれば、前回の
セッション終了時の状態から即座に作業を開始できます。仮想マシンをサス
ペンドした時に使用していたドキュメントが開いたまま、アプリケーション
もサスペンド時と同じ状態で復元されます。

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 Workstation のツールバーにある [ サスペンド ] または
[Suspend] をクリックします。
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3. VMware Workstation がサスペンドを完了したら、VMware Workstation
を終了することができます。

[ ファイル ] - [ 終了 ]（Windows ホスト）
[File] - [Exit]（Linux ホスト）

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 Workstation を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択しま
す。 これは、「Windows ホストで仮想マシンを起動 (P.114)」や「Linux
ホストで仮想マシンを起動 (P.116)」の項の手順と同じです。

2. VMware Workstation のツールバーにある [ レジューム ] または
[Resume] ボタンをクリックします。

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。

詳しくは「サスペンドとレジュームの使用 (P.207)」を参照ください。

スナップショットの設定と復元
VMware Workstation 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。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。 

スナップショットに戻ると、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 Workstation のツールバーにある [ スナッ
プショット ] と [ 復元 ] ボタンまたは [Snapshot] と [Revert] ボタンを使って
行います。

スナップショットは、好きな時に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。

スナップショット利用のシナリオ等の詳しい情報は「スナップショットの使
用 (P.209)」を参照してください。
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仮想マシンのシャットダウン
仮想マシンをオフにするには、物理コンピュータと同じように、まずゲスト
OS をシャットダウンする必要があります。 Windows がゲスト OS の場合は、
次の手順に従ってください。

1. ゲスト OS の [ スタート ] メニューから [ シャットダウン ] を選択しま
す。

2. 再び [ シャットダウン ] を選択して、[OK] をクリックします。

3. ゲスト OS のシャットダウンが終了したら、仮想マシンをオフにするこ
とができます。[ パワーオフ ] または [Power Off] をクリックしてくださ
い。

4. これで VMware Workstation を終了する準備ができました。 

[ ファイル ] - [ 終了 ]　（Windows ホスト）
[File] - [Exit]　（Linux ホスト）

ゲスト OS の種類が違っても、シャットダウンの方法はほぼ同じです。まず
仮想マシンのゲスト OS を通常の手順でシャットダウンし、[ パワーオフ ]
ボタンで仮想マシンをオフにしてから VMware Workstation を終了します。

仮想マシンの削除
完全に仮想マシンを削除するいは、お気に入りリストから仮想マシンの名前
を削除し、ホストコンピュータからそのファイルを削除してください。

お気に入りリストから仮想マシンの名前を削除するには、名前を右クリック
し、[ 削除 ] を選択してください。これによって影響を受けるのは、お気に
入りリストのリストだけです。全ての仮想マシンファイルはコンピュータに
残ります。

仮想マシンのファイルをホストコンピュータから削除するには、仮想マシン
のファイルがあるフォルダをナビゲートしフォルダとそれに含まれている全
てのファイルを削除します。

仮想マシンのファイルについての詳細は｢仮想マシンに関連するファイル 
(P.75) ｣を参照してください。

仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除
仮想マシンにデバイスを追加したり、その設定を変更したり、あるいは削除
する場合、仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) でコント
ロールできます。
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新しくデバイスを追加するには、仮想マシン設定を開いて
[ 追加 ] または [Add] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] または [Add 
New Hardware] ウィザードが表示されますので、その指示に従って新しい
デバイスを仮想マシンに追加します。 [OK] をクリックして変更を保存し、仮
想マシン設定を終了します。

デバイスの設定を変更するには、仮想マシン設定を開き、修正したいデバイ
スを選択して必要な変更を行います。[OK] をクリックして変更を適用し、
仮想マシン設定を終了します。

デバイスを削除するには、仮想マシン設定を開き、削除するデバイスをク
リックしてから [ 削除 ] または [Remove] をクリックします。[OK] をクリッ
クして仮想マシン設定を終了します。

取外し可能デバイスの接続と切断
仮想マシンの実行中に、仮想マシンに構成されている取外し可能デバイス

（フロッピードライブ、 DVD/CD-ROM ドライブ、USB デバイス、イーサネッ
トアダプタなど）を接続 / 切断するには、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] また
は [VM] - [Removable Devices] メニューを使用します。

[VM] - [ 取外し可能デバイス ] または [VM] - [Removable Devices] を選択する
と、サブメニューが表示されます。メニューからデバイスを選択して、接続
/ 切断の切替やデバイスの設定の変更を行います。[ 編集 ] または [Edit] を選
択するとダイアログボックスが表示されますので、そこから必要な変更をす
べて行い [OK] をクリックしてください。

仮想マシンのスクリーンショットの作成
[ ファイル ] - [ スクリーンキャプチャ ] または [File] - [Capture Screen] メニュー
を使えば、仮想マシンのスクリーンショットをキャプチャすることが可能で
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す。 イメージは Windows ホストではビットマップ (.bmp) ファイルとして、
Linux ホストでは PNG(.png) ファイルとして 保存することができます。 

製品最新情報の確認
VMware Workstation は自動的に製品の最新情報を確認します。Workstation
を立ち上げた時に、デフォルトで週に一度確認します。自動確認の間隔を、
月に一度、週に一度、毎日等に変更、または全く確認をしないようにも設定
もできます。

[ 編集 ]-[ 環境設定 ]-[ ワークスペース ] または [Edit]-[Preferences]-
[Workspace] を選択してください。[ 最新情報を自動的に確認 ] または
[Check for updates automatically]n のドロップダウンリストを使い、間隔の
設定をしてください。

[ ヘルプ ]-[ ウェブで最新情報を確認 ] または [Help]-[Check for Updates on 
the Web] を選択して、いつでも確認することもできます。

この場合、ホストコンピュータがインターネットに接続していなければなり
ません。

VMware Workstation の環境設定
環境設定（Preferences）画面では、実行中の仮想マシンの種類に関係なく
VMware Workstation 自体に適用される様々な設定を変更することが可能で
す。[ ワークスペース ]、[ 入力 ]、[ ホットキー ] または、 [Workspace]、
[Input]、[Hot Keys] タブで行なった設定は、その時ホストにログインしてい
るユーザーに適用されますが、他のユーザーが行なった設定には影響しませ
ん。[ メモリ ] や [ ロックアウト ] または [Memory] や [Lockout] タブの設定
は、実行中の仮想マシンやホストにログインしているユーザーに関係なく適
用されます。[ 優先順位 ] または [Priority] 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の全仮想マシンに適用されますが、同
じ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。 

この設定を変更するには、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] または [Edit] - [Preferences]
を選択します。
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ワークスペース ー [ ワークスペース ] または [Workspace] タブを使って、
新しく作成される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。 Workstation がデフォルトで使用するディレクトリは [ 仮想マシンのデ
フォルトロケーション ] または [Default location for virtual machines] 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 ] または [Browse] 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。新しく仮想マシンを作成する度に、Workstation はここで指定した
ディレクトリに各仮想マシンのディレクトリを作成します。

[ セッション終了時に開いていた仮想マシンを記録 ] または [Remember 
opened virtual machines between sessions] チェックボックスを選択すると、
Workstation を起動した時に、前回仮想マシンウィンドウで開いていた仮想
マシンのタブが表示されます。開いている仮想マシンとは、次の条件を共に
満たすものです。

･ Workstation 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
[ 最新情報を自動的に確認 ] または [Check for updates automatically] のド
ロップダウンリストを使用して、どのくらいの間隔で VMware Workstation
が製品の新しいバージョンを確認するかを気めます。自動確認の間隔を、月
に一度、週に一度、毎日等に変更、または自動確認機能をオフにして、全く
確認をしないようにも設定もできます。[ ヘルプ ]-[ ウェブで最新情報を確認
] または [Help]-[Check for Updates on the Web] を選択して、いつでも確認す
ることもできます。
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入力 ー [ 入力 ] または [Input] タブを使って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時に有効にする ] または [Grab 
when cursor enters window] 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 Workstation 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
を解放した場合は、再び VMware Workstation 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。

ホットキー ー [ ホットキー ] または [Hot Key] 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 Workstation で使用されるべきものとを区別することがで
きます。

例えば、<Ctrl>-<Alt>-< 任意のキー > というホットキーの組み合わせを
<Ctrl>-<Shift>-<Alt>-< 任意のキー > に変更すれば、<Ctrl>-<Alt>-<Delete>
キーの組み合わせがゲスト OS ではなく VMware Workstation に送信されて
しまう事態を防ぐことができます。 
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注意 : <Ctrl>-<Alt> キーは、VMware Workstation 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。

メモリの使用ー [ メモリ ] または [Memory] タブ使って、実行中の全仮想マ
シンによって使われる物理 RAM の容量を変更できます。そして、ディスク
に移動させる仮想マシンのメモリ容量も調節することにより、より多くの、
または大きい仮想マシンを実行することができますが、仮想マシンの性能は
低下します。

VMware Workstation でのメモリ設定の変更に関する詳細は、「メモリ使用上
の注意 (P.340)」を参照ください。
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プロセスの優先順位 ー Windows ホストでは、[ 優先順位 ] タブを使って、
特定の仮想マシンにマウス入力とキーボード入力が割り当てられている場合
とそうでない場合に Windows プロセススケジューラが仮想マシンに与える
プライオリティを決定することができます。

各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プライオリティに
合わせて設定を修正すれば、システム全体のパフォーマンスを改善すること
ができます。

特定の仮想マシンに対する設定を変更してグローバル設定を上書きするには、
変更したい仮想マシンを開いて [VM] - [ 設定 ] を選択し、[ オプション ] タブを
クリックします。次に [ 詳細設定 ] を選択します。[ プロセス優先順位 ] のド
ロップダウンリストを使って、その仮想マシンに使用したいプライオリティ
を設定します。 

Linux ホストでは、この機能は利用できません。

特定機能のロックアウト ー Windows ホストでは、[ ロックアウト ] タブを
使って、新しい仮想マシンの作成や仮想マシンの構成の編集、ネットワーク
設定の変更を行えるユーザーを制限することができます。詳しくは、「ロッ
クアウトインターフェイス機能 (P.353)」を参照してください。

Linux ホストでは、この機能は利用できません。

コマンド参照リスト

Linux ホスト
次のリストは、VMware Workstation を Linux ホスト上のコマンドラインか
ら実行する場合に使用できるオプションを表記したものです。

vmware [-x ] [-X ] [-q ] [-v ] 
[/<path_to_config>/<config>.cfg ] 
[X toolkit options ] 
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[-x] : VMware Workstation の起動時に仮想マシンを自動的にスタート。
VMware Workstation のツールバーにある [Power On] ボタンを押すのと同じ
ことです。

[-X] : 仮想マシンを自動的に起動し、VMware Workstation ウィンドウをフル
スクリーンモードで表示

[-q] : 仮想マシンをオフにすると、その仮想マシンのタブを終了。他に開い
ている仮想マシンがなければ、VMware Workstation も終了します。 ゲスト
OS に仮想マシンをオフにする機能がある場合は特に効果的なオプションで
す。

[-v] : 製品名、バージョン、ビルド番号を表示。

[/<path_to_config>/<config>.vmx（または .cfg）] : ここで指定し
た構成ファイルを使用する仮想マシンが起動します。

[X toolkit options] : 引数として認識されます。ただし一部（特に VMware 
Workstation のサイズとタイトル）は、置き換えることができません。

Windows ホスト
前述の Linux のスイッチは、Windows ホストでも使用可能です。 このような
スイッチは、Windows のショートカットが生成するコマンドに組み込むの
が最も便利な方法です。

ショートカットを作成し、そのショートカットを右クリックします。次に
[ プロパティ ] をクリックしてください。リンク先フィールドで、使用した
いスイッチを vmware.exe ファイル名の後に追加します。

"C:￥Program Files￥VMware￥VMware Workstation￥Programs￥vmware.exe -X
C:￥Documents and Settings￥<username>￥My Documents￥My Virtual Machines￥
Windows Me￥Windows Me.vmx"

例えば、上記のコマンドは、指定した Windows Me の仮想マシンを表示し、
自動的にオンにして、フルスクリーンモードに切替えます。

全コマンドをダブルコーテーション（"）で挟むようにしてください。

注意 : Windows では、構成ファイルの拡張子はデフォルトで .vmx となっ
ています。また、Windows 上のパス名はバックスラッシュ (￥) を使用しま
す。 [X toolkit options] は Windows ホストでは使用できません。

キーボードのショットカット
なるべくキーボード操作によって作業を行いたい場合は、下記のキーボード
ショットカットの表を参照してください。ホットキーの組み合わせの環境設
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定を変更している場合は、次のショットカットリストの <Ctrl> - <Alt> キー
の代わりに、必要に応じて新しい設定を使用してください。

ショーットカット 実行される操作

Ctrl-B パワーオン

Ctrl-E パワーオフ

Ctrl-R リセット

Ctrl-Z サスペンド

Ctrl-N 新しく仮想マシンを作成

Ctrl-O 仮想マシンを開く

Ctrl-F4 使用中の仮想マシンを閉じる

Ctrl-D 仮想マシンの構成を編集

Ctrl-G キーボードとマウスを有効にする

Ctrl-P 環境設定の変更

Ctrl-Alt-Enter フルスクリーンモードに切替

Ctrl-Alt 通常（ウィンドウ）モードに戻る

Ctrl-Alt-Tab マウスとキーボード入力が有効な時に、表示されている仮想マシン間で切
替え

Ctrl-Tab マウスとキーボード入力がバックグランドの時に、表示されている仮想マ
シン間で切替え。VMware Workstation がアクティブなアプリケーションで
なければなりません。

Ctrl-Shift-Tab マウスとキーボード入力がバックグランドの時に、表示されている仮想マ
シン間で切替え。VMware Workstation がアクティブなアプリケーションで
なければなりません。

Ctrl-Alt-Fx Linux ホスト :フルスクリーンモードのまま、表示されている仮想マシン間
で切替え。<Fx> は使用する仮想マシンに対応するファンクションキーで
す。特定の仮想マシンに使うキーの組み合わせは、その仮想マシンがアク
ティブで通常（ウィンドウ）モードの時に、VMware Workstation のタイト
ルバーに表示されます。

Windows ホスト :同様の機能については、｢フルスクリーン切り替
えモードの使用 (P.358) ｣を参照してください。
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仮想マシンの移動と共有
ここでは、仮想マシンを別のホストや同じホスト上の別の場所に移動する方
法と、仮想マシンを他のユーザーと共有する際の注意点に関して解説を行い
ます。

･ VMware Workstation 4 仮想マシンの移動 (P.139)
･ 相対パスを使用する仮想マシン (P.139)
･ 移動前の仮想マシンの下準備 (P.139)
･ 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.140)

･ VMware Workstation 3.1/3.2 仮想マシンの移動 (P.142)
･ 相対パス、絶対パスのいずれかを使用する仮想マシン (P.142)
･ 移動前の仮想マシンの下準備 (P.143)
･ 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.144)

･ 旧バージョンの仮想マシンの移動 (P.145)
･ 移動前の仮想マシンの下準備 (P.145)
･ 新しいホストマシンの準備 (P.146)
･ 取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを移動する際の注意点 

(P.147)
･ 仮想マシンを他のユーザーと共有 (P.150)
注意 : 仮想マシンを新しいホストや同じホストの別のロケーションに移動
すると、あるいは仮想マシンの構成ファイルへのパスに使用するディレクト
リ名を変更すると、その仮想マシンの仮想イーサネットアダプタに異なる
MAC アドレスが割り当てられます。 詳しくは、「仮想マシンの MAC アドレ
スの維持と変更 (P.244)」を参照してください。
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VMware Workstation 4 仮想
マシンの移動 
VMware Workstation を使用して作成した仮想マシンを別のコンピュータ、
あるいはホスト上の別の場所に移動する必要が生じた場合、その作業は難し
いものではありません。多くの場合、Windows ホストと Linux ホスト間で
仮想マシンを移動することさえ可能です。本項では、VMware Workstation 4
で作成された仮想マシンの移動の手順を説明します。 

注意 : 以下の説明では、ホストコンピュータ上の１組の .vmdkファイルに
格納されている仮想ディスクを使用している場合を想定しています。
下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに保存され
ている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めいたし
ます。 

相対パスを使用する仮想マシン
VMware Workstation 4 仮想マシンに関連するファイルへのパス名はすべて相
対的で、各ファイルへのパスはその時点でアクティブなディレクトリとの相
対的な位置で表現されます。例えば、特定の仮想マシンのディレクトリにい
る場合、その仮想マシンが使用する仮想ディスクファイルへの相対パスは
<machine name>.vmdkとなります。

移動前の仮想マシンの下準備
1. 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ます。仮想

マシンがサスペンドされている場合、いったんレジュームしてから、
ゲスト OS のシャットダウンを行ってください。

2. 次のいずれかを行ってください。

･ 仮想マシンを新しいホストに移動する予定であり、現在使用してい
るホストマシンと新しいホストがネットワーク接続されている場合
は、現在のホストでの準備は完了です。ホストがネットワーク接続
されていない場合は、仮想ディスク (.vmdk) ファイルを仮想マシン
のディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。例え
ば、仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移動
したり、サイズがあまり大きくない場合は CD-ROM に焼き付けたり
することができます。 
仮想マシンの移動方法を決定したら、「仮想マシンを新しいホストマ
シンに移動 (P.140)」に進んでください。
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･ 仮想マシンを同じホストの別のディレクトリに移動する予定であれ
ば、この段階で移動の準備ができています。仮想マシンが現在格納
されているディレクトリにある全ファイルを新しい格納場所にコ
ピーしてください。仮想マシンのディレクトリ以外の場所にファイ
ルを格納している場合は、必ずそれらのファイルを仮想マシンの格
納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動し
てください。
VMware Workstation を起動し、作成したばかりの仮想マシンを開き
ます。[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する
仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を検索します。

仮想マシンを新しいホストマシンに移動
1. 新しいホストコンピュータに VMware Workstation がインストールさ

れ、正常に動作していることを確認してください。 

2. 移動する仮想マシン向けに新しくディレクトリを作成します。次に移
動する仮想ディスクファイルを探し、新しいディレクトリにコピーし
ます。 必ず仮想マシンの現在のディレクトリにある全ファイルをコピー
するようにしてください。仮想マシンのディレクトリ以外の場所に
ファイルを格納している場合は、必ずそれらのファイルを仮想マシン
の格納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動
してください。

何らかの理由で特定のファイルを移動しなかった場合は、そのファイ
ルを指定するパスが存在しないことを確認してください。仮想マシン
設定 (Virtual Machine SettingsVirtual Machine Settings) を使用して、移
動しなかったファイルに対する正しい格納場所を仮想マシンが記録し
ていることを確認します。仮想マシン設定で各デバイスを選択し、関
連ファイルを持つデバイスがいずれも正しいファイルを参照している
ことを確認します。同時に [ オプション ] または [Options] タブで、
Redo ログファイルの格納場所が正しく設定されているか確認してくだ
さい。

注意 : 仮想マシンにスナップショットを設定している場合、スナップ
ショットを削除すれば、あるいはスナップショットまで戻ってからそ
のスナップショットを削除すれば、移動作業を簡易化することができ
ます。スナップショットをそのまま残しておきたい場合は、仮想マシ
ンのディレクトリにある他のファイルと一緒に、必ず Redo ログファイ
ル (.REDO) を移動してください。
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3. VMware Workstation を起動し、移動したばかりの仮想マシンを開きま
す。[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する仮想
マシンの構成ファイル (.vmx) を検索します。
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VMware Workstation 3.1/3.2
仮想マシンの移動 
VMware Workstation 3.1 または 3.2 で作成した仮想マシンを移動する場合、
最初に VMware Workstation 4 と完全な互換性を持つように仮想マシンを
アップグレードしてから移動させる方法があります。 アップグレードを行う
には、仮想マシンを VMware Workstation 4 で実行し、[VM] - [ 仮想ハード
ウェアのアップグレード ] または [VM] - [Upgrade Virtual Hardware] を選択し
てください。仮想ハードウェアをアップグレードしたら、「VMware 
Workstation 4 仮想マシンの移動 (P.139)」の指示に従って仮想マシンを移動
させます。

仮想マシンをアップグレードすると、VMware Workstation 3 では実行できな
くなります。仮想マシンを VMware Workstation 3 と VMware Workstation 4
の両方で実行する必要がある場合は、仮想ハードウェアのアップグレードを
行わないでください。代わりに、以下の作業を行ってください。

注意 : 以下の説明では、ホストコンピュータ上の１組の .vmdkファイルに
格納されている仮想ディスクを使用している場合を想定しています。.
下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに保存され
ている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めいたし
ます。 

相対パス、絶対パスのいずれかを使用する仮想マシン
VMware Workstation 3.1 以前では、仮想マシンに関連するファイルはすべて
完全な絶対パス名を使用していました。 つまり、ホスト上のファイルへの全
パスが記録されていました。下記のパス名は、仮想ディスクファイルへの絶
対パスの一例です。
C:￥Documents and Settings￥<user name>￥My Documents￥My 

Virtual Machines￥<machine name>￥<machine name>.vmdk

VMware Workstation 3.1 以降ではファイルへのパス名は相対的で、各ファイ
ルのパスはその時点でアクティブなディレクトリとの相対的な位置で表現さ
れます。例えば、特定の仮想マシンのディレクトリにいる場合、その仮想マ
シンが使用する仮想ディスクファイルへの相対パスは <machine 

name>.vmdkとなります。

VMware Workstation 3.1 以降の VMware 製品以外（VMware Workstation 3.0
も例外ではありません）で作成した仮想マシンを移動する場合は、「旧バー
ジョンの仮想マシンの移動 (P.145)」を参照してください。
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移動前の仮想マシンの下準備
1. VMware Workstation 3 で仮想マシンを開きます。 仮想マシンに複数の仮

想ディスクが設定されており、仮想ディスク間で使用するディスク
モードが異なる場合、 仮想マシン設定（Virtual Machine Settings）を
使って、仮想ディスクが全て同じモードを使用するように必要な仮想
ディスクの設定を変更してください。

2. ゲスト OS が完全にシャットダウンされていることを確認してくださ
い。 仮想マシンがサスペンドされており、その仮想ディスクが通常
(Persistent) モードあるいは読み取り専用 (Nonpersistent) モードに設定
されている場合、いったんレジュームしてから、ゲスト OS のシャット
ダウンを行ってください。 

3. ゲスト OS のシャットダウン時に、変更内容の反映または破棄を行って
ください。取り消し可能ディスクへの変更内容を反映も破棄もできな
い時は、「取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを移動する際の
注意点 (P.147)」 をお読みください。 

注意 : 読み取り専用モードのディスクを使用している場合、redo ログ
(.REDO) ファイルも新しいホストに移動する必要があります。このファ
イルは、デフォルトでホスト OS の tempディレクトリに格納されてい
ます。

4. 次のいずれかを行ってください。

･ 仮想マシンを新しいホストに移動する予定であり、現在使用してい
るホストマシンと新しいホストがネットワーク接続されている場合
は、現在のホストでの準備は完了です。ホストがネットワーク接続
されていない場合は、仮想ディスク (.vmdk) ファイルを仮想マシン
のディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。例え
ば、仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移動
したり、サイズがあまり大きくない場合は CD-ROM に焼き付けたり
することができます。
仮想マシンの移動方法を決定したら、「仮想マシンを新しいホストマ
シンに移動 (P.140)」に進んでください。

･ 仮想マシンを同じホストの別のディレクトリに移動する予定であれ
ば、この段階で移動の準備ができています。仮想マシンが現在格納
されているディレクトリにある全ファイルを新しい格納場所にコ
ピーしてください。仮想マシンのディレクトリ以外の場所にファイ
ルを格納している場合は、必ずそれらのファイルを仮想マシンの格
納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動し
てください。 
143



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
VMware Workstation4 を起動し、移動したばかりの仮想マシンを開き
ます。[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する
仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を検索します。

仮想マシンを新しいホストマシンに移動 
1. 新しいホストコンピュータに VMware Workstation がインストールさ

れ、正常に動作していることを確認してください。 

2. 移動したい仮想ディスクファイルを、新しい仮想マシンのディレクト
リにコピーします。 必ず仮想マシンの現在のディレクトリにある全ファ
イルをコピーするようにしてください。仮想マシンのディレクトリ以
外の場所にファイルを格納している場合は、必ずそれらのファイルを
仮想マシンの格納場所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレク
トリに移動してください。

何らかの理由で特定のファイルを移動しなかった場合は、そのファイ
ルを指定する相対 / 絶対パスが存在しないことを確認してください。
仮想マシン設定 (Virtual Machine Settings) を使用して、移動しなかった
ファイルに対する正しい格納場所を仮想マシンが記録していることを
確認します。仮想マシン設定で各デバイスを選択し、関連ファイルを
持つデバイスがいずれも正しいファイルを参照していることを確認し
ます。同時に [ オプション ] または [Options] タブで、Redo ログファイ
ルの格納場所が正しく設定されているか確認してください。

同時に、移動したファイルを指定する絶対パスが存在しないことも確
認します。

注意 : 仮想マシンが取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを使用
している場合、ゲスト OS を VMware Workstation 3 を使ってシャット
ダウンする前に変更内容を反映 / 破棄することをお勧めします。移動
の前にディスクへの変更内容を反映も破棄もできない場合は、「取り消
し可能 (Undoable) モードのディスクを移動する際の注意点 (P.147)」を
お読みください。 

3. VMware Workstation 4 を起動し、移動したばかりの仮想マシンを起動
します。[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する
仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を検索します。
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旧バージョンの仮想マシンの
移動
VMware Workstation 2 で作成した仮想マシンを使用する場合は、初めて
VMware Workstation 4 でその仮想マシンを実行する際に、仮想ハードウェア
をアップグレードしなければなりません。アップグレードを行ったら、 

「VMware Workstation 4 仮想マシンの移動 (P.139)」の指示に従って仮想マシ
ンを移動することができます。 

VMware Workstation 3.0 やその他の VMware 製品で作成した仮想マシンを別
のコンピュータや同じホスト上の別のディレクトリに移動する場合は、下記
の作業が必要です。

注意 : 以下の説明では、ホストコンピュータ上の１組の .vmdkファイルに
格納されている仮想ディスクを使用している場合を想定しています。
下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに保存され
ている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めいたし
ます。 

移動前の仮想マシンの下準備
1. VMware Workstation 3 を使って仮想マシンを開きます。仮想マシンに

複数の仮想ディスクが設定されており、仮想ディスク間で使用する
ディスクモードが異なる場合、 仮想マシン設定（Virtual Machine 
Settings）を使って、仮想ディスクが全て同じモードを使用するように
必要な仮想ディスクの設定を変更してください。 

2. 仮想ディスクが IDE ディスクと SCSI ディスクのどちらで設定されてい
るかを確認してください。これは、仮想マシン設定でチェックできま
す。

また、移動する仮想ディスクのサイズも確認してください。新しいホ
ストマシンを準備する際、この情報が必要になります（次項参照）。

3. ゲスト OS をシャットダウンします。仮想マシンがサスペンドされてい
る場合は、その仮想マシンを作成するのに使用した VMware 製品を
使って、いったんレジュームしてから、ゲスト OS をシャットダウンし
てください。

注意 : サスペンドされている仮想マシンを別のホストに移動しないでく
ださい。
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4. 取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを使用している場合、ゲス
ト OS のシャットダウン時に、変更内容の反映または破棄を行ってくだ
さい。取り消し可能ディスクへの変更内容を反映も破棄もできない時
は、「取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを移動する際の注意
点 (P.147)」を呼んでください。

5. 現在使用しているホストマシンと新しいホストがネットワーク接続さ
れている場合は、現在のホストでの準備は完了です。ホストがネット
ワーク接続されていない場合は、仮想ディスクファイル (.vmdk) を仮
想マシンのディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。
例えば、仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移
動したり、サイズがあまり大きくない場合は CD-ROM に焼き付けたり
することができます。

注意 : 取り消し可能ディスクモードを使用しており、変更内容の反映 /
破棄を行っていない場合は、redo ログ (.REDO) ファイルも新しいホス
トに移動してください。

新しいホストマシンの準備
1. 新しいホストコンピュータに VMware Workstation 4 がインストールさ

れ、正常に動作していることを確認してください。

2. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows がホストの場合 ) か [New 
Virtual Machine Wizard] (Linux がホストの場合 ) を実行し、移動する仮
想マシンが使用しているゲスト OS を選択します。

ハードドライブとして仮想ディスクを選択します。ドライブのサイズ
と種類（IDE / SCSI の指定）は、移動元の仮想ディスクと一致するよう
にしてください。

適切なネットワーク、フロッピー、CD-ROM 設定を選択します。この
時点では仮想マシン設定で変更を行わないでください。

設定を保存し、VMware Workstation を終了します。

3. 新規作成した仮想マシンのディレクトリから、作成されたばかりの新
しい .vmdkファイルを削除します。

4. 移動したい仮想ディスクファイルを、新しい仮想マシンのディレクト
リにコピーします。 

注意 : 取り消し可能 (Undoable) ディスクモードを使用している場合、
移動前に変更内容の反映 / 破棄を行っていなければ、redo ログ
(.REDO) ファイルも新しいホストコンピュータに移動する必要がありま
す。
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5. VMware Workstation 4 を再び起動し、作成したばかりの新しい仮想マ
シンを起動します。[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings] を選択します。

6. 仮想マシンが、移動した仮想ディスクファイルを使用するように設定
されているか確認してください。新しいディスクの設定（IDE / SCSI の
指定と最初の .vmdkファイル名）は、以前のホストマシンで使用して
いたものと一致しなければなりません。

ハードドライブ向けのデバイス一覧で、SCSI と IDE のどちらが設定さ
れているかを確認できます。移動する仮想ディスクと設定が異なる場
合は、そのハードディスクを選択して [ 削除 ] または [Remove] をク
リックします。次に [ 追加 ] または [Add] をクリックし、[ ハードウェ
ア追加 ] または [Add Hardware] ウィザードを使って、IDE ディスクか
SCSI ディスクの内、該当するものを追加してください。 IDE か SCSI か
の指定は、ウィザードのディスクファイル画面で [ 詳細 ] または
[Advanced] ボタンをクリックして行います。

仮想ディスクのファイル名とパスは、移動した仮想マシンが使用して
いた最初の .vmdkファイルの名前及び格納場所と同じでなければなり
ません。

取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを移動する際の
注意点
取り消し可能ディスクに行った変更内容を反映または破棄した後であれば、
その取り消し可能ディスクを Linux システムと Windows システム間で移動
することが可能です。また、取り消し可能ディスクを同じコンピュータの別
の場所や同じ OS を使用する別のコンピュータに移動することもできます。

ただし、取り消し可能ディスクに行った変更内容を反映も破棄もしない場合
は、次の点に注意してください。

･ 取り消し可能モードのディスクは、同じシステムタイプの OS 間（つま
り、Microsoft Windows システム間または Linux システム間）であれば
常に移動することができます。取り消し可能ディスクの設定によって
は、ディスクとその redo ログファイルを、現在使用しているディレク
トリとまったく同じパス名のディレクトリに配置する必要があります。

･ 仮想マシンの構成ファイルにパス名に関する情報がない場合は、取り
消し可能モードのディスクを Windows システムと Linux システム間で
移動したり、 現在のシステム上の異なるディレクトリに移動したりでき
る可能性があります。VMware Workstation 3.1 以降を使用して作成した
仮想マシンに関してはこのケースが当てはまりますが、3.0 以前の
Workstation や他の VMware 製品で作成した仮想マシンには全パス名が
記録されています。
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次の手順で構成をチェックし、変更を反映 / 破棄することなく取り消し可能
ディスクを移動することができるかを確認します。

1. VMware Workstation 3 を起動します。

取り消し可能モードのディスクをコンピュータ間で移動する場合は、
現在ディスクが設定されているコンピュータで VMware Workstation 3
を起動します。

2. 移動する予定の取り消し可能モードのディスクが使用されている仮想
マシンの構成ファイルを開きます。

VMware Workstation のウィンドウで [ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - 
[Open] を選択し、移動するディスクが設定されている仮想マシンの構
成ファイルを選びます。 

3. 仮想マシン設定を表示します。

4. 仮想ディスクのエントリをチェックし、最初の仮想ディスクファイル
への完全なパスが記載されているか確認します。例えば Windows ホス
トでは、[ ディスクファイル ] に次のように表示されているかもしれま
せん。

My Documents￥My Virtual Machines￥Windows Me￥Windows Me.vmdk

SCSI ディスクのエントリにも同様のものが表示されているはずです。

ディスクファイルの情報が上記のように最初のディスクファイルへの
完全なパスを記載している場合、取り消し可能ディスクへの変更を反
映 / 破棄しない限り、次の点に注意する必要があります。 

･ 同じタイプの別のコンピュータへのディスクの移動（Windows 間あ
るいは Linux 間）は可能です。

･ 仮想マシンの他のファイル（Windows では .vmxと .REDO、Linux
では .vmxか .cfg と .REDO等）は、新しいコンピュータでも相対
的に同じ場所に配置してください。つまり、仮想マシンのファイル
がホストマシンの My Documents￥My Virtual Machines￥
Windows Me￥
にある場合、新しいホストコンピュータでも同じ場所に配置します。 

･ 異なるタイプのコンピュータ（Windows と Linux 間） ではディスク
を移動できません。

･ 同じシステム内の別のディレクトリにディスクを移動することはで
きません。
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ディスクファイル情報にパスが含まれない場合は、次のように表示さ
れます。 
Windows Me.vmdk

ディスクのエントリが上のように .vmdk拡張子を持つファイル名だけ
で表示された場合、ディスクと redo ログファイルを好きなところに移
動することができます。
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仮想マシンを他のユーザーと
共有
仮想マシンに他のユーザーからのアクセスを許可する場合、次の点に注意し
てください。

･ Windows ホストでは、仮想マシンのファイルをシステム上で他のユー
ザーがアクセスすることのできる場所に保存しておく必要があります。
仮想マシンを作成すると、関連するファイルは（システムの temp
フォルダに保存される読み取り専用モードディスク向けの redo ログを
除いて）、すべてデフォルトで C:￥Documents and Settings￥
<user name>￥My Documents￥My Virtual Machinesに格納され
ますが、他のユーザーは通常このフォルダにアクセスすることができ
ません。[ 新規仮想マシンウィザード ] で仮想マシンを構成すると、シ
ステムやネットワーク上の他の場所に仮想マシンを格納するように指
定することができます。

･ Linux ホストでは、仮想マシンのファイル、特に構成ファイル (.vmx) 
と仮想ディスク (.vmdk) に対する他のユーザーの権限を設定する必要
があります。ユーザーにどの程度仮想マシンの使用を許可するかに応
じて設定を行ってください。例えば、ユーザーに仮想マシンの実行は
許可するが構成を変更して欲しくない場合は、構成ファイルを書き込
み可能に設定しないでください。

･ VMware Workstation 3 や別の VMware 製品で作成された仮想マシンが
読み取り専用 (Nonpersistent) モードのディスクを使用している場合、
redo ログファイルの格納場所を変更する必要があるかもしれません。
このファイルはデフォルトでは temp ディレクトリに格納されますが、
他のユーザーがこのディレクトリにアクセス権を持たないことがあり
ます（取り消し可能モードのディスク向けの redo ログファイルは、仮
想マシンの構成ファイルと同じディレクトリに格納されています）。
redo ログファイルの格納場所は、次の手順で変更します。
A. 仮想マシンをオフにして、仮想マシン設定を表示します。

[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings] を選択します。

B. [ オプション ] または [Options] タブをクリックします。

C. [ 参照 ] または [Browse ] をクリックし、他のユーザーと共有して
いるディレクトリを指定します。

D. [OK] をクリックして変更を保存し、仮想マシン設定仮想マシン設
定を終了します。
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注意 : 読み取り専用モードのディスクを使用する VMware Workstation 3 の
仮想マシンは、redo ログファイルがシステムの temp ディレクトリに格納
されている場合、パフォーマンスが向上します。
151



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
www.vmware.com152



7
第 7 章
ディスクの使用
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仮想マシンでディスクを使
用
ここでは、ニーズに合わせて仮想マシンのハードディスク記憶装置を構成す
るための情報を提供します。

･ 仮想マシンにハードディスク記憶装置を構成 (P.155)
･ ディスクタイプ : 仮想ディスクと物理ディスク (P.155)
･ ファイルの格納場所 (P.157)
･ 旧 VMware 製品で作成した仮想ディスクファイル名の更新 (P.160)
･ 仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.161)

･ 仮想マシンへのドライブの追加 (P.163)
･ 仮想マシンに仮想ディスクを追加 (P.163)
･ RAW ディスクを仮想マシンに追加 (P.165)
･ DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加 (P.169)
･ フロッピードライブを仮想マシンに追加 (P.171)

･ 仮想マシンからデュアルブートコンピュータを使用 (P.174)
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用でき

るように構成 (P.176)
･ 仮想マシンにハードウェアプロファイルを構成 (P.182)
･ 既存のマルチブートインストレーションから Windows 2000/ XP/ 

Server 2003 仮想マシンを実行 (P.187)
･ RAW ディスクからブートする Windows 95 ゲスト OS に SVGA ビデオ

ドライバを構成 (P.187)
･ RAW ディスクからブートする Windows 98 ゲスト OS に SVGA ビデオ

ドライバを構成 (P.189)
･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び

Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.191)
･ デュアル / マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の VMware 

Workstation で実行するように構成 (P.191)
･ 仮想マシンから RAW パーティションに OS をインストール (P.198)

･ Windows ホストの構成 (P.199)
･ Linux ホストの構成 (P.202)

･ 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.204)
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仮想マシンにハードディスク
記憶装置を構成
物理コンピュータと同様に、VMware Workstation の仮想マシンは OS やプロ
グラム、データファイルを 1 つ以上のハードディスクに記憶します。ただ
し、物理コンピュータと違って、VMware Workstation では仮想マシンの
ハードディスクに行った変更を取り消すオプションが用意されています。

[ 新規仮想マシンウィザード ] または [New Virtual Machine Wizard] で作成さ
れる仮想マシンには、ディスクドライブが１つ設定されます。仮想マシンに
ディスクドライブを追加したり、削除したり、あるいは特定の設定を変更す
るには、仮想マシン設定 （[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]）を使用し
ます。 

ここでは、仮想マシンのハードディスク記憶装置を設定する際のオプション
について解説します。

ディスクタイプ : 仮想ディスクと物理ディスク
一般的な仮想マシン構成では、仮想ハードディスクを使用します。仮想ディ
スクの実体は、通常ホストコンピュータのハードディスクに格納されるファ
イルです。また特殊な状況では、ホストコンピュータ上の物理ハードドライ
ブに仮想マシンを直接アクセスさせる必要が生じることがあります。 この時
使用されるディスクタイプが RAW ディスクです。

仮想ディスク
仮想ディスクは、ゲスト OS が実際のディスクドライブとして認識するファ
イルです。このようなファイルは、ホストマシンにもリモートコンピュータ 
にも保存しておくことができます。仮想マシンに仮想ディスクを構成する
と、物理ディスクの再パーティショニングやホストのリブートを行わなくて
も、仮想ディスクに新しい OS をインストールすることができます。

IDE 仮想ディスクの最大容量は 128GB で、SCSI 仮想ディスクの最大容量は
256GB です。仮想ディスクのサイズとホスト OS によって、VMware 
Workstation は、各仮想ディスクを格納するために１つあるいは複数のファ
イルを作成します。

仮想ディスクが使用する実際のファイルは、デフォルト設定では、最初は小
さなサイズで存在し、必要に応じて指定された最大サイズまで拡大します。 
この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ことで
す。 ファイルが小さければ、記憶領域を節約することができ、新しいロケー
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ションに仮想マシンを移行するのも簡単です。 ただし、この方法で構成され
たディスクへのデータの書き込みには多少時間がかかります。

仮想ディスクの作成時に指定されたディスクスペースがすべて割当てられる
ように、仮想ディスクを設定することも可能です。このアプローチは、パ
フォーマンスが強化されるため、パフォーマンスが重視されるアプリケー
ションを仮想マシンで実行している場合に有効です。この方法で作成される
仮想ディスクは、VMware Workstation 2 で試験的に作成することができた 
PLAIN ディスクに類似したものと考えることができます。

仮想ディスクは、ゲスト OS の種類に関わらず、IDE ディスクとして設定す
ることが可能です。ゲスト OS に VMware Workstation の仮想マシンで使用
される BusLogic SCSI アダプタ向けのドライバがインストールされている場
合は、仮想ディスクを SCSI ディスクに設定することができます。

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。
どちらのタイプの仮想ディスクも、いずれの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 ディスクなど他の高速アクセス記憶装
置に保存することも可能です。

仮想ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ディスクはホス
トマシンやリモートコンピュータにファイルとして保存されるため、同じコ
ンピュータの新しいロケーションや別のコンピュータに簡単に移動すること
ができます。また、Windows ホストの VMware Workstation を使って仮想
ディスクを作成し、それを Linux コンピュータに移動して Linux 向けの
VMware Workstation で使用したり、その逆を行うことも可能です。仮想
ディスクの移動に関する詳細は、「仮想マシンの移動と共有 (P.138)」を参照
ください。

RAWディスク
RAW ディスクは、既存のローカルディスクやパーティションに直接アクセ
スします。RAW ディスクを使えば、VMware Workstation が既存のディスク
パーティションから 1 つあるいは複数のゲスト OS を実行できます。 RAW
ディスクは、IDE デバイスにも SCSI デバイスにもセットアップできます。
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ただし、現段階では既存の SCSI ディスク / パーティションに既にインス
トールされているゲスト OS からのブートはサポートされていません。 

RAW ディスクの最も一般的な使用方法は、デュアルブートあるいはマルチ
ブートのマシンを変換して、既存の OS を仮想マシン内で実行できるように
する使用方法です。

注意 : ホストコンピュータ上でネイティブに稼働する OS を仮想マシンで稼
働するように切替えることは、コンピュータからハードドライブを取り外し
て、そのハードドライブを異なるマザーボードやハードウェアが構成されて
いる別のコンピュータにインストールするようなものです。このため、切替
えは注意深く行わなければなりません。実際の手順は、仮想マシンで使用す
る OS の種類によって異なります。詳しくは、「仮想マシンからデュアル
ブートコンピュータを使用 (P.174)」を参照してください。

RAW ディスクを使用して新しい仮想マシンを作成することも可能です。詳
しくは、「仮想マシンから RAW パーティションに OS をインストール 
(P.198)」を参照してください。ただし、ほとんどの場合は、仮想ディスクの
使用をお勧めいたします。

RAW ディスクを使った構成は、Workstation に精通しているユーザー以外に
はお勧めいたしません。

注意 : ホスト OS とゲスト OS 間のファイルの共有に RAW ディスクを使用
しないでください。ホストとゲストの両方が同じパーティションを認識でき
るようにするとデータの破損を引き起こす可能性があり、危険です。ホスト
OS とゲスト OS 間でファイルを共有するのであれば、共有フォルダを使用
してください。詳しくは「共有フォルダの使用 (P.123)」を参照してくださ
い。

ファイルの格納場所

ディスクファイル
仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [ Settings]) を使えば、仮想マシ
ンに使用するディスクファイルを選択することができます。

別の場所で作成された仮想ディスクを使用したり、自動作成されたディスク
ファイルを新しい場所に移動したりする場合、[ 新規仮想マシンウィザード ]

（Windows ホスト）または [New Virtual Machine Wizard]（Linux ホスト）で
作成されたファイル以外のディスクファイルを選択する必要があるかもしれ
ません。
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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
書き込まれた情報 ー OS、プログラムファイル及びデータファイル ー 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
に格納されますが、オプションとして、最大 2GB のファイルを複数組合わ
せて使用するように仮想ディスクを設定することも可能です。2GB 以上の
ファイルをサポートしないファイルシステムに仮想ディスクを移動する予定
がある場合は、このオプションを使用してください。

このオプションは仮想ディスクを作成する時に設定する必要があります。

[ 新規仮想マシンウィザード ] で新しく仮想マシンを作成する場合、[ カスタ
ム ] セットアップを選択して作業を行なってください。仮想ディスクの容量
を指定する画面が表示されたら、 [ 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画面で
[ 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、ディスクのサイズが大きくなる
と .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を記録す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。

指定した全スペースを最初から仮想ディスクに割り当てる場合、各ファイル
のサイズが後で変更されることはありません。ほとんど全てのファイルのサ
イズは 2GB ですが、前述の通り、最初のファイルのサイズは小さく、該当
する仮想ディスクに使用される最後のファイルも 2GB 以下になる可能性が
あります。

指定したスペースを最初から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と、 .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。
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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。

指定したディスクスペースを最初から割り当てるオプションを選択した場合
も同様のファイル名が使用されますが、この場合 sの箇所に f が割り当て
られます（例えば、Windows XP Professional-f001.vmdk）。

旧バージョンの VMware 製品で作成した、拡張子 .dskのディスクファイル
を仮想マシンで使用する場合、 Windows ホストではこれらのファイルを自
動的に更新することができます。詳しくは、「旧 VMware 製品で作成した仮
想ディスクファイル名の更新 (P.160)」を参照してください。

RAW ディスクを使用する場合、仮想マシンが使う物理ディスクやパーティ
ションに関する情報は .vmdk の拡張子を持つファイルに保存されます。

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 Workstation のロック方法は、Windows ホストと Linux ホストで異
なります。このため、両ホストにまたがる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。

仮想マシンをオフにすると、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、失効し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、ロックファイルを削除する前に仮想マ
シンがクラッシュすると、失効した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失効した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
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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、仮想マシンをオンにすることができないことを告げる警告画面が表
示されます。ロック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。ロックファイ
ルのファイル名には、Windows ホストでは .lck、Linux ホストでは 

.WRITELOCKの拡張子が付けられています。

RAW ディスクパーティションもロックファイルによって保護されています。
ただしホスト OS はこのロック規定を認識せず、無視してしまいます。この
ため、仮想マシンの RAW ディスクをホスト OS と同じ物理ディスクにイン
ストールすることは絶対に避けてください。

旧 VMware 製品で作成した仮想ディスクファイル名の更新
VMware Workstation 3 を除く旧バージョンの VMware 製品（VMware 
Workstation 2 等）では、仮想ディスクファイルに .dskという拡張子を付
けていました。Windows XP や Windows Server 2003 のシステム修復機能と
の干渉を避けるため、VMware Workstation はこのようなファイルに .vmdk

という拡張子を付けるようになりました。VMware Workstation 4 は、既存の
仮想ディスクファイルと仮想マシン構成ファイルにある仮想ディスクファイ
ルの参照先を自動的に更新します。

さらに、サスペンドされた仮想マシンの状態を保存するファイルの名前も、
今までの .stdから新しい拡張子 .vmssに変換されます。

ホストコンピュータが Windows XP か Windows Server 2003 を実行している
場合、更新プロセスを行っている間、VMware Workstation はホストのシス
テム修復機能をオフにします。オフにせずに、更新を開始する前の時点にホ
ストを復元すると、システム修復機能が仮想ディスクファイルの名前を
.dskを使ったものに戻してしまいます。このため、名前の更新で回避しよ
うとした干渉問題がまた発生することになります。

注意 : VMware Workstation の更新プログラムがシステム修復機能をオフに
するため、 既存の復元ポイントはすべて削除されます。
更新作業が終了すると、システム修復機能は元に戻ります。
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インストール完了後にファイル名を更新
Windows ホストでは、次の手順でファイル名の更新をいつでも行うことが
できます。

1. コマンドプロンプトを開きます。

2. VMware Workstation のプログラムファイルがインストールされている
フォルダに移動します。ファイルがデフォルトのフォルダにインス
トールされている場合、コマンドは次のようになります。

cd C:￥Program Files￥VMware￥VMware Workstation￥Programs

3. 更新プログラムを開始します。
dskrename.exe

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、本項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。仮想ディスクの作成時に指定したディスクスペースを全て割り当
てるオプションを選択した場合は、ディスクの最適化と圧縮は実行できませ
ん。

仮想ディスクの最適化を行うには、該当する仮想マシンをオフにしてから、
仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を表示させてくださ
い。

最適化を行う仮想ディスクを指定し [ ディスクの最適化 ] または
[Defragment] 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 : ディスクを最適化するプロセスで、ホスト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。 
仮想マシンがオンになっていれば、 VMware Tools コントロールパネルから
仮想ディスクを圧縮することができます。 ただしスナップショットが存在す
る場合は、仮想ディスクの圧縮を行うことができません。スナップショット
が存在する場合は、[ スナップショット ] - [ スナップショットの削除 ] また
は [Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択すれば、削除できます。
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1. Windows ゲストに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表示するには、
root (su) の権限で vmware-toolboxを実行します。

2. [ 仮想ディスク圧縮 ] または [Shrink] 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 ] または
[Prepare to Shrink] 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
する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。

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 ] または [Shrink]
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。 

注意 : 仮想ディスクで圧縮作業を 10 回行うごとに、ホストコンピュータの
ハードドライブの最適化を行うことをお勧めします。
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の最適化ユーティリティを実行します。

2. VMware Workstation の最適化ツールを使用します。[VM] - [ 設定 ] また
は [VM] - [Settings] を選択し、リストから最適化を行いたい仮想ディス
クをクリックして [ ディスクの最適化 ] または [Defragment] をクリッ
クします。

3. ホストコンピュータでディスクの最適化ユーティリティを実行します。
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仮想マシンへのドライブの追
加
VMware Workstation の仮想マシンには、最大 4 つの IDE デバイスと最大 7
つの SCSI デバイスを設定できます。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。VMware Workstation の仮想マシ
ンは、DVD-ROM ディスクからデータを読み取ることはできますが、 仮想マ
シンで DVD の映画を再生することはできません。

他の SCSI デバイスの多くも、ホスト OS の Generic SCSI ドライバを使用し
て仮想マシンに接続することが可能です。このようなデバイスの接続に関す
る詳細は、「Generic SCSI デバイスに接続 (P.319)」を参照してください。

仮想マシンに仮想ディスクを追加
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。ファイルを格納する物理ディスクが 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 ([VM] - [
設定 ] または [VM] - [Settings]) 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 Workstation ツール
バーの [ パワーオフ ] または [Power Off] ボタンをクリックします。
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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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) の [ 追加 ] または

[Add] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware]
ウィザードを使って仮想ディスクを作成します。

2. [ ハードディスク ] または [Hard Disk] を選択して [ 次へ ] または [Next]
をクリックします。

3. [ 仮想ディスクの新規作成 ] または [Create a New Virtual Disk] を選択し
て [ 次へ ] または [Next] をクリックします。

4. 仮想ディスクを IDE ディスクにするか SCSI ディスクにするかを決めま
す。

5. 新しい仮想ディスクのサイズを設定します。

ここで [ 事前に割り当てる ] または [Allocate all disk space now] を選択
することができます。

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
ペースが必要となります。

このオプションを選択しない場合、仮想ディスクは最初は小さなファ
イルとして存在し、必要に応じて拡大していきます。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
ステムに格納されている場合は、ディスクを分割することをお勧めし
ます。
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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 ] または [Browse] をクリックしま
す。

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 ] または
[Advanced] 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.209)」を参照ください。

普通 (Normal) 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。
[ 独立 ] または [Independent] を非選択状態にし、ほとんどの場合は、
この設定を使用します。

独立 (Independent) 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 ] または [Independent] を選択した場合、次のオプショ
ンが用意されています。

･ 通常 (Persistent) 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 (Nonpersistent) 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。

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い、[
完了 ] または [Finish] 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。

RAWディスクを仮想マシンに追加
新しい RAW ディスクを仮想マシンに追加するには、仮想マシン設定 ([VM] - 
[ 設定 ] または [VM] - [Settings]) 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か確認してください。 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 Workstation ツールバー
の [ パワーオフ ] または [Power Off] ボタンをクリックします。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。Workstation に精通しているユー
ザー以外にはお勧めしません。 
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1. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) の [ 追加 ] または
[Add] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware]
ウィザードを使って仮想ディスクを作成します。

2. [ ハードディスク ] または [Hard Disk] をクリックしてから [ 次へ ] また
は [Next] をクリックします。

3. [ 物理ディスクを使用 ] または [Use a physical disk] を選択し、[ 次へ ] ま
たは [Next] をクリックします。

4. ドロップダウンリストから使用する物理ハードディスクを選択します。
ディスク全体を使用するのか、あるいはディスクの特定のパーティ
ションのみを使用するのかを指定してから、[ 次へ ] または [Next] をク
リックします。
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5. ステップ 4 で [ 個々のパーティションを使用 ] または [Use individual 
partitions] を選択した場合、仮想マシンで使用するパーティションを指
定してください。[ 全ディスクを使用 ] または [Use entire disk] を選択し
た場合、この選択画面は表示されません。

ここで指定したパーティションのみが仮想マシンに認識されるように
なります。この仮想マシンは他のパーティションは認識しません。

[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

6. RAW ディスクのアクセス情報を記録するファイルの名前と格納場所は
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格納場所
を使用します。別のディレクトリを検索するには [ 参照 ] または
[Browse] をクリックします。

このディスクの接続先となる仮想マシン SCSI/IDE デバイスノードを指
定したい場合は、[ 詳細 ] または [Advanced] をクリックしてください。
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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.209)」を参照ください。

普通 (Normal) 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。
[ 独立 ] または [Independent] を非選択状態にし、ほとんどの場合は、
この設定を使用します。

独立 (Independent) 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 ] または [Independent] を選択した場合、次のオプショ
ンが用意されています。

普通 (Normal) 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。
ほとんどの場合は、この設定を使用します。

独立 (Independent) 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。独立ディスクには次のオプションが用意されています。

･ 通常 (Persistent) 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 (Nonpersistent) 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。

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 ] または [Finish] をクリックします。

7. ウィザードが新しい RAW ディスクを構成します。RAW ディスクで使
用するパーティションがゲスト OS 用にフォーマットされていない場合
は、ゲスト OS のツールを利用してフォーマットを行います。

注意 : 1 つ以上のパーティションを使って RAW ディスクを作成した後は、
決してゲスト OS で FDISK あるいは同様のユーティリティを実行してパー
ティションテーブルを修正しないでください。
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注意 : FDISK あるいは同様のユーティリティをホスト上で実行して物理ディ
スクのパーティションテーブルを修正した場合、仮想マシンの RAW ディス
クを新しく作成し直す必要があります。

DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加
仮想マシンには DVD/CD ドライブを追加することができます。 仮想マシンの
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 DVD/CD ドライブは、接続する物理ドライブの種類に関わりなく、IDE
としても SCSI としても設定できます。つまり、ホストコンピュータに IDE 
CD ドライブが設定されていて、それに仮想マシンのドライブを接続する場
合でも、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 ドライブの追加
1. 仮想マシン設定（[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]）を開いて [ 追

加 ] または [Add] をクリックします。
[ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware] 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. [DVD/CD-ROM ドライブ ] または [DVD/CD-ROM Drive] をクリックして
から [ 次へ ] または [Next] をクリックします。

3. 仮想マシンのドライブをホストの物理ドライバに接続する場合は
[ 物理ドライブを使用 ] または [Use physical drive] を、仮想マシンのド
ライバを 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 ]
または [Use ISO Image] 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 ] または [Use physical drive] を選択した場合は、
ドロップダウンリストから使用するドライバを指定するか [ 自動検出 ]
または [Auto Detect] を選択します。
CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、
[ 起動時に接続 ] または [Connect at power on] 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 ] または [Advanced] 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 ] または [Legacy 
emulation] のオプ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
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レーションモードは普通のモードが提供す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 の読み取り、CD からのデ
ジタル抽出（DAE）、DVD の読み取り / 書き込みといったことができ
ません。詳しくは、「DVD/CD ドライブのレガシーエミュレーション 
(P.170)」を参照してください。

必要な変更を行ったら、[ 完了 ] または [Finish] をクリックしてくだ
さい。

･ [ISO イメージを使用 ] または [Use ISO Image] 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 ] または
[Browse] をクリックしてファイルを検索します。
CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、
[ 起動時に接続 ] または [Connect at power on] 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 ] または [Advanced] をクリックします。

必要な変更を行ったら、[ 完了 ] または [Finish] をクリックしてくだ
さい。

5. 最初ドライバは、ゲスト OS が IDE ドライブとして認識するように設定
されます。SCSI ドライブとして認識させたい場合は、仮想マシン設定
で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/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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) では、仮想マシンに
接続された DVD/CD ドライブのレガシーエミュレーションを行うオプショ
ンを利用できます。

Windows ホストではデフォルトで、このオプションは選択されていません。

IDE ドライブを使用する Linux ホストでは、カーネルに ide-scsi モジュール
が読み込まれているかどうかによって、このオプションのデフォルト設定は
異なります。 ide-scsi モジュールが読み込まれているか、あるいは物理 SCSI
ドライブを使用していなければ、RAW モードで DVD/CD ドライブに接続す
ることはできません。 

DVD/CD ドライブを使用する際に問題が発生した場合は、[ レガシーエミュ
レーション ] または [Legacy emulation] を選択してみてください。
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ただし、レガシーエミュレーションモードでは、DVD/CD ドライブのデータ
ディスクからの読み込みは可能ですが、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 ] または [Legacy emulation] が選択されていな
い場合、ゲスト OS はドライブと直接通信を行います。直接通信を行うこと
で、レガシーエミュレーションモードでは不可能な機能、例えば CD/DVD -
Writer を使用したディスクの焼き込み、マルチセッション CD の読み取り、
デジタル抽出 (DAE) やビデオの再生といった機能を利用することができま
す。

ゲスト OS が直接ドライブと通信している場合、DVD/CD ドライブが正常に
動作しないことがあります。 また、ドライブやそのドライバによっては、
RAW モードでは正常に動作しないものがあります。[ レガシーエミュレー
ション ] または [Legacy emulation] を選択すれば、このような問題を回避す
ることができます。

一度に 2 つ以上の仮想マシンが実行しており、それらの CD ドライブがレガ
シーエミュレーションモードの場合、CD ドライブを切断の状態で仮想マシ
ンを起動することをお勧めします。これにより、、複数の仮想マシンが CD
ドライブに接続の状態で、同時に稼動することを避けることができます。

フロッピードライブを仮想マシンに追加
フロッピードライブは、2 つ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。

フロッピードライブの追加
1. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) の [ 追加 ] または

[Add] をクリックすると、[ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware]
ウィザードが起動します。

2. [ フロッピードライブ ] または [Floppy Drive] をクリックしてから [ 次へ ]
または [Next] 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 ] または [Next] をクリックし
ます。

4. Windows ホスト：[ 物理 FD を使用 ] を選択した場合は、ドロップダウ
ンリストからドライブ名を選択して [ 完了 ] をクリックします。
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Linux ホスト：[Use a physical floppy drive] を選択した場合は、ドロップ
ダウンリストからまたはデバイス名を選択して [FInish] をクリックしま
す。

[ フロッピーイメージを使用 ] または [Use a floppy image] 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 ] または [Browse] をクリックしてファイルを検索しま
す。次に [ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

[ 空のフロッピーイメージの作成 ] または [Create a blank floppy image]
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 ] または [Browse] を
クリックすれば、ロケーションを検索できます。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 ]
または [Finish] をクリックします。

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
仮想マシン設定を使って、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可能です。

仮想 CD-ROM ドライブは ISO イメージファイルに接続することができます。

ISO イメージファイルに接続
1. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) からイメージ

ファイルに接続したい DVD/CD-ROM ドライブを選択します。

2. [ISO イメージを使用 ] または [Use ISO Image] を選択します。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 ] または [Browse] を
クリックしてファイルを検索します。

3. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。
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フロッピーイメージファイルに接続
1. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) で イメージファ

イルに接続するフロッピードライブを選択します。

2. 使用するフロッピーイメージのパスとファイル名を入力するか、
[ 参照 ] または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。

イメージファイルを新規作成する場合、[ 作成 ] または [Create] 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、新しく入力します。

3. [ 完了 ] または [Finish] をクリックします。
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仮想マシンからデュアルブート
コンピュータを使用
ユーザーの多くは、VMware Workstation をデュアルブートまたはマルチ
ブートコンピュータにインストールし、ホストに既にインストールされてい
る OS を仮想マシンで実行しています。 この場合、仮想マシンに OS を再イ
ンストールする必要はありません。

既存インストールを利用できるように、VMware Workstation では、RAW
ディスクと呼ばれる物理 IDE ディスクやパーティションを仮想マシン内で 
使用できるようになっています。 

注意 : VMware Workstation は、IDE ドライブ上の RAW ディスクパーティ
ションからのブートのみをサポートしています。 ゲスト OS の RAW SCSI ド
ライブからのブートはサポートされていません。Linux ホストでのこの問題
に関する解説は、「デュアル / マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上
の VMware Workstation で実行するように構成 (P.191)」を参照してくださ
い。
仮想マシンに RAW ディスク構成を設定する作業は、仮想ディスクを使用す
る場合よりも複雑です。このため、物理ディスクやパーティションから直接
実行する特別な理由がない限り、仮想ディスクの使用をお勧めします。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。このため、Workstation に精通して
いるユーザー以外が構成に使用することはお勧めしません。

仮想マシンとホストコンピュータ上で同じOSを使用
1 つの OS を仮想マシン内で実行したり、ホストコンピュータをブートして
直接実行したりする場合は、特別な注意が必要です。

OS が仮想マシンで稼働中に認識する仮想ハードウェアとホストコンピュー
タ上で直接稼働している時に認識する物理ハードウェアとは異なります。こ
のため問題が生じます。これは、物理コンピュータからブートドライブを取
り外し、そこにインストールされている OS を異なるマザーボードやビデオ
カードなどの周辺機器を持つ別のコンピュータで実行し、その後もシステム
間を交互に移動させるようなものです。

一般的にこの問題を解決するには、仮想マシンと物理コンピュータの各操作
環境向けにプロファイルを設定します。これによって、OS の起動時に適切
なプロファイルを選択することができます。ただし一部のハードウェアで
は、既にインストールされている OS を仮想マシンからブートしても、正常
に動作しないことがあります。
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本章のテクニカルノートは、各ゲスト OS で一般的に発生する問題を記載し
ています。仮想マシンの設定を開始する前に、使用するゲスト OS に関連す
る注意事項をお読みください。

作業を始める前に
作業を始める前に、仮想マシンでゲストとして実行する予定の OS に関連す
る項目を次のリストから探し、必ず目を通してください。

Windows Server 2003
注意 : Windows Server 2003 を RAW ディスクからゲスト OS として実行する
ことはできません。大切な実務環境で Windows Server 2003 の RAW ディス
ク構成をテストしないでください。

･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる
ように構成 (P.176)

･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 
2003 仮想マシンを実行 (P.187)

･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.191)

Windows XP 
注意 : Windows XP を RAW ディスクからゲスト OS として実行することは
できません。大切な実務環境で Windows XP の RAW ディスク構成をテスト
しないでください。

･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる
ように構成 (P.176)

･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 
2003 仮想マシンを実行 (P.187)

･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.191)

Windows 2000
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.176)
･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 

2003 仮想マシンを実行 (P.187)
･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び

Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.191)
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Windows NT
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.176)

Windows 98
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.176)
･ RAW ディスクからブートする Windows 98 ゲスト OS に SVGA ビデオド

ライバを構成 (P.189)

Windows 95
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.176)
･ RAW ディスクからブートする Windows 95 ゲスト OS に SVGA ビデオド

ライバを構成 (P.187)

Linux ホストを使用する SCSI システム
･ デュアル / マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の VMware 

Workstation で実行するように構成 (P.191)

RAWディスクの他の使用例
ゲスト OS を RAW ディスクにインストールして、それを仮想マシンの専用
ディスクとして使用することも可能です。このような構成を設定するための
詳細は、「仮想マシンから RAW パーティションに OS をインストール 
(P.198)」を参照してください。

VMware Workstationでデュアル /マルチブートシステムを
利用できるように構成
VMware Workstation は、記述ファイルを使ってシステム上の各 RAW IDE デ
バイスにアクセスします。これらの記述ファイルには、ディスク上の特定
パーティションに対する仮想マシンのアクセスを管理するアクセス権情報が
含まれています。このメカニズムは、ユーザーが誤ってホスト OS をゲスト
として再実行したり、仮想マシンで指定外のゲスト OS を実行してしまう事
態を防ぎます。この他、OS やアプリケーションの異常な動作によって RAW
ディスクパーティションが誤って破壊されることも防止できます。 

[ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows がホストの場合 ) や [New Virtual 
Machine Wizard] (Linux がホストの場合 ) を使って、VMware Workstation が
既存の RAW ディスクのパーティションを使用するように設定します。 ウィ
ザードを使って、RAW ディスク記述ファイルの構成など、新しい仮想マシ
ンの構成を順を追って作成していきます。一般的に、RAW パーティション
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にインストールするゲスト OS に対して、それぞれウィザードを繰り返し実
行する必要があります。

コンピュータシステム上にブートマネージャがインストールされている場
合、仮想マシン内でブートマネージャが稼働し、実行可能なゲスト OS の一
覧を表示します。 ユーザーは、その構成を使って実行するゲスト OS を手作
業で選択する必要があります。 

Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 のダイナミック
ディスク
Windows 2000/XP/Server 2003 ホストでダイナミックディスクを使用してい
る場合は、「RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP
及び Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.191)」を参照してくだ
さい。

LILO ブートローダの使用
LILO ブートローダを使って既存の RAW パーティションから仮想マシンを起
動しようとすると、LILO:プロンプトが表示されず、 L 01 01 01 01 01 
01 …と表示されることがあります。この問題はホスト OS の種類に関わらず
起こります。物理 PC や仮想マシンを起動する過程で、BIOS はブートデバイ
スのマスタブートレコード (MBR) にあるコードにコントロールを渡します。
このコードが正常に動作を終了するためには、残りの LILO が存在する ネイ
ティブの Linux パーティションにアクセスする必要があります。通常、この
パーティションには /bootディレクトリが設定されています。LILO が残り
の部分にアクセスできないと、上記のようなエラーが表示されます。

このような問題を防ぐには、次の構成手順に従ってください。この際、必ず
残りの LILO が存在する ネイティブの Linux パーティションを選択してくだ
さい。次に仮想マシンが起動する時、MBR にある LILO コードは残りの LILO
にアクセスして、正常な LILO:プロンプトを表示することができるはずで
す。

Windows ホストの構成
ゲスト OS を RAW ディスクから実行するには、次の手順に従ってください。 

注意 : RAW ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する場
合、セカンダリ IDE チャネルのマスタが CD-ROM ドライブであれば、セカ
ンダリ IDE のスレーブとして構成することはできません。
1. Windows をゲスト OS として実行する場合は、構成を開始する前に
「仮想マシンにハードウェアプロファイルを構成 (P.182)」に目を通して
ください。次の作業に進む前に、ゲスト OS をコンピュータでネイティ
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ブに起動し、仮想マシンのハードウェアプロファイルを作成してくだ
さい。

2. ゲスト OS ごとに個別の構成を作成します。

RAW ディスクあるいは RAW ディスクパーティションから実行できる
ように仮想マシンを構成するには、[ 新規仮想マシンウィザード ]
([ ファイル ] - [ 新規仮想マシン ]) を起動して [ カスタム ] を選択します。 

3. ディスクの選択画面が表示されたら、[ 物理ディスクを使用 ] を選択し
ます。

4. この仮想マシンで使用するディスクかパーティションを指定して、
ウィザードでの作業を終了します。

注意 : 仮想マシンでの IDE ディスクの最大サイズは 128GB です。
5. 異なる RAW ディスクのパーティションから複数のゲスト OS を実行す

るには、ホストで以下のようなパーティションをアンマップします。 

Windows NT がホストの場合、ディスクアドミニストレータ
([ スタート ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ディスクアドミニスト
レータ ]) を使用します。まず、ゲスト OS がインストールされている
パーティションを選択し、次に [ ツール ] メニューから [ ドライブ文字
の割り当て ] を選択します。 ここで、パーティションに対して [ ドライ
ブ文字を割り当てない ] を選択して [OK] をクリックすると、即座にア
ンマップが行われます。 

Windows Server 2003/XP/ 2000 がホストの場合、ディスクの管理 ([ ス
タート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] - [ コンピュー
タの管理 ] - [ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]) を使用します。アンマップし
たいパーティションを選択し、 [ 操作 ] メニューから [ すべてのタスク ] - 
[ ドライブ文字とパスの変更 ] を選択します。 [ 削除 ] ボタンをクリック
してください。
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6. ウィザードが選択したデフォルトの構成オプションを変更したい場合
は、仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ]) を使用してください。ここでは、例
えばゲスト OS に割り当てられるメモリ容量の変更を行うことができま
す。

7. システムに複数の IDE ドライブが構成されている場合、 VMware BIOS は
通常、次の順番でブートを試みます。

A. プライマリ マスタ

B. プライマリ スレーブ 

C. セカンダリ マスタ 

D. セカンダリ スレーブ

システムに複数の SCSI ドライブが構成されている場合、VMware BIOS 
は通常、SCSI デバイス番号の順にブートを試みます。

SCSI と IDE ドライブが共に構成されている場合、VMware BIOS は通常、
まず上述の順番で SCSI ドライブのブートを試みてから IDE ドライブを
順にブートしようとします。

ブートシーケンスは、仮想マシンの Phoenix BIOS にある [Boot] メ
ニューで変更できます。仮想マシンをオンにして、仮想マシンの BIOS
のブート中に＜ F2 ＞キーを押すと、BIOS セットアップメニューが表示
されます。

8. [ 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。仮
想マシンが起動し、Phoenix BIOS が実行され、マスターブートレコー
ド (MBR) からブートプロセスが開始されます。

ブートマネージャが表示する一覧から、使用する OS を選択してくださ
い。 

9. ゲスト OS が初めて稼働しようとしている仮想マシンのハードウェア環
境は、おそらくホストコンピュータの実際のハードウェア環境とはか
け離れているはずです。 

Windows がゲスト OS の場合、プラグ＆プレイが Windows の再構成を
行います。プラグ＆プレイが検出・構成したデバイスを使って、仮想
ハードウェアのプロファイルを設定してください。詳しくは、「仮想マ
シンにハードウェアプロファイルを構成 (P.182)」を参照してください。

10.ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。

注意 : RAW ディスクの使用中にスナップショットを設定する場合、ゲスト
OS をネイティブにリブートする前に、スナップショットまで戻るかスナッ
プショットを削除する必要があります。ディスクで修正された物理ディスク
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セクタが変更されると、そのディスクのスナップショットが無効になってし
まいます。 

Linux ホストの構成
1. Windows をゲスト OS として実行する場合は、構成を開始する前に
「仮想マシンにハードウェアプロファイルを構成 (P.182)」に眼を通して
ください。次の作業に進む前に、ゲスト OS をコンピュータでネイティ
ブに起動し、仮想マシンのハードウェアプロファイルを作成してくだ
さい。

2. ゲスト OS ごとに個別の構成を作成します。

3. OS パーティションのマウントを確認します。仮想マシンを構成する予
定の既存のディスクパーティションが Linux によってマウントされてい
ないことを確認してください。

4. デバイスのグループメンバの権限あるいはデバイスの所有者の権限を
設定します。

マスタ RAW ディスクデバイスは、VMware Workstation を実行するユー
ザーから読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。ほと
んどのディストリビューションでは、RAW デバイス（IDE の場合は /

dev/hda、SCSI の場合は /dev/sda）には「disk」というグループ ID
が割り当てられています。この場合、VMware Workstation のユーザー
を「disk」グループに追加することができます。別のオプションとし
て、デバイスの所有者を変更することも可能です。 どの方法を使用する
かを決定する際は、セキュリティーを十分に考慮してください。

一般的には、VMware Workstation ユーザーに OS やブートマネージャ
を含むすべての /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を付
与しておき、VMware Workstation の RAW ディスク構成ファイルでアク
セス権を制御する方法が最も便利です。こうすれば、OS をブートする
のに必要な構成ファイルやその他のファイルにブートマネージャがア
クセスできます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS
をブートする際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る必要が
あります。前述の通り、どの構成を使用するかを決定する際は、セ
キュリティーを十分に考慮してください。

5. 既存のパーティションからゲスト OS として２番目の Linux インスト
レーションを実行する予定で、 さらに実際のコンピュータの /etc/
lilo.confにAppend= "mem…"のようなメモリレジスタが存在する場
合、仮想マシンで Linux を実行するためにアペンドメモリパラメータを
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調節するか、LILO に新しいエントリを作成する必要があるかもしれま
せん。

lilo.confに構成されているメモリ容量が仮想マシンに割り当てられ
ているメモリ容量を超える場合、仮想マシンから２番目の Linux インス
トーレーションをブートしようとすると、多くの場合ゲスト OS に問題
が発生します。

この場合、仮想マシンで Linux を実行する時のために、実際のマシンで
直接 Linux をブートする時に通常認識されるメモリ容量とは異なるメモ
リ容量を指定すれば別のエントリを lilo.confに作成することがで
きます。

6. RAW ディスクパーティションから実行する仮想マシンを構成するには、
[New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New Virtual Machine]) を起動し
[Custom] を選択します。

7. [Select a Disk] パネルが表示されたら、[Use a physical disk] を選択しま
す。 

8. この仮想マシンで使用するディスクかパーティションを指定して、
ウィザードでの作業を続行します。

注意 : Linux 環境で同時にマウントされるパーティションの変更を仮
想マシンに許可すると、ディスクが破損する可能性があります。ホス
トが Linux を実行中に仮想マシンとゲスト OS がそのパーティションに
アクセスするため、Linux 環境でマウントされるパーティションや別の
仮想マシンに使用されているパーティションの変更を、仮想マシンに
対して許可することは非常に危険です。

この問題を回避するには、仮想マシンで使用するパーティションが
Linux ホストにマウントされていないことを確認してください。

9. ウィザードに従って残りのステップを完了します。

10.システムに複数の IDE ドライブが構成されている場合、 VMware BIOS は
通常、次の順番でブートを試みます。

A. プライマリ マスタ

B. プライマリ スレーブ 

C. セカンダリ マスタ 

D. セカンダリ スレーブ

システムに複数の SCSI ドライブが構成されている場合、VMware BIOS 
は通常、SCSI デバイス番号の順にブートを試みます。
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SCSI と IDE ドライブが共に構成されている場合、VMware BIOS は通常、
まず上述の順番で SCSI ドライブのブートを試みてから IDE ドライブを
順にブートしようとします。 

ブートシーケンスは、仮想マシンの Phoenix BIOS にある [Boot] メ
ニューから変更できます。仮想マシンをオンにして、仮想マシンの
BIOS のブート中に＜ F2 ＞キーを押すと、BIOS セットアップユーティ
リティが表示されます。 

11.[Power On] ボタンをクリックして、仮想マシンをオンにします。仮想
マシンが起動し、Phoenix BIOS が実行され、マスターブートレコード
(MBR) からブートプロセスが開始されます。

ブートマネージャが表示する一覧から、使用する OS を選択してくださ
い。 

12.ゲスト OS が初めて稼働しようとしている仮想マシンのハードウェア環
境は、おそらくホストコンピュータの実際のハードウェア環境とはか
け離れているはずです。 

Windows がゲスト OS の場合、プラグ＆プレイが Windows の再構成を
行います。プラグ＆プレイが検出し・構成したデバイスを使って、仮
想ハードウェアのプロファイルを設定してください。詳しくは、「仮想
マシンにハードウェアプロファイルを構成 (P.182)」を参照してくださ
い。

13.ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。

注意 : RAW ディスクの使用中にスナップショットを設定する場合、ゲスト
OS をネイティブにリブートする前に、スナップショットまで戻るかスナッ
プショットを削除する必要があります。ディスクで修正された物理ディスク
セクタが変更されると、そのディスクのスナップショットが無効になってし
まいます。

仮想マシンにハードウェアプロファイルを構成
一部の OS では、ハードウェアプロファイルを使用して特定のハードウェア
デバイス環境に適したドライバを読み込むことが可能です。デュアルブート
システムの既存のパーティションから、既にインストールされている OS を
仮想マシンを使ってブートする場合は、「物理ハードウェアプロファイル」
と「仮想ハードウェアプロファイル」を作成する必要があります。

VMware Workstation の仮想マシンと Windows ハードウェアプロファイルに
精通しているユーザー以外には、この方法はお勧めしません。
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作業を始める前に、「VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステ
ムを利用できるように構成 (P.176)」を読んでください。

各仮想マシンは、次の仮想デバイスから構成されるプラットフォームを提供
します。

･ 仮想 DVD/CD-ROM 
･ 仮想 IDE ハードディスクドライブ / 仮想 SCSI ハードディスクドライブ
･ 標準 PCI グラフィックアダプタ
･ 標準フロッピードライブ
･ Intel 82371 PCI Bus Master IDE コントローラ 

（プライマリ IDE コントローラとセカンダリ IDE コントローラを含む） 
･ BusLogic BT-958 互換 SCSI ホストアダプタ
･ 標準 101/102 キーボード
･ PS/2 互換マウス
･ AMD PCnet-PCI II 互換イーサネットアダプタ 
･ シリアルアポート (COM1 ～ COM4) 
･ パラレルポート (LPT1 ～ LPT2) 
･ 2 ポートの USB ハブ
･ Sound Blaster AudioPCI 互換サウンドカード
･ 82093AA IOAPIC
これらの仮想デバイス環境はホストコンピュータ上の実際のハードウェアデ
バイス環境とは異なり、一部の例外（プロセッサ自体など）を除いてベース
となるハードウェアから独立しています。この特長によって、安定したプ
ラットフォームが実現されます。また、実際のマシン構成に関わりなく、仮
想マシンにインストールされた OS のイメージを別の物理マシンに移行する
ことが可能になります。 

VMware Workstation の仮想マシンに OS が直接インストールされている場
合、その OS はハードウェアをスキャンして、すべての仮想デバイスを正し
く検出します。しかし、OS が（例えばデュアルブート構成など）実際のコ
ンピュータに既にインストールされている場合、その OS は物理ハードウェ
アデバイスによって構成済です。 このようにインストール済の OS を仮想マ
シンでブートする場合、ブートプロセスを簡単にするため、個別のハード
ウェアプロファイルを作成してください。

Microsoft Windows の OS では、Windows 95 と Windows NT 4.0 から、ハー
ドウェアプロファイルを作成できるようになりました。各ハードウェアプロ
ファイルは、既知の複数のハードウェアデバイスに関連付けられています。
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複数のハードウェアプロファイルが存在する場合は、ブート時に使用する
ハードウェアプロファイルを選択するプロンプトが表示されます。

Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 及
び Windows Server 2003 は、ブート時にプラグ＆プレイを使って、選択した
ハードウェアプロファイルが実際のデバイスと適合するかを確認します。不
適合があると、新しいデバイスが自動的に検出されます。処理が問題なく行
われる場合でも、かなりの時間がかかります。

Windows NT はプラグ＆プレイをサポートしていないため、 ハードウェアプ
ロファイルを使ってデバイスを初期化します。不適合があると、デバイスド
ライバからエラーが報告され、デバイスが無効になります。 

物理マシンと仮想マシン用のハードウェアプロファイルは、次の手順で作成
します。

1. ディスクパーティションに既にインストールされている OS を VMware 
Workstation からブートする前に、その OS をネイティブにブートして、

「物理マシン」と「仮想マシン」という名の 2 つのハードウェアプロ
ファイルを作成します。 ハードウェアプロファイルを作成するには、コ
ントロールパネルから [ システム ] を選択し、次に [ ハードウェアのプ
ロファイル ] タブをクリックするか、[ ハードウェア ] タブをクリック
してから [ ハードウェアのプロファイル ] をクリックします（この手順
は OS によって異なります）。[ コピー ] ボタンをクリックして、プロ
ファイルのコピーに適当な名前を付けます。

2. Windows NT の場合のみ : ネイティブに OS を実行している間に、デバイ
スマネージャを使って「仮想マシン」ハードウェアプロファイルに記載
されているデバイスを一部無効にします。 コントロールパネルから [ デバ
イス ] を選択し、無効にするデバイスを個々に選択してください。実際
に無効にするデバイスは、オーディオ、MIDI、ジョイスティック、イー
サネットなどのネットワークデバイス、USB デバイスです。これらのデ
バイスは、「仮想マシン」ハードウェアプロファイルでのみ無効にしてく
ださい。

Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows 
XP または Windows Server 2003 を使用している場合、この作業は必要
ありません。デバイスの不適合は、最初のプラグ＆プレイ処理で検出
されます。

3. コンピュータをホストとして使用する OS で再起動してください。つま
り、Linux ホストで VMware Workstation を実行している場合は Linux
でブートします。
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4. [ 新規仮想マシンウィザード ] （Windows がホストの場合）または
[New Virtual Machine Wizard]（Linux がホストの場合）を使い、

「VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる
ように構成 (P.176)」の手順に従って仮想マシンを構成します。

5. 仮想マシンをブートし、既存のブートマネージャを使ってゲスト OS を
選択します。ハードウェアプロファイルのメニュープロンプトが表示さ
れたら、「仮想マシン」を選択してください。最初にブートを行うと、
デバイスのエラーメッセージが表示され、処理の遅延が発生します。

6. Windows Server 2003/ XP/2000 がゲストの場合 : ゲスト OS として実行
中の Windows XP/2000/Server 2003 にログインすると、プラグ＆プレ
イによって仮想ハードウェアが検出され、ビデオコントローラに対す
る [ 新しいハードウェアの検出 ] ダイアログが表示されます。 この時点
ではドライバをインストールせずに [ キャンセル ] をクリックし、 [ 新し
いハードウェアの検出 ] ダイアログを閉じます。

仮想マシンのリブートも行わないでください。[ システム設定の変更と
再起動 ] ダイアログで [ いいえ ] をクリックします。

Windows Server 2003/XP/2000 が AMD PCnet PCI イーサネットカードの
ドライバを自動的に検出し、読み込みます。この時点で、仮想マシン
に VMware Tools をインストールしてください。VMware Tools のインス
トール後、仮想マシンを再起動します。Windows Server 2003/XP/2000
がリブートしたら、[ 画面のプロパティ ] の [設定 ] タブから新しい
SVGA の解像度を選択して、仮想マシンの画面の領域を大きくします。

Windows 95/98 がゲストの場合 : プラグ＆プレイによって仮想ハード
ウェアが検出され、[ 新しいハードウェアの検出 ] ダイアログが表示さ
れます。さらに、デバイスドライバの検索場所を指定するプロンプト
が表示されます。ほとんどのデバイスドライバは既存の OS 内で検索で
きますが、一部のネットワークデバイスドライバを使用する場合は、
インストール CD-ROM が必要になります。デバイスドライバをインス
トールする過程で、システムの再起動を数回行わなければなりません。

初期のハードウェア検出過程で、デバイスドライバを検出するために
CD-ROM の挿入を求められることがありますが、CD-ROM を挿入して
も Windows が CD-ROM ドライブを認識しない場合があります。この
ような場合は、該当するデバイスのインストールをキャンセルするか、
C:￥windows￥system￥ を指定してハードディスク上の デバイスド
ライバを検索します。 この時点でデバイスのインストールが完了しなく
ても、CD-ROM ドライブが認識されてから再度インストールを試みる
ことができます。
185



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
Windows が仮想ハードウェアとドライバのインストールを終了したら、
デバイスマネージャ（[ コントロールパネル ] - [ システム ] - [ デバイス
マネージャ ]) を使って、物理ハードウェアに対応する失敗デバイスを
削除できます。

削除するデバイスを選択して、[ 削除 ] ボタンをクリックします。特定
のデバイスが複数のハードウェアプロファイルに表示される場合は、 そ
のデバイスを削除するハードウェアプロファイルを選択することがで
きます。

Windows 9x ゲスト OS 内で仮想マシンのサウンドアダプタを有効にす
る場合は、このセクションの残りの作業を完了した後で「サウンドの
構成 (P.330)」を参照してください。

Windows NT がゲストの場合のみ : 仮想マシンで OS のブートが完了し
たら、イベントログを表示して、正しく起動できなかった物理デバイ
スを確認してください。デバイスマネージャ（[ コントロールパネル ] - 
[ デバイス ]）を使えば、このようなデバイスを「仮想マシン」ハード
ウェアプロファイルで無効にできます。

Windows NT ゲスト OS 内で仮想マシンのサウンドアダプタを有効にす
る場合は、このセクションの残りの作業を完了した後で「サウンドの
構成 (P.330)」を参照してください。

7. 仮想デバイス（特にネットワークアダプタ）が正常に動作しているこ
とを確認してください。

Windows 95/98 がゲストの場合 : 表示されない仮想デバイスがある場
合、コントロールパネルから [ 新しいハードウェアの追加 ] を実行すれ
ば検出されます。

8. VMware Tools をインストールします。VMware Tools はいずれのハード
ウェア構成にも表示され、実行されますが、仮想マシンの構成にのみ
有効です。

注意 : 次に Windows を [ 物理マシン ] ハードウェアプロファイルを使
用してネイティブにリブートすると、デバイスリストに一部の仮想デ
バイスが表示されることがあります。このような仮想デバイスは、仮
想マシン用のハードウェアプロファイルから物理デバイスを削除する
のと同じ手順（上記のステップ 6）で、「物理マシン」ハードウェアプ
ロファイルから削除、または無効にすることができます。
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既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ 
XP/ Server 2003 仮想マシンを実行
ホストコンピュータに Windows 2000/XP/Server 2003 がインストールされて
いる場合、 VMware Workstation の仮想マシンで RAW ディスクからそのイン
ストレーションを実行しようとすると、 仮想マシンがブートデバイスにアク
セスできないことを告げるエラーメッセージを表示してクラッシュすること
があります。

これは、物理コンピュータと仮想マシンが異なる IDE ドライバを要求するた
めに起こる問題です。多くのハードウェアデバイスのドライバを扱う
Windows のプラグ アンド プレイ機能 も、新しい IDE ドライバをインストー
ルしません。

この問題が発生した場合、Windows 2000/XP/Server 2003 ゲスト OS を RAW
ディスクから実行する代わりに、仮想ディスクにインストールすることをお
勧めします。

この問題が発生しても、既存の RAW ディスク構成から仮想マシンを実行す
る必要がある場合は、（「仮想マシンにハードウェアプロファイルを構成 
(P.182)」の手順に従って ) 異なるハードウェアプロファイルを設定し、仮想
マシン向けのプロファイルにある IDE ドライブを手作業でアップデートして
ください。この問題の迂回方法に関する詳細は、弊社知識ベース

（www.vmware.com/info?id=41）を参照してください。

RAWディスクからブートするWindows 95 ゲストOSにSVGA
ビデオドライバを構成
ここでは、VMware Workstation を使って、RAW ディスクにインストールさ
れている Windows 95 にビデオドライバを構成する方法を説明します。ここ
では、デュアル / マルチブート構成の OS の 1 つとして Windows 95 を使用
している場合を想定しています。作業の過程で、仮想マシン向けと実際のマ
シン向けに個別のハードウェアプロファイルを作成します。 ハードウェアプ
ロファイルに関する詳細は、「仮想マシンにハードウェアプロファイルを構
成 (P.182)」を参照してください。

1. Windows 95 を、仮想マシンではなく、ネイティブにブートします。 

2. デスクトップにある [ マイコンピュータ ] アイコンを右クリックし、
[ プロパティ ] を選択してください。

3. [ ハードウェア プロファイル ] タブをクリックします。

4. [Original Configuration] プロファイルをハイライト表示させ [ コピー ]
をクリックします。 
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5. プロファイルの新しい名前を [ 仮想マシン ] と指定してから [OK] をク
リックします。 

ここで、[Original Configuration] プロファイルの名前を [ 物理マシン ]
と変更することも可能です。

6. [OK] をクリックして [ システムのプロパティ ] ダイアログを閉じます。

7. Windows 95 をシャットダウンして、システムを再起動します。

8. ホスト OS（Linux、Windows NT、Windows 2000、Windows XP または
Windows Server 2003）をブートしてください。 

9. Windows 95 を使って仮想マシンを起動します。

10.プロファイルを選択するプロンプトが表示されますので、リストから
[ 仮想マシン ] を選びます。

11.CPU Bridge の選択を促されたら、デフォルトを受入れて [OK] をクリッ
クします。

12.Windows 95 の再起動を促すプロンプトが表示されますので、従ってく
ださい。

13.再び、プロファイルを選択するプロンプトが表示されますので、リス
トから [ 仮想マシン ] を選びます。

14.ビデオカードが検出され、新しいハードウェアにインストールするド
ライバを選択する画面が表示されます。 [ 一覧から選ぶ ] ラジオボタン
をクリックし、[OK] をクリックします。 

15.[ ハードウェアの種類の選択 ] ダイアログから [ ディスプレイアダプタ ]
を選択します。

16.デバイスリストから [ 標準ディスプレイアダプタ (VGA)] を選択して、
[OK] をクリックします。

17.Windows 95 の再起動を促すプロンプトが表示されますので、従ってく
ださい。

18.「ゲスト OS と VMware Tools のインストール (P.89)」の手順に従って
VMware Tools をインストールし、仮想マシンを再起動します。 

19.デバイスマネージャを起動し、[ ディスプレイアダプタ ] をツリー表示
します。 

20.VMware SVGA をハイライト表示して、[ プロパティ ] をクリックしま
す。

21.[ 物理マシン ] 横のチェックマークを削除してから [OK] をクリックしま
す。[ 閉じる ] をクリックしてください。
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22.Windows 95 をシャットダウンしてから仮想マシンをオフにします。

23.ホスト OS（Linux、Windows NT、Windows 2000、Windows XP または
Windows Server 2003）をシャットダウンし、Windows 95 でリブート
します。 

24.選択プロンプトが表示されたら、[ 物理マシン ] プロファイルを選択し
ます。

25.ステップ 19 から 21 の手順を繰り返して、[ 仮想マシン ] 横のチェック
マークを削除します。[ 物理マシン ] 横のチェックマークはそのまま残
しておいてください。

RAWディスクからブートする Windows 98ゲストOSにSVGA
ビデオドライバを構成
ここでは、VMware Workstation を使って、RAW ディスクにインストールさ
れている Windows 98 にビデオドライバを構成する方法を説明します。ここ
では、デュアル / マルチブート構成の OS の 1 つとして Windows 98 を使用
している場合を想定しています。作業の過程で、仮想マシン向けと実際のマ
シン向けに個別のハードウェアプロファイルを作成します。 ハードウェアプ
ロファイルに関する詳細は、「仮想マシンにハードウェアプロファイルを構
成 (P.182)」を参照してください。

1. Windows 98 を、仮想マシンではなく、ネイティブにブートします。 

2. デスクトップにある [ マイコンピュータ ] アイコンを右クリックし、
[ プロパティ ] を選択してください。

3. [ ハードウェア プロファイル ] タブをクリックします。

4. [Original Configuration] プロファイルをハイライト表示させ [ コピー ]
をクリックします。

5. プロファイルの新しい名前を [ 仮想マシン ] と指定してから [OK] をク
リックします。

ここで、[Original Configuration] プロファイルの名前を [ 物理マシン ]
と変更することも可能です。

6. [OK] をクリックして [ システムのプロパティ ] ダイアログを閉じます。

7. Windows 98 をシャットダウンして、システムを再起動します。

8. ホスト OS（Linux、Windows NT、Windows 2000、Windows XP または
Windows Server 2003）をブートしてください。

9. プロファイルを指定するプロンプトが表示されますので、リストから
[ 仮想マシン ] を選択します。
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10.Windows 98 が仮想マシンのデバイスを自動的に検出し、デバイスドラ
イバをインストールします。

11.ビデオカードドライバが検出されますので、[ 最適なドライバを検索す
る ] を選択してください。

12.ブートを促すプロンプトが表示されますので、[ いいえ ] をクリックし
ます。AMD PCNET ドライバがインストールされ、次に IDE コントロー
ラドライバがインストールされます。

13.ブートを促すプロンプトが表示されたら [ はい ] をクリックします。

14.[ 仮想マシン ] ハードウェアプロファイルを選択します。

15.Windows 98 のブートが完了したら、コントロールパネルの [ 新しい
ハードウェアの追加 ] ウィザードを起動します。

16.[ 次へ ] をクリックし、また [ 次へ ] をクリックします。

17.[ デバイスは一覧にない ] を選択してください。

18.[ はい ] をクリックしてから [ 次へ ] をクリックします。

19.デバイスがすべて検出されたら、[ 詳細 ] ボタンをクリックして、検出
された非プラグ＆プレイのデバイスをリスト表示します。

20.[ 完了 ] をクリックします。仮想マシンの再起動を促すプロンプトが表
示されますので、従ってください。

21.[VMware Workstation] 構成プロファイルを選択します。未知のモニタが
検出され、インストールされます。

22.VMware Tools を「ゲスト OS と VMware Tools のインストール (P.89)」
の手順に従ってインストールします。

23.デバイスマネージャを表示します。次のアダプタが設定されているは
ずです。

･ 標準 PCI グラフィックアダプタ
･ VMware SVGA ディスプレイアダプタ

24.Windows 98 の仮想マシンとホスト OS をシャットダウンします。

25.Windows 98 をネイティブにブートし、デバイスマネージャを表示しま
す。

26.リストに VMware SVGA デバイスが表示されている場合は、それを選択
してから [ 削除 ] をクリックします。

27.[ 特殊な構成 ] のラジオボタンから [ 削除 ] を選択し、構成リストから
[ 物理マシン ] を選択します。
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28.[OK] をクリックしてから、Windows 98 を再起動します。

29.Windows 98 をネイティブにブートして、画面の設定を確認します。作
業を始める前にネイティブにインストールされていたディスプレイア
ダプタが使用可能な状態になっているはずです。

RAWディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows 
XP 及びWindows Server 2003 のダイナミックディスク
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 は、ダイナミックディ
スクと呼ばれる新しいディスクタイプをサポートしています。ダイナミック
ディスクは、Microsoft 特有のフォーマットを使ってパーティション情報を
記録します。このフォーマットは一般に公開されていないため、 VMware 
Workstation の RAW ディスク構成での使用はサポートされていません。

Windows 2000/XP/Server 2003 はまた、従来方式のパーティションテーブル
もサポートしています。この種類のパーティションテーブルを使用するディ
スクは、ベーシックディスクと呼ばれます。

ディスク管理ツールを使用して、Windows 2000/XP/Server 2003 ホストが使
用しているディスクのタイプを確認してください。ダイナミックディスクが
使用されている場合は、ベーシックディスクに変更してください。

注意 : ダイナミックディスクをベーシックディスクに変更すると、その
ディスク上のデータはすべて失われます。

次の手順で、ダイナミックディスクをベーシックディスクに変換します。 

1. ディスク管理ツールを表示します。

[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] -
[ コンピュータの管理 ] - [ ディスクの管理 ] 

2. ディスク上の論理ボリュームをすべて削除します。これによって、
ディスク上のデータはすべて破壊されます。

3. 該当するディスクのアイコンを右クリックし、[ ベーシックディスクに
戻す ] をクリックします。 

4. 変更を行ったディスク上でパーティションを作成します。

デュアル /マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の
VMware Workstation で実行するように構成 
SCSI ディスクに既にインストールされている構成済みの OS を VMware 
Workstation の仮想ディスク内でゲスト OS として使用するように設定でき
る場合があります。
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ホストに LSI Logic または BusLogic SCSI アダプタが構成されていれば、既存
の SCSI ディスク（SCSI RAW ディスク）は、仮想マシン内で使用することが
できます。しかし、LSI Logic アダプタのドライバを見つける方が容易なの
で、LSI Logic の方が好ましいと言えます。ホストに異なる SCSI アダプタを
構成し、同一の OS をネイティブにも仮想マシン内でもブートできるように
することも可能ですが、この方法は VMware ではサポートされていません。
この問題に関する詳細は、「SCSI RAW ディスクの使用に関する既知の問題と
解説 (P.195)」を参照してください。

仮想マシンを構成する前に
ゲスト OS ごとに個別の構成を作成する必要があります。各 OS が使用する
パーティションに対してのみ、読み取り / 書き込み可能なアクセス権を許可
してください。

1. Windows をゲスト OS として使用する場合は、作業を開始する前に
「仮想マシンにハードウェアプロファイルを構成 (P.182)」の項に目を通
してください。まず最初に、ゲスト OS をコンピュータ上でネイティブ
にブートして、仮想マシン用のハードウェアプロファイルを作成しま
す。

2. 仮想マシンで使用する予定のドライブに設定されている SCSI の ID を確
認します。

3. ホスト用に構成している SCSI ドライバ以外にも、仮想マシンで使用す
る LSI Logic または BusLogic 仮想アダプタのドライバをインストールし
てください。

BusLogic コントローラのドライバは LSI Logic 社 Web サイト
(www.lsilogic.com) からダウンロードできます。サイトのダウンロード
のページで、LSI 53C10xx Ultra160SCSII/O コントローラシリーズの中か
ら、アダプタのドライバを選んでください。（例：LSI53C1000）

Mylex (BusLogic) BT/KT-958 互換性を持つホストバスアダプタのドライ
バは、LSI Logic のウェブサイトからダウンロードできなくなりました。

LSI Logic または BusLogic のドライバは、ゲスト OS 用に作成したプロ
ファイルにインストールします。

注意 : Windows XP や Windows Server 2003 の仮想マシンで仮想
BusLogic SCSI アダプタを使用するには、 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ページ

（www.vmware.com/download）からダウンロードできます。 
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4. OS のパーティションのマウントを確認します。仮想マシンから使用す
る予定の既存の RAW ディスクパーティションに Linux ホストがマウン
トされないようにしてください。

注意 : RAW ディスクパーティションを、ホスト OS とゲスト OS が同時
に使用（マウント）してはいけません。OS が互いを認識しないため、
両方の OS が同じパーティションで読み取り / 書き込みを行い、データ
が破損する恐れがあります。Linux ホストがマウントしている、あるい
は別の仮想マシンが使用しているパーティションを仮想マシンが変更
することを絶対に許可しないでください。念のため、仮想マシンに使
用するパーティションに Linux ホストがマウントされていないことを確
認してください。 

5. デバイスのグループメンバの権限あるいはデバイスの所有者の権限を
設定します。マスタ RAW ディスクデバイスは、VMware Workstation を
実行するユーザーから読み取り / 書き込みができるように設定してお
きます。ほとんどのディストリビューションでは、RAW デバイス（/

dev/hda、/dev/hdbなど）には「disk」というグループ ID が割り当
てられています。この場合、Workstation のユーザーを「disk」グ
ループに追加することができます。別のオプションとして、デバイス
の所有者を変更することも可能です。 オプションの選択を行う際には、
セキュリティーを十分に考慮してください。 

一般的には、VMware Workstation ユーザーに OS やブートマネージャ
を含むすべての /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を付
与しておき、Workstation の RAW ディスク構成ファイルでアクセス権
を制御する方法をお勧めします。こうすれば、OS をブートするのに必
要な構成ファイルやその他のファイルにブートマネージャがアクセス
することができます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外
の OS をブートする際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る
必要があります。 

6. 既存のパーティションからゲスト OS として２番目の Linux インスト
レーションを実行する予定で、 さらに実際のマシンの /etc/
lilo.confにAppend= "mem…"のようなメモリレジスタが存在する場
合、仮想マシンで Linux を実行するためにはアペンドメモリパラメータ
を調節するか、LILO に新しいエントリを作成する必要があるかもしれ
ません。

最近の Linux ディストリビューションの多くは実際のマシンの物理メモ
リをすべて認識しますが、古い Linux ディストリビューションの多くは 
メモリの最初の 64MB しか認識しないようにデフォルト設定されてい
193



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
ます。 64MB 以上のメモリを持つマシンが古いディストリビューション
を実行している場合、 lilo.confの Image=… セクションの箇所に
Append= "mem=…"パラメータを追加することができます。このパラ
メータによって、Linux はデフォルトで認識する以上のメモリを探そう
とします。

lilo.confに構成されているメモリ容量が仮想マシンに割り当てられ
ているメモリ容量を超える場合、仮想マシンから２番目の Linux インス
トーレーションをブートしようとすると、多くの場合ゲスト OS に問題
が発生します。

この場合、仮想マシンで Linux を実行するために、実際のマシンで直接
Linux をブートする時に通常認識されるメモリ容量とは異なるメモリ容
量を指定して別のエントリを lilo.confに作成することが可能です。

仮想マシンの構成
1. VMware Workstation を起動します。

2. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New Virtual Machine]) をスタート
させ、[Custom] を選択します。

3. [Select I/O Adapter Types] パネルでは、仮想マシンプロファイルにイン
ストールしたドライバに合った SCSI アダプタのタイプを選択してくだ
さい。

4. [Select a Disk] パネルでは、[Use a physical disk] を選択します。

5. デバイスリストでは物理ドライブを選択します。

[Usage] では、すべてのディスクあるいは個々のパーティションのどち
らを使用するかを選択します。

[Use entire disk] を選択した場合は [Next] をクリックしてステップ５に
行きます。

[Use individual partitions] を選択した場合は、[Select Physical Disk] パネ
ルが表示されます。

仮想マシンに使用するパーティションを選択し、[Next] をクリックしま
す。

6. 入力フィールドでは物理ディスクの名前を入力します。

注意 : 他のディレクトリーにディスクを入れる為にブラウズする場
合、既存の仮想ディスクファイルは選択しないでください。

物理ディスクのデバイス ID を指定して、[Advanced] をクリックしま
す。[Virtual device node] リストでは、SCSI ドライブによって使用され
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ているものに相当する SCSI ID を選択します。例えば、SCSI ドライブに
SCSI ID2 がある場合、[SCSI 0:2] を選択します。物理 SCSI ドライブ上に
セットされた SCSI ID が分からない場合は、[SCSI 0:0] を使用してみてく
ださい。

詳細設定画面では、ディスクモードを指定することができます。これ
は、スナップショットからディスクを除外したい、ある特別な目的の
構成において有用です。スナップショット機能についての詳細は「ス
ナップショットの使用 (P.209)」を参照し　てください。

普通（Normal) ディスクはスナップショットに含まれています。ほとん
どの場合はこの設定を使用します。

独立 (Independant) ディスクはスナップショットに含まれていません。
独立ディスクには次のオプションがあります。

･ 通常 (Persistent) －変更は即座に永久的にディスクに書き込まれます。
･ 読み取り専用 (Nonpersistent) －ディスクへの変更は電源を切った時、

あるいはスナップショットに戻った時に破棄されます。ファイル名
と格納場所を決め、詳細設定画面で必要な選択を行った後、[Finish]
をクリックします。

7. 仮想マシンの使用を開始します。

SCSI RAWディスクの使用に関する既知の問題と解説 

ジオメトリ
仮想マシン内で RAW SCSI ドライブをブートできないことがあります。これ
は、実際のマシンの SCSI アダプタと仮想マシンの BusLogic アダプタがドラ
イブを異なる方法で記述するためです。この場合、仮想マシンがブート中に
ハングしたり、VMware Workstation がクラッシュしたり、ASSERT などのエ
ラーメッセージが表示されて VMware Workstation が停止してしまう可能性
があります。

この問題の多くは、2GB 以下の小容量ドライブで発生しています。 

IDE ディスクが使用する（ブートするために必要な）BIOS インターフェイス
を共有するには、すべての SCSI ディスクにジオメトリが必要です。ジオメ
トリとは、ディスク上のシリンダ、セクタ、ヘッド数を組み合わせた値を指
します。

実は、コンピュータは SCSI ディスクをディスク上のセクタ 1 から最高セク
タにまたがる単一の平面エンティティとして認識します。このため、 SCSI ベ
ンダはそれぞれが独自の方法で、SCSI ディスクの容量を決定し、ブートに
使用するジオメトリを生成します。
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所与のジオメトリの絶対的なセクタ数への変換方法は、ジオメトリによって
異なります。ホストで実行中のプログラムによって書き込まれるブートセク
タを持つディスクを仮想マシンからブートしようとすると、ホストのジオメ
トリと BusLogic 仮想 SCSI アダプタが使用するジオメトリとが一致しない場
合、ブートプラグラムが中断されます。ブートローダの最初の部分、例えば
LILO からの LIは表示されますが、そこでブートが中断するかクラッシュし
ます。 

BusLogic は、次の法則でディスクのジオメトリを生成しています。 

いずれの場合も、シリンダ数はディスクの全容量をヘッド数とセクタ数の積
で割って算出します。十分に大きなディスクでは、ほとんどすべてのベンダ
が 225 ヘッドと 63 セクタを使用しているので、この問題を回避できます。 

ドライバ
IDE アダプタと異なり、SCSI アダプタは置換することができず、すべてのア
ダプタが同じドライバを使用できる訳ではありません。つまり、マシンに
Adaptec SCSI ホストアダプタが装填されている場合、それを取り外して
BusLogic SCSI ホストアダプタに置き換えると、 BusLogic ドライバをインス
トールしない限り、多くの場合 OS はブートに失敗します。

仮想ディスクとして使用されるディスクからデュアルブートを行った場合
も、同じ問題が発生します。OS は、マシンの SCSI カードが突然 LSI Logic 
または BusLogic カードに変更されたと認識するので、OS に対応するドライ
バをインストールする必要が生じます。ドライバがインストールされていな
いと、 ブートプロセスが BIOS ブートストラップから OS にインストールされ
ているディスクドライバに切替えようとする時、パニック画面、ブルースク
リーンまたは同様の致命的なエラーが発生します。

OS の構成
OS の多くは、SCSI ドライブと IDE ドライブで異なる構成情報を使用してい
ます。例えば、Linux は /dev/hd[x]を IDE ディスクのデバイス名として、

ディスクサイズ ヘッド セクタ 

 <= 1GB  64  32

 > 1GB and <= 2GB 128  32 

 > 2GB  255  63
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/dev/sd[x]を SCSI ディスクのデバイス名として使用します。このような名
前は、/etc/fstabなどの構成ファイルで参照できます。

RAW IDE ディスクを SCSI ディスクとして、あるいは RAW SCSI ディスクを
IDE ディスクとしてブートした場合、（動作したとしても）正常に機能しな
い原因の一つはこれです。 

一方で SCSI デバイスだけを扱っている場合でも、OS による情報のエンコー
ド方法によっては、デュアルブーティング中に問題が発生することがありま
す。例えば、Solaris は SCSI ディスクに /dev/c[x]t[y]d[z]s0という名
前を付けます（yは SCSI ID を表します）。この場合、RAW ディスクをホス
ト上で SCSI ID 3 として構成し、VMware Workstation の構成ファイルでは
SCSI ID 0 とすると、Solaris の実行時に RAW ディスクが移動するため、多く
の場合 Solaris はブートしません。

多様な OS の従属性を正確に把握するのは、複雑な作業です。このため、仮
想マシンに SCSI RAW ディスクを構成する際は、ホストと同じ SCSI ID を使
用するのが最も安全な方法です。 
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仮想マシンから RAWパーティ
ションにOSをインストール 
仮想マシンで使用する以外にはホストでディスクをブートする必要がなくて
も、RAW ディスクと呼ばれる物理ディスクやパーティションにゲスト OS
を直接インストールする必要が生じる場合があります。

ホスト上の未使用のパーティションや全く使用されていないディスクを仮想
マシンのディスクとして使用することは可能です。ただし、次の手順に従っ
て OS をインストールした場合、ホストでそのデータを利用することができ
ても、その OS を仮想マシンの外でブートすることは恐らく不可能だという
点に注意しておいてください。

デュアルブートシステムで、既存のパーティションからブートするするよう
に仮想マシンを構成したいのであれば、「仮想マシンからデュアルブートコ
ンピュータを使用 (P.174)」を参照してください。ここに記載されている手
順は、既に OS がインストールされているディスクには適用できません。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。本製品に詳しいユーザー以外には
お勧めしません。

VMware Workstation は、記述ファイルを使ってシステム上の各 RAW ディス
クにアクセスします。これらの記述ファイルには、ディスク上の特定パー
ティションに対する仮想マシンのアクセスを管理するアクセス権情報が含ま
れています。このメカニズムは、ユーザーが誤ってホスト OS をゲストとし
て再実行したり、仮想マシンで指定されていないゲスト OS を実行してしま
う事態を防ぎます。この他、OS やアプリケーションの異常な動作によって
RAW ディスクパーティションに誤って書き込みがされてしまうことも防止
できます。

まず [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows がホストの場合 ) や [New 
Virtual Machine Wizard] (Linux がホストの場合 ) を使って、VMware 
Workstation が既存の RAW ディスクのパーティションを使用するように設
定します。 ウィザードを使って、RAW ディスク記述ファイルの構成など、
新しい仮想マシン用の構成を順を追って作成していきます。RAW パーティ
ションにインストールするゲスト OS ごとに個別の構成が必要なため、各ゲ
スト OS に対してウィザードを繰り返し実行する必要があります。
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Windows ホストの構成

Windows 2000、Windows XP 及びWindows Server 2003 のダイナミック
ディスク
Windows 2000/XP/Server 2003 をホストで実行しており、ダイナミックディ
スクを使用している場合は、「RAW ディスクとして使用不可能な Windows 
2000、Windows XP 及び Windows Server 2003 のダイナミックディスク 
(P.191)」を参照してください。

RAWディスクを使用するように仮想マシンを構成
次の手順で、ゲスト OS を RAW ディスクから実行するように構成します。

注意 : RAW ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する場
合、セカンダリ IDE チャネルのマスタが CD-ROM ドライブであれば、セカ
ンダリ IDE のスレーブとして構成することはできません。
1. ゲスト OS をインストールする RAW パーティションを確認します。

インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、OS をイン
ストールすることができるパーティションの種類を確認してください。
例えば、DOS、Windows 95、Windows 98 のような OS は最初のプライ
マリパーティションにインストールする必要がありますが、Linux のよ
うにドライブのあらゆる場所のプライマリや拡張パーティションにイ
ンストールできるものもあります。

ゲスト OS が使用する適切な RAW パーティション / ディスクを確認し
ます。その RAW パーティションが Windows ホストにマウントされて
いないか、その他の OS に使用されていないかを確認してください。ま
た、該当する RAW パーティション / ディスクに後で必要となるデータ
が保存されていないことを確認してください。そのようなデータが存
在する場合は、この時点でバックアップを作成してください。

2. [ 新規仮想マシンウィザード ] ([ ファイル ] - [ 新規仮想マシン ]) を表示
して、[ カスタム ] を選択します。 
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3. ディスクの選択画面で [ 物理ディスクを使用 ] を選択します。

4. ドロップダウンリストから使用する物理ハードディスクを選択します。
ディスク全体を使用するのか、あるいはディスクの特定のパーティ
ションのみを使用するのかを指定してから、[ 次へ ] をクリックします。

5. ステップ 4 で [ 個々のパーティションを使用 ] を選択した場合、仮想マ
シンで使用するパーティションを指定してください。[ 全ディスクを使
用 ] を選択した場合、この選択画面は表示されません。

[ 次へ ] をクリックします。
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6. ゲスト OS をインストールするパーティションを、ホストからアンマッ
プします。

注意 : Windows 環境で同時にマウントされるパーティションの変更
を仮想マシンに許可すると、ディスクが破損する可能性があります。
ホストが Windows を実行中に仮想マシンとゲスト OS がその RAW
ディスクパーティションにアクセスするため、ホストがマウントして
いるパーティションや別の仮想マシンに使用されているパーティショ
ンを仮想マシンが変更できないようすることが非常に大切です。この
問題を回避するには、仮想マシンに使用する RAW ディスクパーティ
ションがホストに使用されていないことを確認してください。 

Windows NT ホスト：ディスクアドミニストレータ（[ スタート ] - [ プ
ログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ディスクアドミニストレータ ]) を使用しま
す。まずゲスト OS がインストールされているパーティションを選択し
ます。次に [ ツール ] - [ ドライブ文字の割り当て ] を選択します。表示
された画面で該当するパーティションに対して [ ドライブ文字を割り当
てない ] を選択してから [OK] をクリックします。 その場でアンマップが
実行されます。

Windows Server 2003/XP/2000 ホスト：ディスクの管理（[ スタート ] - [
設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] - [ コンピュータの管理 ] - 
[ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]) を使用します。アンマップしたいパー
ティションを選択し、[ 操作 ] - [ すべてのタスク ] - [ ドライブ文字とパ
スの変更 ] を選択して [ 削除 ] ボタンをクリックします。

7. デフォルトの構成オプションを変更する場合は、仮想マシン設定 ([VM] 
- [ 設定 ]) を使用します。例えば、ゲスト OS に割り当てられるメモリ
サイズを変更できます。

8. これで、仮想マシン用に構成した RAW ディスクにゲスト OS をインス
トールする準備ができました。詳しくは、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」の各ゲスト
OS に関するインストール注記を参照してください。
201



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
Linux ホストの構成
1. ゲスト OS をインストールする RAW パーティションを確認します。

インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、OS をイン
ストールすることができるパーティションの種類を確認してください。
例えば、DOS、Windows 95、Windows 98 のような OS は最初のプライ
マリパーティションにインストールする必要がありますが、Linux のよ
うにドライブのあらゆる場所のプライマリや拡張パーティションにイ
ンストールできるものもあります。

ゲスト OS が使用する適切な RAW パーティション / ディスクを確認し
ます。その RAW パーティションが Linux ホストにマウントされていな
いか、その他の OS に使用されていないかを確認してください。また、
該当する RAW パーティション / ディスクに後で必要となるデータが保
存されていないことを確認してください。そのようなデータが存在す
る場合は、この時点でバックアップを作成してください。

2. パーティションに OS がマウントされるていないかを確認します。仮想
マシンに使用させる予定の既存のディスクパーティションに Linux がマ
ウントされていないことを確かめてください。

3. デバイスのグループメンバの権限あるいはデバイスの所有者の権限を
設定します。

マスタ RAW ディスクデバイスは、VMware Workstation を実行するユー
ザーから読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。ほと
んどのディストリビューションでは、RAW デバイス（IDE RAW など）
には「disk」というグループ ID が割り当てられています。この場合、
VMware Workstation のユーザーを「disk」グループに追加することが
できます。別のオプションとして、デバイスの所有者を変更すること
も可能です。 オプションの選択を行う際には、セキュリティーを十分に
考慮してください。 

VMware Workstation ユーザーに OS やブートマネージャを含むすべて
の /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を付与しておき、
VMware Workstation の RAW ディスク構成ファイルでアクセス権を制御
する方法をお勧めします。こうすれば、OS をブートするのに必要な構
成ファイルやその他のファイルにブートマネージャがアクセスするこ
とができます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS
をブートする際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る必要が
あります。 
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4. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [[New Virtual Machine]) を実行し、
[Custom] を選択します。

5. [Select a Disk] パネルでは [Use a physical disk] を選択します。 

6. 使用する予定の RAW ディスクに既に複数のパーティションが存在する
場合、特定の OS（DOS、Windows 95、Windows 98）は最初のプライ
マリパーティションにインストールする必要がありますので注意して
ください。

注意 : Linux ホストが同時にマウントしているパーティションを仮想
マシンが変更できるように設定すると、そのパーティションが破損し
てしまう可能性があります。ホストが Linux を実行中に仮想マシンとゲ
スト OS が既存のパーティションへアクセスするため、Linux がマウン
トしている、あるいは別の仮想マシンが使用しているパーティション
を仮想マシンが変更できないようすることが非常に大切です。

この問題を回避するには、仮想マシンに使用する RAW ディスクパー
ティションがホストに使用されていないことを確認してください。 

7. これで、仮想マシン用に構成した RAW ディスクにゲスト OS をインス
トールする準備ができました。詳しくは、弊社 Web サイトか [Help] メ
ニューから「VMware ゲスト OS インストールガイド」の各ゲスト OS
に関するインストール注記を参照してください。
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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。これは、マルチプロセッサのホストマシン
上で IDE 仮想ディスクを使った VMware Workstation 仮想マシンで発生しま
す。この I/O 問題は仮想マシンのブート時に特に顕著です。

注意 : Windows NT ゲスト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。詳しくは、「ホストコンピュー
タの構成と管理 (P.333)」を参照してください。

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あります。

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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - 
[Settings]) 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。このオプションを有効にするには、Service Pack 6a を仮想マシンにイン
ストールしなければなりません。Microsoft のウェブサイト
(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 [Enabled]
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 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。
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仮想マシンの状態を保存
VMware Workstation 4 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。ここでは、それぞれの機能を解説し、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します。

･ サスペンドとレジュームの使用 (P.207)
･ スナップショットの使用 (P.209)

･ スナップショットが記録する内容 (P.210)
･ スナップショットの設定 (P.210)
･ 仮想マシンの設定変更時にスナップショットを更新 (P.212)
･ スナップショットの削除 (P.212)
･ スナップショット利用のシナリオ (P.212)
･ スナップショットとレガシーディスクモード (P.213)
･ スナップショットと反復レジューム (P.214)
･ スナップショットと旧式の仮想マシン (P.214)
･ スナップショットと仮想マシンのハードディスク (P.215)
･ スナップショットとその他の仮想マシンのアクティビティ (P.215)
www.vmware.com206



第 8 章  製品の紹介とシステム要件
サスペンドとレジュームの使用
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
ショットを設定してください。詳しくは「スナップショットの使用 (P.209)」
を参照してください。

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したデー
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る傾向にあります。 

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 Workstation のツールバーにある [ サスペンド ] または
[Suspend] をクリックします。

3. VMware Workstation がサスペンドを完了したら、VMware Workstation
を終了することができます。

[ ファイル ] - [ 終了 ]（Windows ホスト）
[File] - [Exit]（Linux ホスト）
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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 Workstation を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択しま
す。 

2. VMware Workstation のツールバーにある [ レジューム ] または
[Resume] ボタンをクリックします。

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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スナップショットの使用
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
戻りたい場合に効果的です。

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。詳しくは「サスペンドとレジュームの使用 
(P.207)」を参照してください。

仮想マシンのスナップショットは必要に応じて設定し、いつでもそのスナッ
プショットの状態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。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。 

注意 : 旧式の仮想マシン（VMware Workstation 3 で作成された仮想マシン
で、新しい VMware Workstation 4 の仮想ハードウェアを使用するように
アップグレードされていないもの）を使用している場合、スナップショット
を作成する前に仮想マシンをオフにする必要があります。スナップショット
機能は、 VMware Workstation 4 で仮想マシンを少なくとも一回実行しなけれ
ばご利用いただけません。仮想ハードウェアのアップグレードに関しては、

「VMware Workstation のアップグレード (P.45)」を参照してください。
スナップショットに戻ると、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 Workstation のツールバーにある [ スナッ
プショット ] と [ 復元 ] ボタンまたは [Snapshot] と [Revert] ボタンを使って
行います。

スナップショットは、好きな時に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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スナップショットが記録する内容
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録
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、このような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。

注意 : 特殊な目的を持つ構成では、スナップショットに仮想マシンのディ
スクが含まれないように設定する必要があるかもしれません。特定のディス
クがスナップショットに含まれないようにするには、[VM] - [ 設定 ] または
[VM] - [Settings] を選択し、除外したいドライブを指定してから [ 詳細 ] また
は [Advanced] をクリックします。詳細設定画面で [ 独立 ] または
[Independent] を選択してください。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 (Persistent) ー 変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれま

す。スナップショットまで戻っても、通常モードの独立ディスクに
行った変更は全てそのまま残されます。

･ 読み取り専用 (Nonpersistent) 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。

スナップショットの設定
仮想マシンをオフにした時のスナップショットの処理オプションを設定する
ことも可能です。[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 ] の選択肢から 1 つを選択するか（Windows ホス
ト）または [Edit] - [Virtual Machine Settings] - [Options] - [Snapshot] を選択
し、[When powering off] の選択肢から 1 つを選択してください。
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パワーオフ時のオプションは、次の 4 つです。 

･ スナップショットを変更しない ー スナップショットをそのまま残しま
す。

･ 保存されているスナップショットまで戻る ー 仮想マシンが常に同じ状
態からスタートするように、仮想マシンの状態をスナップショットま
で戻します。スナップショットまで戻ると、行った変更は破棄されま
す。

･ スナップショットを更新する ー 仮想マシンをオフにする直前に仮想マ
シンのスナップショットが新しく作成され、既存のスナップショット
は上書きされます。

･ 選択画面を表示 ー仮想マシンをオフにする度に、スナップショットの
オプションを選択する画面が表示されます。

仮想マシンにスナップショットが設定されていない場合、[ スナップショッ
トを無効にする ] または [Disable snapshots] を選択すれば、スナップショッ
ト機能を無効にすることができます。スナップショットが設定されている時
にスナップショット機能を無効にするには、まず VMware Workstation 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 ] または
[Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択してください。次に仮想マシン設定
に戻って、[ スナップショットを無効にする ] または [Disable snapshots] を
選択します。

新しいスナップショットが作成されないようにするには、[ このスナップ
ショットをロックする ] または [Lock this snapshot] を選択してください。
211



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
仮想マシンの設定変更時にスナップショットを更新
仮想マシン設定の設定を変更した場合、スナップショットの状態まで戻って
も新しい設定が維持されるように、スナップショットを更新する必要がある
かもしれません。これには、仮想マシン設定の下部にある [ 設定変更後、ス
ナップショットを更新 ] または [Update the snapshot after changing settings]
を選択するのが最も便利な方法です。

このオプションが選択されている時に仮想マシン設定で [OK] をクリックす
ると、VMware Workstation が仮想マシンのスナップショットを更新します。
スナップショットが更新されないようにするには、[ キャンセル ] または
[Cancel] をクリックするか、[OK] をクリックする前に [ 設定変更後、スナッ
プショットを更新 ] または [Update the snapshot after changing settings] の
選択を解除してください。

スナップショットの削除
仮想マシンがオフであれば、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しても仮想マシンのデータが破壊される訳
ではありません。スナップショット設定以降に行った変更がすべて適用さ
れ、今後も仮想マシンの実行中の変更が恒久的に反映されるというだけで
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が
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オ
フにします。次に VMware Workstation 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 ] または [Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択し
ます。

スナップショット利用のシナリオ
次のシナリオは、スナップショットの最も一般的な利用方法を示したもので
す。

スナップショットを設定しない場合
スナップショットを設定しない場合、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利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 ] または [Snapshot] - 
[Remove Snapshot] を選択します。
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リスクの大きい変更を行なう場合
仮想マシン内でリスクの大きな変更（例えば新しいソフトウェアのテストや
ウィルスの検証）を行なう予定であれば、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 ] または [Revert] 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、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
ショットは一度に一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、データが失われる訳ではありません。

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
仮想マシンをオフにすると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 ] から、[ 保存されているスナップショットま
で戻る ] を選択するか（Windows ホスト）、[VM] - [Settings] - [Options] - 
[Snapshot] を選択し、[When powering off] から [Revert to snapshot] を選択
してください（Linux ホスト）。 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レガシーディスクモード
旧バージョンの Workstation で使用されていたディスクモードに慣れている
場合、以下の方法でスナップショットを使用すれば、各ディスクモードと同
様の機能を実現することが可能です。

･ 通常（Persistent）モード ー スナップショットを設定しないでくださ
い。

･ 取り消し可能（Undoable）モード ー セッションの開始時にスナップ
ショットを設定します。スナップショットに戻れば、セッション中に
行なった変更は全て破棄されます。セッション終了時に新しくスナッ
プショットを設定すれば、セッション中の変更が反映されます。セッ
ション中の変更を適用せずに、そのまま保留しておくには、既存のス
ナップショットをそのまま残しておきます。

･ 読取り専用（Nonpersistent）モード ー 仮想マシンを希望する状態に設
定します。仮想マシンをオフにしてから、スナップショットを設定し
てください。次に [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 ] から [ 保存されているスナップ
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ショットまで戻る ] を選択するか（Windows ホスト）、[VM] - [Settings] 
- [Options] - [Snapshot] を選択し、[When powering off] から [Revert to 
snapshot] を選択してください（Linux ホスト）。 

注意 : 旧バージョンの VMware Workstation では、ディスクモードはディス
ク毎に個別に設定しなければなりませんでした。VMware Workstation 4 で導
入されたスナップショットは、仮想マシンに接続されている全ディスクを含
む仮想マシン全体にデフォルトで適用されます。

スナップショットと反復レジューム
旧バージョンの Workstation で使用されていた反復レジュームでは、サスペ
ンド状態の仮想マシンを繰り返し同じ状態からレジュームすることができま
した。スナップショットでも、同様の機能を実現することができます。仮想
マシンを実行し、希望する状態に設定してからサスペンドします。次にス
ナップショットを設定してください。[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナッ
プショット ] の [ パワーオフ時をした時 ] から [ 保存されているスナップ
ショットまで戻る ] を選択するか（Windows ホスト）、[VM] - [ Settings] - 
[Options] - [Snapshot] の [When powering off] から [Revert to snapshot] を選
択してください（Linux ホスト）。

スナップショットと旧式の仮想マシン
旧式の仮想マシン（VMware Workstation 3 で作成されており、新しい
VMware Workstation 4 の仮想ハードウェアを使用するようにアップグレード
されていない仮想マシン）を使用しており、そのディスクが取り消し可能
(Undoable) モードか読み取り専用 Nonpersistent) モードの場合、スナップ
ショットが設定されています。通常 (Persistent) モードのディスクの場合は
スナップショットが設定されていません。それぞれ次のオプションが利用可
能です。

･ 通常（Persistent）モード ー スナップショットが設定されていません。
仮想マシンがオフの状態であればいつでもスナップショットを設定で
きます。

･ 取り消し可能（Undoable）モード ー スナップショットが設定されてい
ます。仮想マシンがオフの状態であれば、このスナップショットを更
新したり削除したりすることができます。

･ 読取り専用（Nonpersistent）モード ースナップショットが設定されて
います。さらに仮想マシン設定では、仮想マシンがオフにされる度に
スナップショットまで戻るように設定されています。仮想マシンがオ
フの状態であれば、このスナップショットを更新したり削除したりす
ることができます。また仮想マシンがオフの状態であれば、仮想マシ
ンコントローパネルの設定を変更することも可能です。 
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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次のアクションが
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た変更は、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。これは、VMware Workstation 3 でディス
クに変更を適用させる場合と類似しています。

･ 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。これは、VMware Workstation 3 で
ディスクへの変更を破棄する場合と類似しています。

･ 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その他の仮想マシンのアクティビティ
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、特にそれが実務環境で
あれば、潜在的な問題も大きくなります。

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とします。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する場合を考えて
みてください。そこでスナップショットまで戻ると、トランザクションが開
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始されているけれども適用されていない時は特に、データベースが混乱する
ことが予想されます。
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仮想ネットワークの構成
VMware Workstation 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 ]（Windows がホストの場合）または [New 
Virtual Machine Wizard]（Linux がホストの場合）で [ 標準 ] または [Typical]
セットアップ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 (Bridged) ネットワークを設定します。一方、[ カスタム ] ま
たは [Custom] セットアップを選択すれば、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 ) 、ホストオンリー (Host-
only) ネットワークのいずれか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。

仮想マシン設定 (Virtual Machine Settings) や仮想ネットワークエディタ
（Windows ホストの場合）を使って、あるいはホストマシン上で必要な設定
を行えば、特殊な構成をセットアップすることも可能です。

Windows がホストの場合、VMware Workstation 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。
Linux がホストの場合、 VMware Workstation のインストール時に Bridged 
ネットワークと Host-only ネットワークを仮想マシンで利用できるように指
定すれば、全コンポーネントが読み込まれます。

この章では、最初に VMware Workstation が提供する仮想ネットワークコン
ポーネントを簡単に紹介し、仮想マシンでの使用方法を説明します。その後
は、ネットワークオプションや特殊な構成に関する詳しい説明を行います。

･ 仮想マシンのネットワーク用コンポーネント (P.220)
･ 一般的なネットワーク構成 (P.222)

･ ブリッジ (Bridged) ネットワーク (P.222)
･ NAT( ネットワークアドレス変換 ) (P.224)
･ ホストオンリー (Host-only) ネットワーク (P.225)

･ カスタム ネットワーク構成 (P.227)
･ ネットワーク構成の変更 (P.230)

･ 仮想ネットワークアダプタの追加と変更 (P.230)
･ Windows ホストでブリッジネットワークオプションを構成 (P.231)
･ ホスト仮想アダプタの有効 / 無効化、追加及び削除 (P.235)

･ ネットワーク構成 上級編 (P.239)
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･ ホストオンリー (Host-only) ネットワークや NAT 構成で IP アドレス
を指定 (P.239)

･ ホストオンリー (Host-only) ネットワークでの IP パケットの 漏洩の回
避 (P.242)

･ 仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更 (P.244)
･ Linux ホスト上での Host-only ネットワーク向けルーティング情報の

管理 (P.247)
･ Linux ホスト上の Host-only ネットワークに関するその他の潜在的な

問題点 (P.247)
･ Linux ホストで２番目の Bridged ネットワークインターフェイスを設

定 (P.249)
･ ２つの異なるホストオンリー (Host-only) ネットワークの設定 (P.249)
･ 2 つのホストオンリー (Host-only) ネットワーク間のルーティング 

(P.253)
･ Linux ホスト上でプロミスキャスモードを使用して仮想イーサネット

アダプタを使用 (P.258)
･ NAT の概念 (P.259)

･ NAT の利用 (P.259)
･ ホストコンピュータと NAT ネットワーク (P.260)
･ NAT ネットワーク上の DHCP (P.260)
･ NAT ネットワーク上の DNS (P.260)
･ NAT ネットワークから外部へアクセス (P.261)
･ NAT 構成 上級編 (P.262)
･ Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成 (P.265)
･ NAT を使用する際の注意点 (P.266)
･ NetLogon で NAT を使用 (P.267)
･ Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル (P.269)

･ Linux ホストで Samba を使用 (P.271)
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仮想マシンのネットワーク用
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 Workstation 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、ホストオンリーは デフォルトで VMnet1 を、NAT ネットワークはデ
フォルトで VMnet8 を使用します。このスイッチは、標準の NAT 構成で使
用されます。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 (Virtual Machine 
Settings) 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マシン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 Workstation のインストール時に読み込まれます（Linux
がホストの場合、仮想マシンで Bridged ネットワークが使用できるように選
択する必要があります）。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設定されます。

ホストコンピュータの複数の物理イーサネットアダプタに接続する特殊な構
成では、仮想ブリッジを追加設定することが可能です。

ホスト仮想アダプタ ー  ホスト仮想アダプタは仮想イーサネットアダプタ
です。 Windows ホストでは「VMware 仮想イーサネットアダプタ」、Linux ホ
ストでは「Host-only Interface」という名でホスト OS に認識されます。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ホストオンリー構成と NAT 構成で使用され
ます。

ホストコンピュータに特殊なソフトウェア（例えばプロキシサーバ）を設定
してホスト仮想アダプタを物理ネットワークアダプタに接続しない限り、こ
のアダプタは外部ネットワークに接続されません。
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ホスト仮想アダプタを作成するソフトウェアは、VMware Workstation のイ
ンストール時にインストールされます（Linux がホストの場合、仮想マシン
での Host-only ネットワークの使用を有効にする必要があります）。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
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 Workstation のインストール時に自動的にセット
アップされます（Linux がホストの場合、仮想マシンで NAT が使用できるよ
うに選択する必要があります）。

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、
ホストオンリーや 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。

ネットワークアダプタ ー  [ 新規仮想マシンウィザード ]（Windows がホス
トの場合）や [New Virtual Machine Wizard]（Linux がホストの場合）で、ど
のネットワークタイプを指定して仮想マシンを作成しても、仮想ネットワー
クアダプタが１つ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 ] （Windows ホスト）、 [New Virtual 
Machine Wizard] （Linux ホスト）または仮想マシン設定 （Windows / Linux
ホスト）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。

以下の各例では 1 台の仮想マシンしか使用していませんが、同じ仮想イー
サネットスイッチに複数の仮想マシンを接続することができます。
Windows がホストの場合、1 つの仮想スイッチに接続できる仮想ネット
ワークデバイスの数には制限がありません。Linux ホストでは、最大 32 の
デバイスを接続できます。

ブリッジ (Bridged) ネットワーク

ブリッジネットワークは、ホスト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 ] を選択するか（Windows ホスト）、[New VIrtual Machine 
Wizard] で [Use bridged networking] を選択すると（Linux ホスト）、 あるいは
これらのウィザードで [ 一般 ] または [Typical] セットアップを選択すると、
自動的にセットアップされます。Linux ホストでは、VMware Workstation の
インストール時に Bridged ネットワークのオプションを有効にしていない
と、このネットワークオプションを選択できません。

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、
一般的にこのオプションは仮想マシンをネットワークにアクセスさせる最も
簡単な方法です。Windows ホストでは、ブリッジネットワークを利用して
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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。Linux ホス
トでは、Bridged ネットワークで接続できるのは有線ネットワークに限られ
ます。

ブリッジネットワークを使用する場合、仮想マシンはそのネットワークに独
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、各ユー
ザーの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 OS に手作業で設定するかのどちらかです。

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
ができますし、ネットワーク上の他のマシンも仮想マシンを物理コンピュー
タと認識して接続します。

複数の OS をブートするように設定されたホストコンピュータで、その OS
の内 1 つ以上を仮想マシンから実行する場合、各 OS に独自のネットワーク
アドレスを構成する必要がありますので注意してください。複数の OS を
ブートする場合、ユーザーが一度に 1 つの OS しか実行しないと想定して、
すべてのシステムに同じアドレスを割り当ててしまうことがよくあります。
仮想マシンでこれらの OS を 1 つ以上実行する場合、上記の想定は当てはま
らなくなります。

[ 新規仮想マシンウィザード ] （Windows ホスト）か [New Virtual Machine 
Wizard] （Linux ホスト）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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) 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.230)」を参照してください。
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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 ] セットアップで
[NAT を使用 ] を選択するか（Windows ホスト）、[New Virtual Machine 
Wizard] の [Custom] セットアップで [Use network address translation] を選択
すると（Linux ホスト）、 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 オプションでは、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 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 オプションを選
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、
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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
トの構成では、外部ネットワークのコンピュータから仮想マシンに接続を開
始することはできません。つまり、デフォルトの構成では、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 ] （Windows ホスト）か [New Virtual Machine 
Wizard] （Linux ホスト）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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) 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.230)」を
参照してください。

ホストオンリー (Host-only) ネットワーク

ホストオンリーネットワークは、ホストコンピュータ内部で完結するネットワークを作成します。

ホストオンリーネットワークは、[ 新規仮想マシンウィザード ] （Windows
ホスト）で [ ホストオンリーネットワークを使用 ] を選択するか、[New 
Virtual Machine Wizard]（Linux ホスト）で [Use Host-Only Networking] を選
択すると、 自動的にセットアップされます。 Linux ホストでは、VMware 
Workstation のインストール時に Host-only ネットワークのオプションを有
効にしていないと、このネットワークオプションを選択できません。

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通信を実現しま
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
合に非常に便利です。
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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 ] （Windows ホスト）か [New Virtual Machine 
Wizard] （Linux ホスト）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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - Settings]) 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.230)」を参照してください。

ルーティング及び
接続共有
･ホストコンピュータ
に適切なルーティン
グソフトウェアまた
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
ピュータの実際の
ネットワークアダプ
タとを接続すること
ができます。 これに
よって、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
に接続することが可
能です。

･Windows 2000/XP/
Server 2003 ホスト
では、ホストオン
リーネットワークを
Windows のイン
ターネット接続共有
機能と併用すれば、
仮想マシンでホスト
のダイヤルアップ
ネットワーク接続等
のインターネット接
続を利用することが
可能です。インター
ネット接続共有機能
に関する詳しい情報
は、該当する
Windows のドキュ
メントを参照してく
ださい。
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カスタム ネットワーク構成
VMware Workstation が提供する仮想ネットワークコンポーネントを使用す
れば、高度な仮想ネットワークを構築することができます。このような仮想
ネットワークは、外部ネットワークに接続することも、ホストコンピュータ
上で完全に独立して実行することも可能です。

仮想ネットワークをカスタム化するためにネットワークコンポーネントを設
定する作業は、分かりやすいプロセスです。複雑な仮想ネットワークをセッ
トアップする前に、ホストとゲスト OS にネットワークデバイスをどのよう
に構成するかをよく理解しておいてください。

次のサンプル構成は、仮想ネットワークで可能なデバイスの多様な組合せを
示したものです。これ以外のカスタム構成は「ネットワーク構成 上級編 
(P.239)」と「NAT の概念 (P.259)」で解説を行います。

このカスタム構成では、Web サーバをファイアウォールで外部ネットワークに接続しています。
システム管理者のマシンは、2 番目のファイアウォールを使って Web サーバに接続可能です。
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この構成をセットアップするには、4 台の仮想マシンを作成し、 仮想マシン
設定を使用して仮想マシンの仮想イーサネットアダプタの設定を調整しま
す。 また、各仮想マシンに適当なゲスト OS とアプリケーションをインス
トールし、それぞれに必要なネットワーク設定を行う必要があります。 

1. [ 新規仮想マシンウィザード ] （Windows がホストの場合）か [New 
Virtual Machine Wizard] （Linux がホストの場合）を使って 4 台の仮想
マシンを構成します。

最初の仮想マシンは、ホストのイーサネットアダプタを使って外部
ネットワークに接続できるように、ブリッジ (Bridged) ネットワークを
選択します。

残り 3 台の仮想マシンは、ネットワーク接続なしに構成してください。
仮想イーサネットアダプタは後で設定します。

2. VMware Workstation を起動し、仮想マシン 1 を開きます。この時、仮
想マシンをオンにしないでください。

仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使い、「ネット
ワーク構成の変更 (P.230)」の手順に従って 2 番目の仮想ネットワーク
アダプタを追加します。 2 番目のアダプタを [ カスタム ] または
[Custom] (VMnet2) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。

3. VMware Workstation が実行中でなければ起動してください。 仮想マシ
ン 2 を開きます。この時、仮想マシンをオンにしないでください。

仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って、仮想
ネットワークアダプタを追加します。アダプタを [ カスタム ] または
[Custom] (VMnet2) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。

4. VMware Workstation が実行中でなければ起動してください。 仮想マシ
ン 3 を開きます。この時、仮想マシンをオンにしないでください。

仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って、仮想
ネットワークアダプタを追加します。アダプタを [ カスタム ] または
[Custom](VMnet2) に接続します。

仮想マシン設定を使って、2 番目の仮想ネットワークアダプタを追加し
ます。アダプタを [ カスタム ] または [Custom](VMnet3) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。

5. VMware Workstation が実行中でなければ起動してください。 仮想マシ
ン 4 を開きます。この時、仮想マシンをオンにしないでください。
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仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って、仮想
ネットワークアダプタを追加します。アダプタを [ カスタム ] または
[Custom](VMnet3) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。

6. VMnet2 と VMnet3 で使用するネットワークアドレスを決定します。

注意 : Windows ホストでは、ネットワークアドレスを手作業で設定す
る代わりに、 Workstation の DHCP サーバを利用することができます。
[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [DHCP] を選択し、仮想 DHCP
サーバがサービスを提供する仮想ネットワークのリストに VMnet2 と
VMnet3 を追加します。この場合、引き続きステップ９の作業を行って
ください。
Windows がホストの場合、ホストでコマンドプロンプトを表示して、 
ipconfig /allを実行します。各仮想アダプタが使用しているネット
ワークアドレスを書きとめておいてください。

Linux がホストの場合、コンソールかホストのターミナルウィンドウで 
ifconfigを実行します。各仮想スイッチが使用しているネットワーク
アドレスを確認してください。

7. VMware Workstation をスタートし、各仮想マシンを順に起動してゲス
ト OS をインストールします。

8. 各ゲスト OS でネットワークを構成します。 

仮想マシン 1 のブリッジイーサネットアダプタには、外部ネットワー
クへの接続に必要なネットワーク設定を使用します。仮想マシンが外
部ネットワーク上の DHCP サーバから IP アドレスを割り当てられる場
合、デフォルトの設定で動作します。

仮想マシン 1 の 2 番目のイーサネットアダプタには、 VMnet2 で使用す
る範囲内の IP アドレスを手作業で割り当てます。

仮想マシン 2 には、VMnet2 で使用する値域内の IP アドレスを割り当
てます。

仮想マシン 3 では、ネットワークアダプタは VMnet2 と VMnet3 に接続
しています。接続している仮想ネットワークで使用する値域内の IP ア
ドレスを各アダプタに割り当てます。

仮想マシン 4 には、VMnet3 で使用する値域内の IP アドレスを割り当
てます。

9. 各仮想マシンに必要なアプリケーションソフトウェアをインストール
してください。
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ネットワーク構成の変更
仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) 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はオフにしておきます。

2. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を起動します。

3. [ 追加 ] または [Add] をクリックします。

4. [ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware] ウィザードが表示されます
ので、[ ネットワークアダプタ ] または [Network Adapter] を選択してか
ら [ 次へ ] または [Next] をクリックします。

5. [ ブリッジ ]、[NAT]、[ ホストオンリー ]、[ カスタム ] または [Bridged]、
[NAT]、[Host-only]、[Custom] 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. [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合は、使用する VMnet ネッ
トワークをドロップダウンリストから選択します。

注意 : VMnet0、VMnet1 及び VMnet8 もリストから選択できますが、通
常これらは順にブリッジ、ホストオンリー及び NAT 構成に使用されま
す。これらのスイッチをカスタム構成で使用するには、特別な手順が
必要です。他のスイッチを選択することをお勧めします。

7. [ 完了 ] または [Finish] をクリックすると、新しいアダプタが追加され
ます。
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8. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。

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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を開きます。

2. 変更するアダプタを選択します。

3. [ ブリッジ ]、[NAT]、[ ホストオンリー ]、[ カスタム ] または [Bridged]、
[NAT]、[Host-only]、[Custom] 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. [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合は、そのネットワークで使
用する VMnet 仮想ネットワークをドロップダウンリストから選択しま
す。

5. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を終了します。

6. 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、リースを解放してから取得してください。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。

Windowsホストでブリッジネットワークオプションを構成
ホストからブリッジネットワークの設定を表示、変更することが可能です。
この操作によって、 ホストでブリッジネットワークを使用する全仮想マシン
の設定が変更されます。

次の手順で、ホスト上のどのネットワークアダプタをブリッジネットワーク
に使用するか指定することができます。特定のネットワークアダプタを特定
の仮想ネットワーク (VMnet) にマッピングすることが可能です。

1. VMware Workstation のウィンドウを表示します。

2. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

仮想ネットワークエディタが、[ 全般 ] タブがアクティブな状態で表示
されます。
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3. デフォルトで、VMnet0 仮想ネットワークはブリッジモードに設定され
ており、ホストコンピュータ上で有効なイーサネットアダプタの 1 つ
にブリッジ接続されます。

使用されるアダプタは自動的に選出されます。[ 自動ブリッジ ] タブの
オプションを使えば、選択されるアダプタを制限できます。

（VMware Workstation でホストオンリーネットワークや NAT が有効に
なっている場合、それぞれ VMnet1 と VMnet8 がデフォルトの仮想ネッ
トワークとして表示されます。）

4. VMnet0 がブリッジ接続を試みるアダプタの一覧から特定の物理イーサ
ネットアダプタを削除し、接続されないようにするには、[ 自動ブリッ
ジ ] タブをクリックします。[ 追加 ] をクリックして該当するアダプタ
を除外するデバイスの一覧に登録すれば、そのイーサネットアダプタ
は接続対象から除外されます。
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[ ネットワークアダプタ選択 ] ダイアログで除外するアダプタを選択し、
[OK] をクリックします。

除外アダプタの一覧から特定のアダプタを削除して接続可能にするに
は、一覧から該当するアダプタ名を選択して [ 削除 ] をクリックします。

5. 物理イーサネットアダプタを VMnet2 ～ VMnet7 の仮想スイッチ上のブ
リッジネットワーク向けに使用するように指定する場合は [ ホスト仮想
ネットワーク割り当て ] タブをクリックします。使用する仮想スイッチ
名の横にあるドロップダウンリストから、アダプタを選択します。

注意 : ブリッジアダプタのマッピングを変更する際には、注意が必要
です。物理イーサネットアダプタを別の仮想ネットワークに割り当てる
と、元のネットワークを使用していた仮想マシンは、そのネットワーク
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を使用したネットワーク接続を失うことになります。 この場合、影響を受
ける各仮想マシンのネットワークアダプタの設定を個別に変更しなけれ
ばなりません。特に、ホストに物理イーサネットアダプタが 1 つしか設
定されておらず、それを VMnet0 以外の VMnet に割り当て直した場合は、
問題が生じます。VMnet は依然として自動的に選択されたアダプタにブ
リッジ接続されているように見えますが、使用可能な唯一のアダプタが
別の VMnet に割り当てられているという事態が生じてしまうからです。

6. 仮想ネットワークのサブネット設定あるいは DHCP 設定を変更するに
は、構成したい仮想ネットワークの右側のボタンをクリックして、[ サ
ブネット ] か [DHCP] を選択します。

7. [ サブネット ] ダイアログでは、サブネットの IP アドレスやサブネット
マスクを変更することができます。

ここで指定するアドレスは、サブネットマスクでの使用に適した有効
なネットワークアドレスでなければなりません。 

デフォルトのサブネットマスクは 255.255.255.0（クラス C ネットワーク）
です。つまり、変更が必要なのは通常 IP アドレスの 3 番目の数字、例え
ば 192.168.x.0 や 172.16.x.0 の x の箇所だけです。一般的にサブネットマス
クは変更しないでください。カスタマイズされたサブネットマスクでは、
特定の仮想ネットワークサービスが正常に動作しないことがあります。 

ネットワークアドレスやサブネットマスクを変更すると、VMware 
Workstation はその仮想ネットワーク上の他のコンポネント（ DHCP、
NAT 及びホスト仮想アダプタ）向け IP アドレスの設定も自動的に、新
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しい設定を反映するように更新します。自動的に更新される設定には、
DHCP リースの範囲、DHCP サーバアドレス、NAT ゲートウェイアドレ
ス及びホスト仮想アダプタの IP アドレスが含まれます。ただし、これ
らの設定を一度デフォルトから変更すると、後でデフォルトに設定を
戻した場合でも、VMware Workstation はそれをカスタム設定とみなし、
その設定を自動更新しません。

8. [DHCP 設定 ] ダイアログでは、特定の仮想ネットワークで DHCP サー
バが提供する IP アドレスの範囲を変更することができます。また、仮
想ネットワーク上のクライアントに提供されるリースの有効期間を設
定することも可能です。

9. [VMware ネットワーク構成 ] ダイアログの各パネルで必要な変更をすべ
て行ったら、[OK] をクリックします。

ホスト仮想アダプタの有効 /無効化、追加及び削除
VMware Workstation をインストールすると、ホストオンリー (Host-only)
ネットワークと NAT ネットワークのそれぞれに接続するために必要な 2 つ
のネットワークアダプタがホスト OS の構成に追加されます。 

これらのアダプタを使用しない場合は、削除することができます
（Windows がホストの場合、削除する代わりにアダプタを無効にすることも
可能です）。余分なアダプタにもブロードキャストパケットが送信されるた
め、使用しないアダプタが存在すると、パフォーマンスが多少低下します。
Windows のネットワークを使用する時に、ネットワークの検索スピードが
通常より低下する可能性があります。また場合によっては、このようなアダ
プタがホストコンピュータのネットワーク構成に不正に干渉するかもしれま
せん。 
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Windows ホストでホスト仮想アダプタを無効にする

Windows 2000/XP/Server 2003 ホスト
仮想ネットワークエディタを使って不必要なアダプタを無効にします。 

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. 無効にしたいアダプタを選択します。

3. [ アダプタを無効にする ] をクリックしてください。

4. [OK] をクリックします。

Windows NT ホスト
ホスト OS のネットワークコントロールパネルを使って不必要なアダプタを
無効にします。

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

2. [ ネットワーク ] をダブルクリックします。

3. [ バインド ] タブをクリックします。

4. [ すべてのアダプタ ] を選択します。

5. 無効にしたい VMware 仮想イーサネットアダプタを右クリックします。
ホストオンリーネットワークは VMnet1 で、NAT ネットワークは
VMnet8 です。[ 無効 ] をクリックします。

Windows ホストからホスト仮想アダプタを無効にする
Windows ホストでホスト仮想アダプタを無効にするには、次の手順に従っ
てください。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
てください。

2. 無効になっているアダプタから有効にするものを選択してください。
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3. [ アダプタを有効にする ] をクリックします。

4. [OK] をクリックします。

Windows ホストでホスト仮想アダプタを追加する
Windows ホストでホスト仮想アダプタを追加するには、次の手順に従って
ください。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
てください。

2. [ 新しくアダプタを追加 ] をクリックします。

3. アダプタを使用する仮想ネットワークを選択し、[OK] をクリックします。

4. [ 適用 ] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを終了します。

6. Windows NT のみ : ホストコンピュータを再起動してください。

Windows ホストからホスト仮想アダプタを削除する
1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し

てください。

2. 削除するアダプタを選択して [ アダプタの削除 ] をクリックします。

3. [OK] をクリックします。

Linux ホストからホスト仮想アダプタを削除する
1. root の権限で VMware Workstation 構成プログラムを実行します。

su
vmware-config.pl
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2. 次のような質問が表示されます。
Do you want networking for your Virtual Machines? (yes/
no/help) [yes] 

仮想マシンでネットワークを引き続き使用したい場合は、[Yes] と回答
してから次の質問に進みます。

[No] と回答すると、すべてのネットワークが削除されます。

3. [Yes] と回答すると、ネットワーク構成の編集にウィザードとエディタ
のどちらを使用するか指定するように促すプロンプトが表示されます。
ここでエディタを選択してください。仮想ネットワークアダプタをす
べて消去することなく、その一部を削除するには、この方法しかあり
ません。
Would you prefer to modify your existing networking 
configuration using the wizard or the editor? (wizard/
editor/help) [wizard] editor

4. 既に構成されている仮想ネットワークの一覧が表示されます。無効に
したいアダプタに対応するネットワークを選択してください。
The following virtual networks have been defined:

. vmnet0 is bridged to eth0

. vmnet1 is a host-only network on subnet 172.16.155.0.

. vmnet8 is NAT network on a private subnet 172.16.107.0.

Which virtual network do you wish to configure? (0-99) 1

5. 仮想ネットワークを変更しないように促すプロンプトが表示されるこ
とがあります。それでも削除する場合は、質問に [Yes] と回答します。
The network vmnet1 has been reserved for a host-only 
network. You may change it, but it is highly recommended 
that you use it as a host-only network. Are you sure you 
want to modify it? (yes/no) [no] yes

6. 仮想ネットワークのタイプを聞かれますので、[None] を選択すると、
その仮想ネットワークが削除されます。
What type of virtual network do you wish to set vmnet1? 
(bridged,hostonly,nat,none) [hostonly] none
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ネットワーク構成 上級編
ホストオンリー (Host-only) ネットワークやNAT構成で
IP アドレスを指定
ホストオンリーネットワークは、プライベートな仮想ネットワークです。ホ
ストとホストオンリーネットワークに設定された仮想マシンはすべて、同じ
仮想スイッチを使ってこのネットワークに接続されます。 通常、このプライ
ベートネットワーク上のマシンはすべて TCP/IP プロトコルを使用しますが、
他のコミュニケーションプロトコルを使用することも可能です。 

NAT( ネットワークアドレス変換 ) 構成もプライベートなネットワークを使
用します。 これは TCP/IP ネットワークでなければなりません。NAT に構成
されている仮想マシンは、同じ仮想スイッチを使ってそのネットワークに接
続されます。ホストコンピュータもホスト仮想アダプタを使って NAT が使
用するプライベートネットワークに接続されます。

各仮想マシンとホストには、プライベートネットワーク上のアドレスを割り
当てる必要があります。これは、一般的には VMware Workstation が提供す
る DHCP サーバを使って行われます。このサーバは、ブリッジネットワー
クに常駐する仮想（または物理）マシンにはサービスを提供しませんので、
注意してください。

DHCP サーバが割り当てるものとは別のアドレスを一覧から「静的に」割り
当てることも可能です。

VMware Workstation のインストール時にホストオンリーネットワークを有
効にすると、その仮想ネットワークに使用するネットワーク番号が、未使用
のプライベート IP ネットワーク番号として自動的に選択されます。どの
ネットワークが使用されているかを確認するには、Windows がホストの場
合、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択し、該当する仮想ネット
ワークに割当てられているサブネット番号を確認します。Linux ホストで
は、ターミナルから ifconfigを実行してください。 

NAT 構成も、VMware Workstation のインストール時に自動的に選択される
未使用のプライベートネットワークを使用します。使用されているネット
ワークを確認するには、Windows がホストの場合、[ 編集 ] - [ 仮想ネット
ワークの設定 ] を選択して、どの仮想ネットワークに関連付けられているサ
ブネット番号をチェックしてください。Linux がホストの場合、ターミナル
から ifconfigを実行してください。 
239



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
DHCP を使った IP アドレスの割り当ては、静的にアドレスを割り当てる場
合に比べて、より多くのプロセスが自動的に実行されるため、簡単に行うこ
とができます。例えば、ほとんどの Windows の OS は、ブート時に DHCP
を使用するように最初から設定されています。このため、 Windows の仮想
マシンは最初にブートされた時からネットワークに接続することができ、特
別な構成作業を必要としません。ただし、仮想マシン同士の通信に IP アド
レスではなく名前を使いたい場合、プライベートネットワークにネーミング
規約かネームサーバ、あるいはその両方を設定しなければなりません。この
場合は、静的な IP アドレスを使用したほうが簡単かもしれません。

一般的に、頻繁にあるいは長期にわたって使用する仮想マシンには、静的な
IP アドレスを割り当てるか、仮想マシンに常に同じ IP アドレスを割り当て
るように VMware DHCP サーバを構成した方が便利です。 

Linux ホストで DHCP サーバを構成
Linux がホストの場合、VMnet1 の DHCP 構成ファイル (/etc/vmware/
vmnet1/dhcp/dhcp.conf )を編集してHost-only向けのDHCPサーバを構成
します。NAT ネットワーク向けの DHCP サーバを構成するには、VMnet8 の
構成ファイル (/etc/vmware/vmnet8/dhcp/dhcp.conf ) を編集します。

DHCP サーバ構成ファイル の編集には、特定の情報が要求されます。これ
らの情報は、DHCP サーバのドキュメントから直接収集することをお勧めし
ます。マニュアルページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8)を参照してくださ
い。 

Windows ホストで DHCP サーバを構成
Windows ホストでは、仮想ネットワークエディタ ([ 編集 ] - [ 仮想ネット
ワークの設定 ] - [DHCP]) を使って DHCP サーバの構成を行います。
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設定を変更したい仮想ネットワークを選択し、[ プロパティ ] をクリックし
ます。

必要な変更を行なったら、[OK] をクリックします。

IP アドレス割り当て方法の選択
長期にわたって使用する仮想マシンでなければ、DHCP に自動的に IP アド
レスを割り当てさせて構いません。 

ホストオンリーネットワークまたは NAT ネットワークごとに、利用可能な
IP アドレスが次ページの表に示される規約に従って分配されます。表の 
<net> は、ホストオンリーネットワークまたは NAT ネットワークに割り当
てられたネットワーク番号を指します。VMware Workstation は、ホストオ
ンリーネットワークと NAT ネットワークに対して常に クラス C アドレスを
使用します。
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ホストオンリー (Host-only) ネットワークでのアドレス利用

NAT ネットワークでのアドレス利用

ホストオンリー (Host-only) ネットワークでの IP パケットの 
漏洩の回避
ホストオンリーネットワークは本来、セットアップされたホストマシン内に
限定されるものです。つまり、このネットワーク上の仮想マシンが送信した
パケットは、ホストに接続されている物理ネットワークには「漏洩」しない
はずです。ただし、マシンがパケットの転送を行なっている場合は、パケッ
トの漏洩が発生する可能性があります。ホストマシンやホストオンリーネッ
トワークで稼動中の仮想マシンがパケットの漏洩を引き起こすように構成さ
れていることがあります。

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホストマシン 192.168.0.1 

 <net>.2-–<net>.127 静的アドレス 192.168.0.2–192.168.0.127 

 <net>.128–<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128–192.168.0.253

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254

 <net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホストマシン 192.168.0.1 

<net>.2 NAT デバイス 192.168.0.2

 <net>.3-–<net>.127 静的アドレス 192.168.0.3–192.168.0.127 

 <net>.128–<net>.253 DHCPが割り当て 192.168.0.128–192.168.0.253 

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 
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Windows がホストの場合
Windows NT やサーバ バージョンの Windows 2000 を使用しているシステム
は、そのシステム宛てに送信されていない IP パケットを転送することがで
きます。 ただし、このようなシステムは、デフォルトで IP パケット転送機能
が無効になっています。この問題は、Windows 2000 Professional、Windows 
XP Professional または Windows XP Home Edition がホストの場合は関係あり
ません。

Windows NT/ 2000 のホスト上に設定されたホストオンリーネットワークか
らパケットが漏洩しているのを発見した場合は、ホストマシンで転送機能が
有効になっていないか確認してください。有効になっている場合は、無効に
します。

Windows NT ホストの場合、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] -
[ ネットワーク ] を開きます。[TCP/IP] を選択して [ プロパティ ] をクリック
し、[ ルーティング ] タブをクリックします。チェックボックスの選択を解
除して、IP 転送を無効にします。

Windows 2000 あるいは Windows Server 2003 がホストの場合、[ スタート ] 
- [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ルーティングとリモートアクセス ] を開き
ます。左側のアイコンにはホスト名が記載されています。アイコンに緑の点
が付いていれば、IP 転送機能がオンになっています。オフにするには、ア
イコンを右クリックし、[ ルーティングとリモートアクセス ] を無効にしま
す。 すると赤い点が表示され、IP 転送機能は無効になります。

Windows 2000 Professional ユーザー：Windows 2000 管理ツールは
Windows 2000 Professional システムにはインストールされません。ただし、
Windows 2000 Server や Windows 2000 Advanced Server の CD-ROM から管
理ツールをインストールすることができます。

ローカルコンピュータに Windows 2000 管理ツールをインストールするに
は、次の手順に従ってください。

1. 使用する Windows 2000 Server ディスク上の i386フォルダを開きま
す。

2. adminpak.msiファイルをダブルクリックします。後は、Windows 
2000 管理ツールセットアップウィザードの指示に従ってください。

3. Windows 2000 管理ツールをインストールすれば、[ スタート ] - [ プロ
グラム ] - [ 管理ツール ] を選択することで、ほとんどのサーバ管理ツー
ルにアクセスすることができます。 
243



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
Linux がホストの場合
Linux ホスト上の Host-only ネットワークからパケットが漏洩している場合
は、ホストマシンで転送機能が誤って有効にされていないか確認してくださ
い。有効になっている場合は、無効にします。 

Linux システムの多くは、/proc/sys/net/ipv4/ip_forwardという特
殊なファイルに「０（ゼロ）」を書き込んで転送機能を無効にします。root
の権限で、次のコマンドを入力してください。

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

システム構成オプションで転送機能の設定を行うことができる Linux システ
ムもあります。設定方法は Linux ディストリビューションによって異なりま
す。カーネルをコンパイルする時にコントロールパネルを使って設定を行っ
たり、システムのブート時に指定値を入力したりします。使用中のディスト
リビューションでの設定方法に関する詳細は、OS が提供するドキュメント
を参照してください。

フィルタの使用
ホストコンピュータに複数のネットワークアダプタが構成されている場合、
システムが IP 転送を実行するように故意に設定されていることがあります。 
この場合は、転送機能をそのまま有効にしておく必要があるかもしれません。 
そのような場合は、パケットの漏洩を防ぐため、パケットフィルタ機能を有
効にして、ホストオンリーネットワークからパケットがホストコンピュータ
の外に送信されないように指定しなければなりません。パケットフィルタの
構成方法に関する詳細は、OS が提供するドキュメントを参照してください。

仮想マシンからの漏洩
仮想マシンからパケットが漏洩することもあります。例えば、仮想マシンで
ダイヤルアップネットワークのサポートを利用していて、パケット転送が有
効になっている場合、ホストオンリーネットワークの通信が ダイヤルアッ
プ接続を通じて漏洩することがあります。

漏洩を防止するには、必ずゲスト OS でパケット転送を無効にしてください。

仮想マシンのMACアドレスの維持と変更
仮想マシンをオンにすると、VMware Workstation は各仮想ネットワークア
ダプタにイーサネット MAC アドレスを自動的に割り当てます。MAC は、
メディアアクセスコントロール（media access control）の略称です。MAC
アドレスは、各イーサネット ネットワークデバイスに割り当てられる独自
のアドレスです。
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VMware Workstation では、仮想マシンにホストシステム内の独自の MAC ア
ドレスが必ず割り当てられます。ほとんどの場合、仮想マシンを移動した
り、その構成ファイルの特定の設定に変更を加えたりしない限り、同じ仮想
マシンにはオンにする度に同じ MAC アドレスが割り当てられます（仮想マ
シンの構成ファイルのパスとファイル名が同じでなければなりません）。

さらに、複数のホストシステム上で実行される仮想マシンに対しても自動的
に独自の MAC アドレスを割り当てようとしますが、必ずしも成功する訳で
はありません。

MACの変更を回避
特定の仮想マシンに自動的に割り当てられる MAC アドレスを変更したくな
い場合、仮想マシンの構成ファイルを移動しないでください。構成ファイル
を別のホストや同一ホスト上の別のロケーションに移動すると、MAC アド
レスが変更されてしまいます。

また、仮想マシン構成ファイルの特定の設定を変更することも避けてくださ
い。構成ファイルを手作業で編集せず、仮想イーサネットアダプタの削除も
行わなければ、設定は変更されません。 手作業で構成ファイルの編集を行う
場合は、次のオプションを削除、変更しないでください。

ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset
uuid.location
uuid.bios
ethernet[n].present

上記のオプションで [n]には仮想イーサネットアダプタの番号が入ります
（例：ethernet0）。 

注意 : 仮想イーサネットアダプタの MAC アドレスを維持するには、アダプ
タを削除しないように気を付けることも大切です。アダプタを削除してから
再び作成すると、異なる MAC アドレスが割り当てられる可能性がありま
す。

手作業でMACアドレスを割り当て
仮想マシンを移動しても、特定の仮想マシンには必ず同じ MAC アドレスが
割り当てられるようにしたい場合、あるいは ネットワークで接続された環
境内のすべての仮想マシンに確実に独自の MAC アドレスが割り当てられる
ようにしたい場合は、 VMware Workstation で自動的に割り当てる代わりに、
アドレスを手作業で割り当てることができます。
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手作業で仮想マシンに同じ独自の MAC アドレスを割り当てるには、テキス
トエディタを使って仮想マシンの構成ファイルから下記の 3 行を削除し、1
行を追加します。構成ファイルには、ファイル名の終わりに .vmxの拡張子
が付けられています。Linux ホストで旧 VMware 製品を使って作成した仮想
マシンの場合、構成ファイルに .cfgの拡張子が付けられていることがあり
ます。

構成ファイルから、次の記述で始まる 3 行を削除してください。
ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset

上記オプションの [n]の箇所には仮想イーサネットアダプタの番号が入りま
す（例：ethernet0）。 

次に下記の行を構成ファイルに追加します。
ethernet[n].address = 00:50:56:XX:YY:ZZ 

ここで、XXは 00hと 3Fh間の有効な 16 進数でなければなりません。ま
た、YY及び ZZは 00hと FFh間の有効な 16 進数でなければなりません。 
VMware Workstation の仮想マシンは任意の MAC アドレスをサポートしない
ため、上記のフォーマットを使用する必要があります。

XX:YY:ZZがハードコードされたアドレス間で 唯一のアドレスになるよう
に（つまり、XXを 00hと 3Fh間の有効な 16 進数、YY及び ZZを 00hと
FFh間の有効な16進数に）設定すれば、 自動的に割り当てられたMACアドレ
スと手作業で割り当てたものとが競合することがありません。
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Linux ホスト上でのHost-only ネットワーク向け
ルーティング情報の管理
Host-only ネットワークは完全に独立したネットワークで、このネットワー
クに関連付けられたネットワークインターフェイス (VMnet1) を備えていま
す。このインターフェイスはホスト OS のブート時に「up」となります。こ
の結果、ホスト OS 上で機能する、 routedや gatedといったルーティング
サーバプロセスは、処理を実行しないように構成しない限り自動的にこの
ネットワークを検出し、ネットワークへのルート情報を提供してしまいま
す。

ルーティング情報を受信するためだけにプログラムを実行しているのであれ
ば、 -qオプションでこれらのプログラムを実行し、ルーティング情報を受
信するだけで提供しないように設定すれば、この問題は簡単に解決します。

しかし、ルーティング情報を提供するためにプラグラムを実行している場合
は、 Host-only ネットワークへのルート情報を提供しないようにプログラム
を構成する必要があります。

ただし、多くの Linux ディストリビューションが提供している routedの
バージョンでは、 インターフェイスが情報を提供しないように指定するオプ
ションをサポートしていません。routedの最近のバージョンを使用してい
る場合は、マニュアルページ routed(8)を参照してください。

gatedの場合は、構成が必要です。 VMnet1 インターフェイスをあらゆるプ
ロトコル活動から削除しなければなりません。gated を使用するマルチホー
ムシステム上のHost-only ネットワークで仮想マシンを実行する必要がある
場合、その過程で問題が生じた時は下記のURL でサポートリクエストを提
出して、弊社のテクニカルサポートに連絡してください。 
www.vmware.com/requestsupport

Linux ホスト上のHost-only ネットワークに関するその他の潜在的な問題点

Host-only ネットワークの構成時に直面する一般的な問題を次に挙げていま
す。

VMware Workstation をインストール後、Linux ホストの DHCPD が動作し
なくなった
VMware Workstation をインストールする前に DHCP サーバプログラムの
dhcpdを実行していた場合、恐らくマシンに存在するすべてのネットワーク
インターフェイス上でクライアントからの DHCP リクエストに応答するよ
うに構成されているはずです。Host-only ネットワークが構成されると、新
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しく追加されたネットワークインターフェイス VMnet1 が「up」となり 利
用可能な状態になるため、dhcpdがこれを検出する可能性があります。

この場合、 このインターフェイス向けのサブネットの指定が dhcpdの構成
ファイルになければ、（dhcpdがインターフェイスを通じて送信されたメッ
セージに応答しないように設定されていても）dhcpd実装の一部がアボー
トします。

この問題に対処するには、dhcpdの構成ファイルに次のラインを追加して
ください。

subnet <net>.0 netmask 255.255.255.0 {}

<net> は、Host-only ネットワークに割り当てられたネットワーク番号（例
えば 192.168.0）です。 構成ファイルのこのラインは、dhcpdに Host-only
ネットワークに関する情報を提供し、このネットワークから送信される
DHCP リクエストに応答しないように明示します。

もう 1 つの対処法として、プログラムを起動する時に dhcpdが応答する
ネットワークインターフェイスの一覧を登録することもできます。例えば、
マシンにイーサネットインターフェイス eth0が 1 つだけ設定されている場
合、dhcpdを起動する度にコマンドラインにこれを表示します。

dhcpd eth0 

これによって、dhcpdがすべての利用可能なネットワークインターフェイ
スを検出することを防止できます。

上記の対処方法でも DHCP サーバプログラムが正常に動作しない場合は、
旧式のプログラムを使用している可能性があります。この場合、 ISC 
(www.isc.org) で入手できる DHCP ソフトウェアなど、最新のバージョンに
アップグレードしてみてください。

DHCP とダイナミックドメイン名サービス (DDNS) 
DHCP は IP アドレスだけでなく、ネームサーバを実行しているホストの ID
や最短距離にあるルーター / ゲートウェイといった情報を発信するために使
用することもできます。 ただし、VMware Workstation 4 で使用される DHCP

サーバは、割り当てる IP アドレスとクライアント名とをダイナミックに関
連付ける（つまり DNS サーバを DDNS を使って更新する）方法を提供して
いません。

このため、名前を使って他の仮想マシンと通信したい場合は、VMnet1 向け
の DHCP 構成ファイル（/etc/vmware/vmnet1.conf）を編集するか、ホ
スト名に静的に関連付けられた IP アドレス を使用してください。DHCP
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サーバ構成ファイルの編集に必要な情報は、 DHCP サーバのドキュメントか
ら直接収集してください。マニュアルページ dhcpd(8)と
dhcpd.conf(8)を参照してください。 

Linux ホストで２番目の Bridged ネットワークインター
フェイスを設定
ホストコンピュータにイーサネットアダプタが２つインストールされてお
り、それぞれが異なるネットワークに接続されている場合、仮想マシンを両
方のイーサネットアダプタとブリッジ接続させ、 どちらか１つまたは両方の
物理ネットワークにアクセスできるように設定したい場合があるかもしれま
せん。

複数のイーサネットアダプタが存在するホストに VMware Workstation をイ
ンストールする場合、Bridged ネットワークを複数構成するオプションを選
ぶことができます。また、次のコマンドを実行すれば、いつでも Bridged 
ネットワークを追加構成できます。 
vmware-config.pl.

1. ホストで root (su) になり、VMware Workstation 構成プログラムを実行
します。
vmware-config.pl

2. 物理イーサネットアダプタが１つ以上構成されている場合、次のよう
なプロンプトが表示されますので、yesと入力してください。

The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to eth0
Do you wish to configure another bridged network? (yes/no) 
[no]

3. Bridged ネットワークに接続されていない物理イーサネットアダプタが
さらに存在する場合、プロンプトが繰り返され、現在構成されている
全ブリッジネットワークに関する情報を表示します。

4. 必要な Bridged ネットワークをすべて設定したら、noと入力します。

２つの異なるホストオンリー (Host-only) ネットワークの設定
一部の構成では、同じホストコンピュータに複数のホストオンリーネット
ワークをセットアップする必要があります。

例えば、2 台の仮想マシンをホストオンリーネットワークに接続し、同時に
他の仮想マシンを別のホストオンリーネットワークに接続することで、各
ネットワークの通信を独立させる必要があるかもしれません。
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あるいは２つの仮想ネットワーク間でルーティングのテストを行ったり、複
数のネットワークインターフェイスカードが設定された仮想マシンを（実際
のイーサネットアダプタは一切使用せずに）テストする場合が考えられます。

Windows がホストの場合、最初のホストオンリーネットワークは VMware 
Workstation をインストールする際に自動的に設定されます。

Linux がホストの場合、 Host-only ネットワークをインストールすることに同
意していれば、VMware Workstation をインストールした後に vmware-

config.plスクリプトを実行すると最初のHost-only ネットワークが設定さ
れます。Host-only ネットワークの使用に同意しなかった場合は、Host-only 
ネットワークを設定するために、スクリプトをもう 1 度実行しなければな
りません。

第２のホストオンリーネットワークを設定するには、次の項の各ホスト OS
に対応した手順を参考にしてください。

Windows ホストに２番目のホストオンリーインターフェイスを設定
次の手順で、Windows ホストに第２のホストオンリーインターフェイスを
設定します。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
てください。

2. [新しくアダプタを追加 ]をクリックします。

3. 作成したアダプタを使用する仮想ネットワークを選択し、[OK] をク
リックします。

4. [ 適用 ] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。

Linux ホストに２番目のホストオンリーインターフェイスを設定
1. root (su) の権限で、VMware Workstation 構成プログラムを実行します。

/usr/bin/vmware-config.pl 

2. ウィザードを使って構成を変更します。NAT ネットワークに関する質
問の後で次のように聞かれますので、[Yes] と回答します。
Do you want to be able to use host-only networking in your 
virtual machines?

ウィザードが、ホストに既にセットアップされている Host-only ネット
ワークを報告します。Host-only ネットワークが存在しない場合は、最
初の Host-only ネットワークを構成します。

3. ウィザードが次のように質問しますので、[Yes] と回答します。
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Do you wish to configure another host-only network?

必要な Host-only ネットワークを構成するまでこの手順を繰り返してく
ださい。すべての構成が終了したら [No] と回答します。

4. ウィザードで残りの作業を済ませてください。ウィザードが終了する
と、VMware Workstation が使用するサービスがすべて再開されます。

5. ifconfigを実行します。少なくとも 4 つのネットワークインター
フェイス（eth0、lo、 vmnet1、vmnet2）が存在するはずです。
VMnet インターフェイスがすぐに表示されない場合は、1 分ほど待っ
てからコマンドを再実行してください。これらの 4 つのインターフェ
イスは、個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があります。 

仮想マシンの構成
2 つのホストオンリーインターフェイス (VMnet1 と VMnet2) が設定されま
した。これで、次のいずれかの構成の仮想マシンを設定する準備ができまし
た。

1. 仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを 1 つ構成し、その仮想アダ
プタをデフォルトのホストオンリーインターフェイス (VMnet1) に接続
する場合

2. 仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを 1 つ構成し、その仮想アダ
プタを新しく作成したホストオンリーインターフェイス (VMnet2) に接
続する場合 

3. 仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを 2 つ構成し、その内 1 つを
デフォルトのホストオンリーインターフェイス (VMnet1) に、もう 1 つ
を新しく作成したホストオンリーインターフェイス (VMnet2) に接続す
る場合 

構成 1 ー デフォルトのホストオンリーインターフェイスに接続
1. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホスト ) か [New Virtual 

Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使って仮想マシンを作成します。あ
るいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って構成を
編集します。

Windows がホストの場合 : [ ネットワークアダプタ ] を選択し、次に右側
のドロップダウンリストから [VMnet1 ( ホストオンリー )] を選択します。
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デバイスのリストにネットワークアダプタが表示されていない場合は、
[ 追加 ] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] ウィザードが表示され
ますので、そこからアダプタを追加します。

Linux がホストの場合 : [Ethernet Adapters] 横のプラス記号 (+) をクリッ
クしてツリーを表示させ、最初のアダプタを選択します。右側の
[Connection Type] ドロップダウンリストから [Host-only] を選択します。 

デバイスリストを確認して、アダプタがインストールされていない場
合は [Install] をクリックします。

構成 2 ー 新しく作成したホストオンリーインターフェイスに接続
1. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホスト ) か [New Virtual 

Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使って仮想マシンを作成します。あ
るいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。 

3. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って構成を
編集します。

Windows がホストの場合 : [ ネットワークアダプタ ] を選択し、次に右
側のドロップダウンリストから [VMnet2] を選択します。 

デバイスリストにネットワークアダプタが表示されていない場合は、
[ 追加 ] をクリックします。 [ ハードウェア追加 ] ウィザードが表示され
ますので、そこからアダプタを追加します。

Linux がホストの場合 : [Ethernet Adapters] 横のプラス記号 (+) をクリッ
クしてツリーを表示させ、最初のアダプタを選択します。右側の
[Connection Type] ドロップダウンリストから [Custom] を選択します。
[VMnet] フィールドに /dev/vmnet2と入力します。

デバイスリストを確認して、アダプタがインストールされていない場
合は [Install] をクリックします。

構成 3 ー 2つのホストオンリーインターフェイスに接続
1. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホスト ) か [New Virtual 

Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使って仮想マシンを作成します。あ
るいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。 

3. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って構成を
編集します。
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Windows がホストの場合 : デバイスリストから最初のネットワークア
ダプタを選択し、右側のドロップダウンリストから [VMnet1 ( ホストオ
ンリー )] を選択します。次にデバイスリストから 2 番目のネットワー
クアダプタを選択し、右側のドロップダウンリストから [VMnet2] を選
択します。

ネットワークアダプタを追加する必要がある場合は、[ 追加 ] をクリッ
クします。[ ハードウェア追加 ] ウィザードが表示されますので、そこ
からアダプタを追加します。

Linux がホストの場合 : [Ethernet Adapters] 横のプラス記号 (+) をクリッ
クしてツリーを表示させ、最初のアダプタを選択します。右側の
[Connection Type] ドロップダウンリストから [Host-only] を選択しま
す。

デバイスリストを確認して、アダプタがインストールされていない場
合は [Install] をクリックします。

2 番目のアダプタを選択し、右側の [Connection Type] ドロップダウン
リストから [Custom] を選択します。[VMnet] フィールドで
/dev/vmnet2と入力します。

デバイスリストを確認して、アダプタがインストールされていない場
合は [Install] をクリックします。

ここまで作業を終えたら、仮想マシンをオンにしてゲスト OS をインストー
ルできます。構成 1 と 2 では AMD PCNet Family Adapter が 1 つ、構成 3 で
はゲスト内に AMD PCNet Family Adapter が２つ構成されます。実際のコン
ピュータ上の物理アダプタの場合と同様に、イーサネットアダプタを構成し
て、各アダプタに該当する VMnet サブネット上の IP アドレスを設定しま
す。

Windows ホストでは、コマンドプロンプトを表示して ipconfig /allを
実行すれば、各ホストオンリーネットワークが使用中の IP アドレスを確認
できます。

Linux ホストでは、ターミナルを表示して ifconfig を実行すれば、各
Host-only ネットワークが使用中の IP アドレスを確認できます。

2つのホストオンリー(Host-only)ネットワーク間のルーティング
仮想マシンを使って複雑なテスト用ネットワークを構築する場合、2 つの独
立したホストオンリーネットワークを構成し、その間にルーターを設定する
ことがあるかもしれません。
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これには、ルーターソフトウェアをホストコンピュータで実行する方法と、
独自の仮想マシンで実行する方法と２つのアプローチがあります。どちらの
場合も、ホストオンリーインターフェイスが２つ必要です。

ここでは、各ホストオンリーネットワークに仮想マシンが 1 台しかない単
純な構成で説明を行っています。必要に応じて仮想マシンやホストオンリー
ネットワークを追加して、より複雑な構成を設定することが可能です。

最初のホストオンリーインターフェイスの設定
Windows がホストの場合、最初のホストオンリーネットワークは VMware 
Workstation をインストールする際に自動的に設定されます。

Linux がホストの場合、 Host-only ネットワークの使用に同意していれば、
VMware Workstation をインストールした後に vmware-config.plプログ
ラムを実行すると最初の Host-only ネットワークが設定されます。Host-only 
ネットワークの使用に同意しなかった場合は、Host-only ネットワークを設
定するために、プログラムをもう 1 度実行しなければなりません。

２番目のホストオンリーインターフェイスの設定 ー Windows ホスト
次の手順で、Windows ホストに第２のホストオンリーインターフェイスを
設定します。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. [新しくアダプタを追加 ]をクリックします。

3. 作成したアダプタを使用する仮想ネットワークを選択して、[OK] をク
リックします。

4. [ 適用 ] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。

２番目のホストオンリーインターフェイスの設定 ー Linux ホスト
1. root (su) の権限で、VMware Workstation 構成プログラムを実行します。

/usr/bin/vmware-config.pl 

2. ウィザードを使って構成を変更します。NAT ネットワークに関する質
問の後で次のように聞かれますので、[Yes] と回答します。
Do you want to be able to use host-only networking in your 
virtual machines?

ウィザードが、ホストに既にセットアップされている Host-only ネット
ワークを報告します。Host-only ネットワークが存在しない場合は、最
初の Host-only ネットワークを構成します。
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3. ウィザードが次のように質問しますので、[Yes] と回答します。
Do you wish to configure another host-only network?

必要な Host-only ネットワークを構成するまでこの手順を繰り返してく
ださい。すべての構成が終了したら [No] と回答します。

4. ウィザードを終了して、VMware Workstation が使用するサービスがす
べて再開されます。

5. ifconfigを実行します。少なくとも 4 つのネットワークインター
フェイス（eth0、lo、 vmnet1、vmnet2）が存在するはずです。
VMnet インターフェイスがすぐに表示されない場合は、1 分ほど待っ
てから、コマンドを再実行してください。これらの 4 つのインターフ
フェイスは、個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があり
ます。

仮想マシンの構成
2 つのホストオンリーインターフェイスが設定されました。どちらも独自の
仮想スイッチ (VMnet1 と VMnet2) に接続されています。これで、仮想マシ
ンを作成、構成し、適切な仮想スイッチに接続する準備ができました。

仮想マシン 1 ー デフォルトのホストオンリーインターフェイスに接続
1. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホスト ) か [New Virtual 

Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使って仮想マシンを作成します。あ
るいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って構成を
編集します。

Windows がホストの場合 : [ ネットワークアダプタ ] を選択し、次に右
側のドロップダウンリストから [ VMnet1( ホストオンリー )] を選択しま
す。 

デバイスのリストにネットワークアダプタが表示されていない場合は、
[ 追加 ] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] ウィザードが表示され
ますので、そこからアダプタを追加します。

Linux がホストの場合 : [Ethernet Adapters] 横のプラス記号 (+) をクリッ
クしてツリーを表示させ、最初のアダプタを選択します。右側の
[Connection Type] ドロップダウンリストから [Host-only] を選択しま
す。
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デバイスリストを確認して、アダプタがインストールされていない場
合は [Install] をクリックします。

仮想マシン 2 ー 新しく作成されたホストオンリーインターフェイスに接続
1. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホスト ) か [New Virtual 

Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使って仮想マシンを作成します。あ
るいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って構成を
編集します。

Windows がホストの場合 : [ ネットワークアダプタ ] を選択し、次に右
側のドロップダウンリストから [VMnet2] を選択します。

デバイスのリストにネットワークアダプタが表示されていない場合は、
[ 追加 ] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] ウィザードが表示され
ますので、そこからアダプタを追加します。

Linux がホストの場合 : [Ethernet Adapters] 横のプラス記号 (+) をクリッ
クしてツリーを表示させ、最初のアダプタを選択します。右側の
[Connection Type] ドロップダウンリストから [Custom] を選択します。
[VMnet] フィールドに /dev/vmnet2と入力します。

デバイスリストを確認して、アダプタがインストールされていない場
合は [Install] をクリックします。

ホストコンピュータでルーターを実行する予定であれば、次の項はスキップ
してください。

仮想マシン 3 ー 2つのホストオンリーインターフェイスに接続
ルーターを仮想マシンで実行する予定であれば、そのために使用する 3 番
目の仮想マシンが必要です。

1. [ 新規仮想マシンウィザード ] (Windows ホスト ) か [New Virtual 
Machine Wizard] (Linux ホスト ) を使って仮想マシンを作成します。あ
るいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使って構成を
編集します。

デバイスリストから最初のネットワークアダプタを選択し、右側のド
ロップダウンリストから [VMnet1 ( ホストオンリー )] を選択します。次
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にデバイスリストから 2 番目のネットワークアダプタを選択し、右側
のドロップダウンリストから [VMnet2] を選択します。

ネットワークアダプタを追加する必要がある場合は、[ 追加 ] をクリッ
クします。[ ハードウェア追加 ] ウィザードが表示されますので、そこ
からアダプタを追加します。

次にホストと仮想マシンにネットワークコンポーネントを構成します。これ
には、全仮想マシンに静的 IP アドレスを使用する方法をお勧めします。

1. VMnet DHCP サーバのサービスを停止します。

Windows がホストの場合 : [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [DHCP]
を選択し、[ サービスの停止 ] をクリックします。

Linux がホストの場合 : 次のコマンドで vmnet-dhcpdサービスを中止
します。
killall -TERM vmnet-dhcpd

2. 各仮想マシンにゲスト OS をインストールします。

3. ホストコンピュータか 3 番目の仮想マシンにルーターのソフトウェア
をインストールします（アプローチによって異なります）。 

4. 最初の 2 台の仮想マシンにネットワークを構成し、該当するホストオ
ンリーネットワーク上のアドレスを使用するように設定します。

Windows ホストでは、コマンドプロンプトを表示して
ipconfig /allを実行すれば、各ホストオンリーネットワークが使用
中の IP アドレスを確認できます。

Linux ホストでは、ターミナルを表示して ifconfigを実行すれば、 各
Host-only ネットワークが使用中の IP アドレスを確認できます。

5. ホストコンピュータでルーターを実行する場合は、ホストコンピュー
タ上のホストオンリーアダプタのアドレスに基づいてデフォルトの
ルーターアドレスを割り当てます。最初の仮想マシンのネットワーク
構成では、デフォルトのルーターアドレスは VMnet1 に接続されてい
る ホストオンリーアダプタの IP アドレスです。 2 番目の仮想マシンの
ネットワーク構成では、デフォルトのルーターアドレスは VMnet2 に接
続されている ホストオンリーアダプタの IP アドレスです。

3 番目の仮想マシンでルーターを実行する場合、最初の 2 台の仮想マシ
ンに 3 番目の仮想マシンが使用するアドレスに基づくデフォルトの
ルーターアドレスを設定します。最初の仮想マシンのネットワーク構
成では、デフォルトのルーターアドレスは VMnet1 に接続されている 3
番目の仮想マシンのイーサネットアダプタの IP アドレスです。 2 番目の
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仮想マシンのネットワーク構成では、デフォルトのルーターアドレス
は VMnet2 に接続されている 3 番目の仮想マシンのイーサネットアダプ
タの IP アドレスです。

ここまで作業が終了したら、仮想マシン No.1 と No. ２からルーターのマシ
ンに PING が通るはずです。またルーターソフトウェアが正しく設定されて
いれば、仮想マシン No.1 と No. ２の間で通信することができます。

Linuxホスト上でプロミスキャスモードを使用して仮想イーサ
ネットアダプタを使用
VMware Workstation では、ユーザーにその設定を行う権限がない限り、仮
想イーサネットアダプタを プロミスキャスモードにすることは許可されま
せん。これは、root しかネットワークインターフェイスをプロミスキャス
モードにできないという一般的な Linux の慣例に従ったものです。 

VMware Workstation をインストールし構成するには、root の権限が必要で
す。VMware Workstation は root の所有権と root のグループ所有権で
VMnet デバイスを作成します。つまり、そのデバイスに対して読み取り /
書き込み許可を持つのは root です。

仮想マシンのイーサネットアダプタをプロミスキャスモードに設定するに
は、VMnet デバイスに対して読み取り / 書き込みアクセス権も持つ root の
権限で VMware Workstation を起動しなければなりません。例えば、Bridged 
ネットワークを使用している場合、/dev/vmnet0へのアクセス権が必要で
す。

他の一部のユーザーに VMnet デバイスに対する読み取り / 書き込みアクセ
ス権を許可するには、新しいグループを設定して、該当するユーザーをその
グループに追加し、該当するデバイスに対する読み取り / 書き込みアクセス
権をそのグループに許可します。この変更は、ホスト OS で root (su) のア
カウントから行います。例えば、次のようなコマンドを入力します。

chgrp <newgroup> /dev/vmnet0

chmod g+rw /dev/vmnet0

ここで <newgroup>は vmnet0をプロミスキャスモードに設定できるグ
ループを指します。

全ユーザーが仮想イーサネットアダプタ（この例では /dev/vmnet0）をプ
ロミスキャスモードに設定できるようにするには、次のコマンドをホスト
OS で root として実行します。

chmod a+rw /dev/vmnet0
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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、VMware Workstation 3.0 から導
入されたネットワークオプションです。

NAT は、ホストで使用可能なほとんどあらゆるタイプ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 が威力を発
揮します。NAT は、プライベートな VMnet ネットワーク内での仮想マシン
のアドレスをホストマシンのアドレスに変換することによって機能します。
仮想マシンがネットワークリソースにアクセスする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 の利用
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。
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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 つホスト仮想アダプタを持
ちます（これはホストオンリーネットワーク上のホスト仮想アダプタと同じ
ものです）。このアダプタを使って、ホストと仮想マシンがファイルの共有
といった目的で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 Workstation 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（ホストオンリーネットワーク構成でも使
用されるものです）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 Workstation 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
www.vmware.com260



第 9 章 製品の紹介とシステム要件
互いにアクセスするようにしたい場合は、NAT ネットワークに接続された
プライベートな DNS サーバを設定する必要があります。

NAT ネットワークから外部へアクセス
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。

ただし、NAT デバイス上に転送用ポートを手作業で構成し、特定ポートあ
てのネットワークトラフィックが自動的に NAT ネットワークの仮想マシン
に転送されるようにすることは可能です。詳しくは次の「NAT 構成 上級編」
を参照してください。
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Windows の OS や Samba が使用するファイル共有のタイプは、NAT ネット
ワークのコンピュータ間（仮想マシン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、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 構成 上級編
Windows ホスト：NAT デバイスは、仮想ネットワークエディタ ([ 編集 ] - 
[ 仮想ネットワークの設定 ] - [NAT]) を使用して構成します。

仮想 NAT デバイスは、該当するボタンをクリックしてサービスを停止した
り、開始したりすることができます。

仮想ネットワークに対する NAT の設定を編集するには、ドロップダウンメ
ニュから該当するネットワークを選択して [ 編集 ] をクリックします。

必要に応じて NAT の設定を変更します。ポート転送の設定や変更あるいは
仮想 NAT デバイスに使用させる DNS サーバの指定を行うには、それぞれ該
当するボタンをクリックしてください。

Linux ホスト：NAT デバイスの構成にホスト上の NAT 構成ファイルを使用
します。このファイルは /etc/vmware/vmnet8/nat/nat.confです。
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この構成ファイルは、いくつかのセクションに分かれており、各セクション
がそれぞれ NAT デバイスの一部を構成しています。 セクションの最初には
[host]のように角括弧の付いたテキストが記されています。各セクション
には設定可能な構成パラメータが含まれています。構成パラメータには、次
のようなフォーマットが使用されています。
ip = 192.168.27.1/24

NAT 構成ファイルの例は、「Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル 
(P.269)」を参照してください。ここでは構成ファイルの変数を説明します。

[host] のセクション
ip 
NAT デバイスに使用させる IP アドレスです。オプションとして、スラッ
シュマーク (/) とサブネットのビット数を追加することができます。 
netmask

NAT に使用するサブネットマスクです。この範囲のアドレスから DHCP ア
ドレスが割り当てられます。
configport

NAT 関連のステータス情報にアクセスするために使用するポートです。
device

使用する VMnet デバイスです。Windows デバイスは VMnet<x>の形式を
取ります。<x>は VMnet の番号です。Linux デバイスは /dev/vmnet<x>

の形式です。
activeFTP

アクティブな FTP を許可するかどうかを示すフラグです。アクティブな FTP
は、受信接続をリモート FTP サーバが開けるようにします。これをオフに
すると、パッシブモードの FTP だけが機能します。0 に設定すると、このオ
プションがオフになります。

[udp] のセクション
timeout

NAT に対する UDP マッピングを保存しておく時間（分）

[dns] のセクション
このセクションは Windows 向けです。Linux ではこのセクションは使用さ
れません。
policy

DNS 転送に使用するポリシーです。order、rotate、burstといった値
を入力することができます。
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･ order ー ネームサーバの順に DNS リクエストを 1 つずつ送信

･ rotate ー DNS サーバをローテーションで切替えながら、 DNS リクエ
ストを 1 つずつ送信

･ burst ー ３つのサーバに送信し、最初の応答を待つ
timeout

DNS リクエストを再試行するまでの時間（秒）
retries

NAT デバイスが DNS リクエストを中止するまでの再試行の数
autodetect

ホストで利用可能な DNS サーバを NAT に自動検出させるかどうかを示すフ
ラグ
nameserver1

使用する DNS サーバの IP アドレス
nameserver2

使用する DNS サーバの IP アドレス
nameserver3

使用する DNS サーバの IP アドレス

自動検出がオンになっており、ネームサーバが指定されている場合、
nameserver1、nameserver2、nameserver3で指定した DNS サーバが、
検出される DNS サーバの前に追加されます。

[netbios] のセクション
このセクションは Windows 向けです。Linux ではこのセクションは使用さ
れません。
nbnsTimeout = 2

NBNS クエリーをタイムアウトするまでの時間
nbnsRetries = 3

NBNS クエリーを中止するまでの再試行の数
nbdsTimeout = 3

NBDS クエリーを タイムアウトするまでの時間

[incomingtcp] のセクション
このセクションは、NAT の TCP ポート転送を構成する際に使用します。こ
こでは、仮想マシンの IP アドレスやポート番号にポート番号を割り当てる
ことができます。

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されています。
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8887 = 192.168.27.128:21

この例では、ホスト上のポート 8887 から IP アドレス 192.168.27.128 とポー
ト 21 にマッピングが生成されます。パラメータをこのように設定した場
合、外部マシンがホストにポート 8887 から接続すると、192.168.27.128 と
いう IP アドレスを持つ仮想マシン上のポート 21（これは FTP の標準ポート
です）にネットワークパケットが自動的に転送されます。

[incomingudp] セクション
このセクションは、NAT の UDP ポート転送を構成する際に使用します。こ
こでは、仮想マシン上の IP アドレスやポート番号にポート番号を割り当て
ることができます。 

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されます。これは、
ホストのポート 6000 から仮想マシンのポート 6001 に X サーバのトラ
フィックを転送する方法を示したものです。

6000 = 192.168.27.128:6001

この例では、ホスト上のポート 6000 から IP アドレス 192.168.27.128 とポー
ト 6001 にマッピングが生成されます。この設定で外部マシンがポート
6000 でホストに接続すると、ネットワークパケットは自動的に IP アドレス
192.168.27.128 を持つ仮想マシンのポート 6001 に転送されます。

Windows ホストでのカスタムNAT/DHCP 構成 
Windows ホストコンピュータの上級ユーザーであれば、NAT や DHCP の構
成ファイルを編集して、カスタム構成を設定することができます。ホスト
OS が C ドライブにインストールされている場合、NAT と DHCP の構成ファ
イルの格納場所は以下の通りです。

･ NAT: C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 

Data￥VMware￥vmnetnat.conf

･ DHCP: C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 

Data￥VMware￥vmnetdhcp.conf 

注意 : VMware Workstation 4 では、仮想ネットワークエディタ（[ 編集 ] - 
[ 仮想ネットワークの設定 ]）を使って、NAT/DHCP の主要な設定の多くを
変更することが可能です。ただし、 構成ファイルに手作業で変更を加えてい
る場合、仮想ネットワークエディタを使用すると、手作業で行った変更の一
部あるいは全てが失われる可能性があります。手作業で変更を行った場合
は、仮想ネットワークエディタで設定の変更を行う前に、変更したファイル
のバックアップコピーを作成しておいてください。 仮想ネットワークエディ
タで変更を行った後に、手作業で行った変更を適切な構成ファイルにコピー
し直します。 
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1024 より下のポート からの接続指定
クライアントマシンがサーバへの TCP または UDP の接続を行う場合、接続
はクライアント ( ソースポート）上の特定のポートからサーバ ( 送信先ポー
ト ) の特定のポートへ接続します。安全性の面から、いくつかのサーバは
1024 より下のソースポートからのみ接続を受け入れます。この構成は、
NFS ファイルサーバとして使用されているマシン上等で時々見られます。

NAT を使用する仮想マシンが、1024 より下のソースポートを使用すること
を要求するサーバに接続を試みた場合、NAT デバイスが 1024 より下のポー
トからの要求を転送することが重要です。VMware Workstation 4.5 を始める
にあたって、この動作を vmnetnat.conf ファイルで指定することができ
ます。

この動作は [privilegedUDP]と [privilegedTCP]セクションの中にあ
るエントリーによってコントロールされています。接続の仕方によってこの
1 つあるいは両方のセクションの設定を追加あるいは変更しなければならな
い場合があります。

2 つのパラメータを設定できます。それぞれ別々のラインに表示されます。
autodetect = <n>

自動検出設定は、1024 より下の NAT ソースポートへ 1024 より下の仮想シ
ンソースポートを写像するのを VMware NAT デバイスが自動的に試みるか
どうかを判定します。設定１は true。設定 0 は false です。Windows ホスト
ではディフォルトは 1(true）です。Linux ホストではデイフォルトは 0(false）
です。
port = <n>

ポートの設定は送信先ポート (<n>ークライアントからの接続を受けつける
サーバのポート ) を指定します。サーバ上で指定されたポートに仮想マシン
が接続する場合は常に NAT デバイスは 1024 より下のソースポートで接続を
試みます。接続の必要に応じて [privilegedUDP]あるいは
[privilegedTCP]セクション、または両方のセクションに 1 つまたはそれ
以上のポート設定を行うことができます。各ポート設定はそれぞれ別のライ
ンに入力してください。

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
ワーク内に留まらなければなりませんが、これによってパフォーマンスの低
下が発生してしまいます。弊社の検証では、ダイヤルアップ接続と DSL 接
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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 VMware 
Workstation 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。既にホ
ストに WINS サーバが設定されている場合は、 NAT ネットワークで使用され
る DHCP サーバが提供する WINS サーバに接続することができます。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。 

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 サーバがホストに設
定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。
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2. [ ネットワークの接続 ] ウィンドウで、仮想 NIC 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設定されて
いない場合は、次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。

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。
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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。

Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル
# Linux NAT configuration file

[host]

# NAT gateway address

ip = 192.168.237.2/24

hostMAC = 00:50:56:C0:00:08

# enable configuration; disabled by default for security reasons

#configport = 33445

# VMnet device if not specified on command line

device = VMnet8

# Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...)

activeFTP = 1

# Allows the source to have any OUI.  Turn this one if you change the OUI

# in the MAC address of your virtual machines.

#allowAnyOUI = 1

[udp]

# Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 60; real value might

# be up to 100% longer

timeout = 30

[dns]

# This section applies only to Windows.

#

# Policy to use for DNS forwarding.  Accepted values include order,

# rotate, burst.

#

# order: send one DNS request at a time in order of the name servers

# rotate: send one DNS request at a time, rotate through the DNS servers

# burst: send to three servers and wait for the first one to respond

policy = order;

# Timeout in seconds before retrying DNS request.

timeout = 2

# Retries before giving up on DNS request

retries = 3
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# Automatically detect the DNS servers (not supported in Windows NT)

autodetect = 1

# List of DNS servers to use.  Up to three may be specified

#nameserver1 = 208.23.14.2

#nameserver2 = 63.93.12.3

#nameserver3 = 208.23.14.4

[netbios]

# This section applies only to Windows.

# Timeout for NBNS queries.

nbnsTimeout = 2

# Number of retries for each NBNS query.

nbnsRetries = 3

# Timeout for NBDS queries.

nbdsTimeout = 3

[incomingtcp]

# Use these with care - anyone can enter into your virtual machine through

# these...

# FTP (both active and passive FTP is always enabled)

#   ftp localhost 8887

#8887 = 192.168.27.128:21

# WEB (make sure that if you are using named webhosting, names point to

#   your host, not to guest... And if you are forwarding port other

#   than 80 make sure that your server copes with mismatched port 

#   number in Host: header)

#   lynx http://localhost:8888

#8888 = 192.168.27.128:80

# SSH

#   ssh -p 8889 root@localhost

#8889 = 192.168.27.128:22

[incomingudp]

# UDP port forwarding example

#6000 = 192.168.27.128:6001
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Linux ホストで Samba を使用
Linux ホスト上でのファイルの共有に Samba を利用
Linux がホストの場合、Microsoft Windows ゲスト OS 用のファイルサーバ
として Samba サーバが自動的にインストール、構成されます。

後は仮想マシン内の Windows エクスプローラを使って、同じネットワーク
接続を共有する物理コンピュータ間の場合と同様に、仮想マシンとホスト間
で、あるいは同じネットワー上の仮想マシン間で、ファイルの移動やコピー
が可能です。

VMware Workstation がインストールする Samba サーバには多少修正が行わ
れていて、VMware Workstation の仮想イーサネット上で稼働します。また、
異なる OS 間の Samba トラフィックは実際の LAN から独立しています。 

（Samba 2.0.6 をベースにした diffフォーマットでの）修正後のソースコー
ドの違いは、弊社から公開されています。

Linux ホストにすでに Samba が構成されている場合、構成を変更して
VMware Workstation 仮想イーサネットアダプタ VMnet1 が使用する IP サブ
セットを設定する方法をお勧めします。 

既存の Samba サーバが Host-only ネットワークで機能するように設定を行
うことができますが、 一般的に Samba やゲスト OS に設定したシェアはすべ
て Bridged ネットワークにも認識されますので注意してください。

ゲスト OS に設定したシェアが Host-only ネットワーク上だけで認識される
ように設定する必要がある場合は、 VMware Workstation が提供する Samba
サーバを利用するのが最も簡単な方法です。

Bridged ネットワークに一切シェアを表示する必要がない場合、既存の
Samba サーバが Host-only ネットワークでのみ機能するように構成ファイル
を変更することができます。

Samba の構成はかなり複雑です。本章でも、いくつかの構成ファイルのサ
ンプルを記載していますが、ここで記述する以上の解説が必要な場合は、 
smb.confファイルに関するマニュアルページを参照してください。この
ページを表示するには、ターミナルウィンドウで次のいずれかのコマンドを
入力します。

man smb.conf 
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または 
man 5 smb.conf

暗号化パスワードの項には特に注意してください。ゲスト OS でクリアテキ
ストのパスワードを有効にしている場合、 smb.confでもクリアテキストの
パスワードを設定するようにします。同様に、暗号化パスワードを使用する
場合は、ゲスト OS でも smb.confでも同じ設定を行わなければなりませ
ん。

注意 : 仮想マシンとの Samba プリンタの共有はサポートされていません。
印刷用に Samba を構成する際の詳細は、マニュアルページを参照してくだ
さい。

Host-only ネットワーク向けの smb.conf のサンプル
次の Samba 構成ファイルのサンプルは、Host-only ネットワークで使用する
ものです。これは、VMware Workstation がインストールする 2.0.6 バージョ
ンの Samba です。構成ファイルはデフォルトで /etc/vmware/vmnet1/

smb に配置されます。
# This is the VMware(TM) Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options 
# most of which are not shown in this example
#
# Any line that starts with a ; (semicolon) or a # (hash) 
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
#
#
# Configuration file for Samba 2.0.6 vmware-[sn]mbd operating on
# vmnet1.
#
# This file was generated by the VMware configuration
# program and modified for this document.
#
# If you modify it, it will be backed up the next time you run the
# configuration program.

# Global settings
[global]

# This should be polled at install time from the private subnet created by
# vmware-config.pl
socket address = 192.168.183.1
interfaces = vmnet1
bind interfaces only = yes

workgroup = WORKGROUP
netbios name = HOSTNAME
server string = VMware host-only
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security = user
encrypt passwords = yes

# Note: Printers not loaded in this example. Resource definitions commented
# below.
; load printers = yes

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

# VMware extension to use a different shared memory access key on each
# Samba server running on this host
sysv shm key = /dev/vmnet1

; log file = /etc/vmware/vmnet1/smb/var/log.smb
; log level = 1
; max log size in KB 
; max log size = 50

lock directory = /etc/vmware/vmnet1/smb/var/locks

smb passwd file = /etc/vmware/vmnet1/smb/private/smbpasswd

codepage dir = /usr/lib/vmware/smb/codepages

dns proxy = no 

# Shared resources

# Home directories
[homes]
comment = Home directories
browseable = no
writable = yes

# Printers
;[printers]
; comment = All printers
; path = /var/lpd
; browseable = no
; guest ok = no
; writable = no
; printable = yes

;[HostFS]
; comment = VMware host filesystem
; path = /
; public = no
; writeable = yes
; printable = no

Bridged ネットワーク向けの smb.conf のサンプル
次の Samba 構成ファイルのサンプルは、Bridged ネットワークで使用する
ものです。この構成ファイルは、2.0.7 バージョンの Samba をベースとして
おり、ホストコンピュータの Linux ディストリビューションが提供する
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Samba サーバをそのまま使用しているケースを想定しています。構成ファ
イルはデフォルトで /etcに配置されます。

# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options 
# most of which are not shown in this example
#
# Any line that starts with a ; (semicolon) or a # (hash) 
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not many any basic syntactic
# errors. 

# Global Settings

[global]

interfaces = eth0

workgroup = WORKGROUP
netbios name = HOSTNAME
server string = Samba Host Box

# Note: Printers not loaded in this example. Resource definitions commented
# below.
; printcap name = lpstat
; load printers = yes
; printing = cups

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50

security = user
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/smbpasswd

dns proxy = no 

preserve case = yes
short preserve case = yes
default case = lower
; case sensitive = no

# Shared Resources

[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
writable = yes

;[printers]
; comment = All Printers
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; path = /var/spool/samba
; browseable = yes
; guest ok = yes
; writable = no
; printable = yes
; create mode = 0700
; print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side
; printer drivers.
; print command = lpr-cups -P %p %s # using cups own drivers (use
; generic PostScript on clients).
; lpq command = lpstat -o %p
; lprm command = cancel %p-%j

;[system]
; comment = System share
; path = /
; valid users = username
; public = no
; browsable = yes
; writable = yes
; printable = no

VMware Workstation Samba パスワードファイルに
ユーザー名とパスワードを追加
Samba パスワードファイルには、ホストのファイルシステムにアクセスす
る仮想マシンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。
Samba パスワードファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲス
ト OS にログインする時に使用するものと同じにしてください。 

Linux ホストコンピュータのターミナルウィンドウから、VMware 
Workstation の Samba パスワードファイルにユーザー名とパスワードを、
必要に応じて追加することができます。

1. root としてログインします。
su

2. VMware Workstation の Samba パスワードのコマンドを実行します。
vmware-smbpasswd vmnet1 -a <username>

<username>は追加するユーザー名です。後は画面の指示に従ってく
ださい。

3. vmware-smbpasswdは、標準の Samba パスワードプログラムをベー
スにしています。smbpasswdのオプションはすべて、vmware-

smbpasswdでも使用できます。

4. root のアカウントを終了します。
exit

次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
Unknown virtual interface "vmnet1"
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これは、VMware Workstation の Samba サーバをマシンが使用していない場
合に生じます。 

使用中の VMware Workstation に VMware Workstation Samba サーバが構成
されていない場合、このサーバを設定するには、ホストコンピュータで
root としてログインし (su)、ホストのターミナルから vmware-config.pl

を実行します。構成スクリプトが次のように質問してきますので、[Yes] と
回答します。
Do you want this script to automatically configure your 

system to allow your virtual machines to access the host 

file system? 

既に実行中の Samba が存在する場合
Linux ホストで既に Samba が稼働している場合、VMware Workstation をホ
ストにインストールする時に VMware Workstation Samba サーバをインス
トールしないでください。

構成プログラムが次のように質問してきますので、[No] と回答します。
Do you want this script to automatically configure your 

system to allow your virtual machines to access the host 

file system? 

必ず Samba 構成を変更して、 VMware Workstation 仮想イーサネットアダプ
タ VMnet1 が使用する IP サブセットを設定してください。

VMnet1 が使用するサブネットの確認には、次のコマンドを実行します。
/sbin/ifconfig vmnet1

Samba パスワードファイルには、ホストのファイルシステムにアクセスす
る仮想マシンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。 
Samba パスワードファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲス
ト OS にログインする時に使用するものと同じでなくてはなりません。

Linux ホストのターミナルウィンドウから、Samba パスワードファイルに
ユーザー名とパスワードを、必要に応じて追加することができます。

1. root としてログインします。
su

2. Samba パスワードのコマンドを実行します。
smbpasswd -a <username>

<username>は追加するユーザー名です。後は、画面の指示に従って
ください。
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3. root のアカウントを終了します。
exit

Bridged ネットワークとHost-only ネットワークで共に Samba サーバを
使用
Host-only ネットワークと Bridged ネットワークに使用する Samba サーバ
は、ホストのディストリビューションが提供する既存の Samba でも
VMware Workstation が提供するものでも構いません。両方のネットワーク
で使用するためには、smb.confファイルのパラメータを 1 つ変更する必
要があります。interfaceパラメータを定義して、Samba サーバが複数の
インターフェイスにサービスを提供するようにします。次はそのパラメータ
の一例です。

interface = eth0 vmnet1

この例は、Samba サーバが eth0インターフェイスと vmnet1インター
フェイス（それぞれ Bridged ネットワークと Host-only ネットワークで使用
されるインターフェイス）を認識し、両方のインターフェイスを使用するよ
うに設定するものです。

VMware Workstation の Samba を既存の Samba と併用
既存の Samba サーバと VMware Workstation の Samba サーバを同時に実行
できることもあります。そのためには、現在使用している Samba サーバが
version 2.0.6 以降であり、正しく構成されている必要があります。ただし、
この方法はお勧めいたしません。

Samba サーバのバージョンは、次のコマンドを実行して確認します。
smbd -V 

両方の Samba サーバを同時に実行する場合は、次の smb.confファイルの
サンプルを基本にして、ホストコンピュータ上で標準 Samba サーバを構成
してください。

同時に２つの Samba サーバを実行する際の smb.conf のサンプル
; This file is the recommended smb.conf file for your 
; normal Samba server if you want to run it concurrently
; (which we don't advise) with the VMware Samba server.
; 
; Your normal samba server should be at least v 2.0.6
; 
; Note that you will need to insert specific information
; for your system at several points indicated in the file
; by <text in angle brackets>.
;
; --------------
;
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; Larmor samba server configuration
;
; Global settings
[global]
;
; Identity
;
; Allow several Samba servers on the same machine
interfaces = <your real subnet>/<your real netmask>
bind interfaces only = yes
; Workgroup the host belongs to
workgroup = VMware
; SMB name of the host (the hostname by default)
netbios name = <your Windows name>
; Description of the host
server string = Linux running Samba 2.0.6
;
; Access
;
; Allow connections from
; hosts allow = <your real subnet>/<your real netmask>
; Authentication scheme
security = user
encrypt passwords = yes
;
; Options
;
; Automatically load the printer list (from /etc/printcap
; by default)
load printers = yes
; Gives better performance
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
;
; Files and directories
;
; Max log size in KB
max log size = 1024
; Locks
lock directory = /var/samba
; SMB passwords
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
;
; Name browsing
;
; Allow the host to participate in master browser
; elections
local master = yes
; Force a local browser election upon startup
; We need that otherwise it takes a long time before the
; windows network is browsable
preferred master = yes
; Do not try to resolve SMB names via DNS
dns proxy = no 

; Shared resources
;
; Home directories
[homes]
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comment = Home directories
browseable = no
writable = yes
; Printers
;[printers]
; comment = All printers
; path = /var/lpd
; browseable = no
; guest ok = no
; writable = no
; printable = yes
[Slash]
comment = Whole filesystem
path = /
public = no
writeable = yes
printable = no
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仮想マシンでデバイスを使
用
ここでは、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.284)
･ パラレルポート (P.284)
･ ゲスト OS へのインストール (P.284)
･ Linux ホストにパラレルポートを設定 (P.285)
･ Iomega Zip ドライブ に関する注記 (P.288)

･ シリアルポートの使用 (P.289)
･ ホスト上でシリアルポートを使用 (P.289)
･ ホストコンピュータ上のファイルを使用 (P.290)
･ ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続 (P.291)
･ 2 台の仮想マシンを接続 (P.295)
･ 上級者用特殊構成オプション (P.298)
･ 使用例 : 仮想シリアルポートを使ったデバッグ (P.300)

･ Linux ホストでキーボードのマッピング (P.303)
･ 解決法 (P.303)
･ バックグランド情報 (P.303)
･ V-Scan コード表 (P.307)

･ 仮想マシンで USB デバイスを使用 (P.313)
･ Version 4 における USB サポートに関する注記 (P.313)
･ USB コントローラのオン / オフ (P.313)
･ USB デバイスの接続 (P.313)
･ Windows ホストでの USB の使用 (P.314)
･ Windows 2000 ホストで USB 2.0 ドライバを変更 (P.315)
･ Non-Administrator としての USB デバイスインストール (P.315)
･ Linux ホストでの USB の使用 (P.316)
･ USB デバイスのコントロール (P.316)
･ 仮想マシンから USB デバイスを取り外し (P.317)
･ ヒューマン インターフェイスデバイス (P.318)
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･ Generic SCSI デバイスに接続 (P.319)
･ Windows ホスト上の Generic SCSI (P.319)
･ Linux ホスト上の Generic SCSI (P.321)
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パラレルポートの使用
VMware Workstation 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。

Linux がホストの場合、VMware Workstation ではパラレルポートの「PC-
style hardware」オプション (CONFIG_PARPORT_PC) がカーネルモジュール
としてビルトされ、読み込まれる（m に設定される）必要があります。 
CONFIG_PARPORT_PC がカーネルに直接ビルト（コンパイル）された場合、
VMware Workstation は双方向のパラレルポートデバイスを使用できません。 
CONFIG_PARPORT_PC がシンボルを正しくエクスポートしないため、この
ような制約が生じます。

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。

現時点では、VMware Workstation は PS/2 ハードウェアの部分的なエミュ
レーションのみを提供しています。特に、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。 

仮想マシン構成にパラレルポートを追加するには、仮想マシンをオフにした
状態で次の手順を実行してください。

1. 仮想マシン設定を開きます。

[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]

2. [ 追加 ] または [Add] をクリックして [ ハードウェア追加 ] または [New 
Hardware] ウィザードを開始します。

3. [ パラレルポート ] または [Parallel Port] を選択してから [ 次へ ] または
[Next] をクリックします。
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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. [ 物理ポパラレルポートを使用 ] または [Use physical port] を選択した場
合、ドロップダウンリストから適切なポートを選択してください。

[ 出力ファイルを使用 ] または [Use physical port] 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。

[ デバイスのステータス ] または [Device status] のデフォルト設定は
[ 起動時に接続 ] または [Connect at power on] 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 ] または [Finish] をクッリクします。

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。

Linux ホストにパラレルポートを設定
双方向パラレルポートがゲストで正常に動作するには、まずホストに正しく
設定されていなければなりません。 パラレルポートの機能性に関する問題の
ほとんどは、ホストでの設定が原因です。Linux カーネルのバージョン、デ
バイスのアクセス権、必要なモジュールなどをもう一度確認してください。

パラレルポートと Linux 2.2.x カーネル
パラレルポートをサポートする 2.2.x カーネルは、parport、 parport_pc
及び vmppuserモジュールを使用します。また、「パラレルポートの使用 
(P.284)」の最初でも述べたように、PC Style Hardware 
(CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして読み込まれている必要がありま
す。さらに、仮想マシンがパラレルポートにユーザーレベルでアクセスでき
るように、VMware Workstation は vmppuserモジュールを提供していま
す。 

これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。実行中のモジュールの
リストに上記の 3 つのモジュールが含まれていなければなりません。
/proc/modulesファイルでも同じリストを参照できます。

適切なモジュールを読み込むには、次のコマンドを実行します。
insmod –k <modulename>
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記載されているパラレルポートモジュールに実行中のものがない場合は、次
のコマンドを使用してください。

insmod –k parport_pc

これでパラレルポートに必要な 3 つのモジュールが挿入されます。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root で次のコマンドを実行します。

rmmod lp

また /etc/modules.confファイルか /etc/conf.modulesファイルに
lpモジュールを参照先に使用しているラインがあれば、それも削除するか、
ラインの頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファ
イルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なり
ます。このラインを削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは
lpモジュールを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次のラインを /etc/modules.confファイルか /etc/

conf.modulesファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

パラレルポートと Linux 2.4.x カーネル
「パラレルポートの使用 (P.284)」の最初でも述べたように、PC Style 
Hardware (CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして読み込まれているか
確認してください。2.4.x カーネルを使用している場合、パラレルポートの
機能性を提供するモジュールは parport、parport_pc、ppdevです。

これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。実行中のモジュールの
リストに上記の 3 つのモジュールが含まれていなければなりません。
/proc/modulesファイルでも同じリストを参照できます。

適切なモジュールを読み込むには、次のコマンドを実行します。
insmod –k <modulename>

記載されているパラレルポートモジュールに実行中のものがない場合は、次
のコマンドを使用してください。

insmod –k parport_pc
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これでパラレルポートに必要な 3 つのモジュールが挿入されます。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root として次のコマンドを実行してください。

rmmod lp

また /etc/modules.confファイルか /etc/conf.modulesファイルに
lpモジュールを参照先に使用しているラインがあれば、それも削除するか、
ラインの頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファ
イルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なり
ます。このラインを削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは
lpモジュールを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次のラインを /etc/modules.confファイルか /etc/

conf.modulesファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

2.4.x シリーズの Linux カーネルはまた、パラレルポートハードウェアへのア
クセス許可に特殊なアービトレイタを使用しています。パラレルポートをホ
ストが使用している間、ゲストは使用することはできません。仮想マシンが
パラレルポートを使用している時は、ホストやホストにアクセスしている
ユーザーにはデバイスへのアクセスが許可されません。VMware Workstation
がデバイスをロックしアクセスを制限するため、仮想マシンだけがポートを
使用できるのです。

[VM] - [Removable Devices] メニューを使えば、パラレルポートを仮想マシ
ンから切断したり、再び接続したりすることが可能です。

デバイスの許可
一部の Linux ディストリビューションでは、デフォルトで仮想マシンに lp 
と parportデバイスへのアクセス権を与えません。この場合は殆どが、デ
バイスの所有者は rootで関連グループは lpです。VMware ユーザーがデ
バイスにアクセスできるようにするには、そのユーザーを関連グループに追
加します。デバイスの所有者とグループを表示するには、次のコマンドを実
行します。

ls –la /dev/parport0

3 番目と 4 番目の列に所有者とグループが順に表示されます。
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デバイスグループにユーザーを追加するには、/etc/groupファイルを編
集します。lpで始まるライン（lpグループを定義するライン）に VMware 
Workstation ユーザーのユーザー名を追加します。このような変更は root の
権限で行ってください。次のラインは、userjというユーザー名を持つ
ユーザーの例です。

lp::7:daemon,lp,userj

ユーザーが次にホストにログインすると、変更が実施されます。

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 Workstation の仮想マシンは、最大 4 つの仮想シリアルポートを使
用することができます。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
･ 2 台の仮想マシン間あるいは仮想マシンとホストコンピュータで稼動す

るアプリケーション間を直接接続
また仮想マシンをオンに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。

ホスト上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
外部の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。

ホスト上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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を開きます。

2. [ 追加 ] または [Add] をクリックして [ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] または [Serial Port] を選択してから [ 次へ ] または
[Next] 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 ] または [Use physical serial port 
on the host] を選択し、[ 次へ ] または [Next] をクリックします。
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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 ] または
[Connect at power on] 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 ] または [Advanced] 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.298)」を参照ください。

6. [ 完了 ] または [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マ
シン設定を終了します。 

7. 仮想マシンをオンにします。

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。

ホスト上のファイルに出力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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を開きます。

2. [ 追加 ] または [Add] をクリックして [ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] または [Serial Port] を選択してから [ 次へ ] または
[Next] をクリックします。
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4. [ ファイルに出力 ] または [Output to file] を選択し、[ 次へ ] または
[Next] 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 ]
または [Connect at power on] 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 ] または [Advanced] 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.298)」を参照ください。

6. [ 完了 ] または [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マ
シン設定を終了します。 

7. 仮想マシンをオンにします。

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が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を行うことが可能です。このような設定は、例えばホ
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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。

Windows ホスト
1. 仮想マシン設定 ([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 [ 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。
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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.298)」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。 

Linux ホスト
1. Virtual Machine Settings ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware] ウィザードを開始します。 

3. [Serial Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. [Output to named pipe] を選択して [Next] をクリックします

5. [Path] フィールドに /tmp/<socket>または別の Unix ソケット名を入
力します。

6. [ This end is the serve] か [This end is the client] 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、[This end is 
the server] を選択します。

7. [The other end is an application] を選択してください。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] 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、[Advanced] 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.298)」を参照
ください。

9. [Finish] をクリックします。 

10.[OK] をクリックして構成を保存し、Virtual Machine Settings を終了しま
す。
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11.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 Unix のソケット名を使うように構成してください。

12.仮想マシンをオンにします。 
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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。

Windows ホスト

仮想マシン（サーバ）での操作
1. 仮想マシン設定 ([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。

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。
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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.298)」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を終了
します。

仮想マシン（クライアント）での操作
1. 仮想マシン設定 ([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。
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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.298)」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を終了
します。

Linux ホスト

仮想マシン（サーバ）での操作
1. Virtual Machine Settings ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware] ウィザードを開始します。

3. [Serial Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. [Output to named pipe] を選択してから [Next] をクリックします。

5. [Path] フィールドに /tmp/<socket>または別のパスと Unix ソケット
名を入力します。 

6. [This end is the server] を選択します。

7. [The other end is a virtual machine] を選択します。 

8. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] 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、[Advanced] 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.298)」を参照
ください。

9. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックして構成を保存し、Virtual 
Machine Settings を終了します。 

仮想マシン（クライアント）での操作
1. Virtual Machine Settings ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware] ウィザードを開始します。

3. [Serial Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. [Output to named pipe] を選択してから [Next] をクリックします。
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5. [Path] フィールドに /tmp/<socket>または別のパスと Unix ソケット
名を入力します。サーバとクライアントのパイプ名が一致するように
してください。 

6. [This end is the server] を選択します。

7. [The other end is a virtual machine] を選択します。 

8. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] 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、[Advanced] 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.298)」を参照
ください。

9. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックして構成を保存し、Virtual 
Machine Settings 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。
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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 ] または [Yeild CPU on poll] 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 
Workstation 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。 

使用例 : 仮想シリアルポートを使ったデバッグ
Windows 用デバッグツール (WinDbg）またはカーネルデバッガ（KD) を使
用すれば、仮想シリアルポートを使って仮想マシンでカーネルコードをデ
バッグすることができます。Windows 用デバッグツールは、Windows DDK 
Web サイト（www.microsoft.com/whdc/ddk/debugging/default.mspx）か
らダウンロード可能です。

次の 2 つの例は、どのように仮想シリアルポートを使用して仮想マシン内
でカーネルコードをデバッグするかを示したものです。

･ デバッグアプリケーションが VMware Workstation のホスト（Windows
ホストのみ）にインストールされている場合

･ デバッグアプリケーションが同じ VMware Workstation ホストに存在す
る別の仮想マシンにインストールされている場合（これは Linux がホス
トの場合に便利なオプションですが、Windows ホストでも実行できま
す）。

上記いずれの場合も、2 台の物理コンピュータやモデム、シリアルケーブル
を使わず、1 台のシステムでカーネルコードをデバッグすることができます。

Windows ホストから仮想マシン内のアプリケーションをデバッグ
ここでは、仮想マシン（ターゲット仮想マシン）にデバッグの対象となる
カーネルコードが存在し、WIndows ホスト上で WinDbgか KDを実行して
いる場合を考えます。

「ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続 (P.291)」の Windows ホ
ストの箇所にある手順に従って、ターゲット仮想マシンの下準備を行いま
す。この際、仮想マシンの仮想シリアルポートは次のように構成します。

･ [ 名前付きパイプはサーバです。] を選択します。
･ [I/O モード ] のところで、[ 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。これは、ターゲット仮想マシンのカーネ
ルが、仮想シリアルポートを割り込みモードではなく、ポーリング
モードで使用するためです。
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ホストの下準備を行う際、ダウンロードした Windows 用デバッグツールが
正しいバージョンのものであるかを確認してください。ここでは、パイプを
使ったデバッグをサポートする、 2001 年 12 月 21 日の日付がある Version 
4.0.18.0 が必要です。

注意 : WinDbgと KDの製品ヘルプや Microsoft 社の Web サイトには、パイ
プのサポートに関する記述はありません。
準備ができたら、次の作業を行ってください。

1. 仮想マシンをオンにします。

2. シリアルポートが接続されている事を確認します。[VM] - [ 取外し可能
デバイス ] を選択してください。メニューでは、[serial<n>] が
[￥￥.￥pipe￥<namedpipe>]（Windows ホスト）か [/tmp/
<socket>](Linux ホスト）として表示されているはずです。シリアル
ポートが接続されていない場合は、該当する仮想シリアルポートを指
定してから [ 接続 ] を選択します。 

3. ホストでコマンドプロンプトを開き、次のいずれかを行ってください。

･ WinDbgを使用している場合は、次のラインを入力します。

WinDbg -k com:￥￥.￥pipe￥<namedpipe>,pipe

･ KDを使用している場合は、次のラインを入力します。

kd -k com:￥￥.￥pipe￥<namedpipe>,pipe

次に <Enter> キーを押してデバッグを開始します。

別の仮想マシンから仮想マシン内のアプリケーションをデバッグ
ここでは、仮想マシン（ターゲット仮想マシン）にデバッグの対象となる
カーネルコードが存在し、同じホストの別の仮想マシン（デバッガ仮想マシ
ン）で Windows 用デバッグツール（WinDbg)かカーネルデバッガ (KD）を
実行している場合を考えます。

これは、Linux ホストで VMware Workstation を実行している場合に便利な
オプションです。デバッガ仮想マシンでは、Windows ゲスト OS を使って
Windows 用デバッグツール (WinDbg) またはカーネルデバッガ (KD) を実行
する必要があります。

「2 台の仮想マシンを接続 (P.295)」で該当するホスト向けのサーバ仮想マシ
ンの箇所にある手順に従って、ターゲット仮想マシンの下準備を行います。
ターゲット仮想マシンの仮想シリアルポートを構成する際、[ ポーリングで
CPU を放棄する ] または [Yield CPU on poll] チェックボックスが選択されて
いるか確認してください。これは、ターゲット仮想マシンのカーネルが、仮
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想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使用する
ためです。

デバッガ仮想マシンの下準備を行う前に、Windows 用デバッグツールをダ
ウンロードしておいてください。次に「2 台の仮想マシンを接続 (P.295)」の
クライアント仮想マシンの箇所にある手順に従ってください。

準備ができたら、次の作業を行ってください。

1. 仮想マシンをオンにします。

2. 各仮想マシンでシリアルポートが接続されている事を確認します。
[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択してください。シリアルポートが
接続されていない場合は、仮想シリアルポートを指定してから [ 接続 ]
または [Connect] を選択します。

3. デバッガ仮想マシンで WinDbgか KDを使って通常の手順でデバッグを
開始します。 
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Linux ホストでキーボードの
マッピング
ここでは、次のような問題の対処方法を説明します。

･ 特殊な言語に限定された、VMware Workstation でサポートされていな
いキーボードを使用している

･  キーボードの一部のキーが仮想マシンで正しく動作しない 
･ 仮想マシンをローカルマシンで実行すればキーボードは正常に動作す

るが、同じ仮想マシンをリモート X サーバで使用すると正常に動作し
なくなる

解決法
ローカル X サーバではキーボードが正しく動作しており、（PC 上で稼働す
る XFree86 サーバである）リモート X サーバでも同様に機能させたいだけ
なら、仮想マシンをオフにして VMware Workstation ウィンドウを閉じ、仮
想マシンの構成ファイルか、 ~/.vmware/configに次の行を追加してくだ
さい。

 xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = true

この変更は、リモート X サーバのマシンではなく、仮想マシンを実行して
いるホストマシンで行います。

VMware Workstation が XFree86 サーバとして認識しない XFree86 ベースの
サーバを使用している場合は、次の行を代わりに追加します。

xkeymap.usekeycodeMap = true 

ローカルマシンで XFree86 サーバを使用しており、キーボードが正常に動
作しない場合は、弊社のテクニカルサポート部門にお問合せください。

バックグランド情報
残念ながら、（仮想マシンでもホストでも）PC でのキーボードのサポートは
複雑な問題を含んでいます。十分に理解していただくにはバックグラウンド
の説明から始めなければなりません。ここでは大幅に単純化した説明を行っ
ています。 

PC キーボードのキーを押すと、大まかなキーの位置に基づいたスキャン
コードが生成されます。例えば、ドイツ語キーボードの < Z> キーは、英語
キーボードの <Y> キーと同じ位置にあるため、同じコードを生成します。
ほとんどのキーには 1 バイトのスキャンコードが割り当てられており、残
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りのキーには頭に 0xe0 が付いた２バイトのスキャンコードが割り当てられ
ています。

VMware Workstation の内部では、単一の９ビットの数値からなる PC スキャ
ンコードを単純化した、 v-scan コードと呼ばれるコードを使用しています。
v-scan コードは、３桁の 16 進数として記述されます。最初の桁は 0 か 1 で
す。例えば、 左側の <Ctrl> キーには１バイトのスキャンコード (0x1d) が割
り当てられ、その v-scan コードは 0x01d です。右側の <Ctrl> キーのスキャ
ンコードは２バイト (0xe0, 0x1d) で、その v-scan コードは 0x11d です。

X サーバは、２段階のキーエンコードを使用しています。X キーコードは１
バイト値です。一方、キーへのキーコードの割り当ては、X サーバの実装と
物理キーボードによって異なります。このため一般的に、X アプリケーショ
ンはキーコードを直接使用することができません。代わりにキーコードは、
<Space><Escape><x><2> といった名前が設定された keysyms にマッピン
グされます。マッピングは、XChangeKeyboardMapping() という機能ま
たは xmodmapというプログラムを使って X アプリケーションがコントロー
ルしています。また xevは、そのウィンドウに入力されたキーのキーコー
ドと keysyms を表示する便利なツールです。

要するに、キーコードは物理キーに大まかに対応しており、keysyms はキー
の上に表示されている記号に対応したものです。例えば、PC 上で稼働する
XFree86 サーバを例に取ると、ドイツ語キーボードの <Z> キーは英語キー
ボードの <Y> キーと同じキーコードを持ちますが、ドイツ語の
<Z>keysyms は英語の <Y>keysyms ではなく、<Z>keysyms と同じです。

PC 上の XFree86 サーバでは、X キーコードから PC スキャンコード（実際
は、VMware Workstation が使用している v-scan コード）へのマッピングは
１対１で行われます。VMware Workstation はこの事実を利用しています。
ローカルホストで XFree86 サーバを使用する時は、X キーコードから v-scan
コードへのビルトインされたマッピングを利用します。このマッピングは
キーボードの種類には関係なく、全てとは言えないまでも、ほとんどの言語
に対して有効なはずです。XFree86 サーバやローカルサーバを使用しない
ケースでは、キーボートに特有の表を利用して v-scan コードに keysyms を
マッピングしなければなりません。

キーコードのマッピングは簡単で自動化されているため、誰にでもできます
（keysyms のマッピングはもっと複雑です。これに関しては後ほど解説しま
す）。ただし、リモートサーバを実行しているのが PC であるか異種のコン
ピュータであるかをプログラムが判別することができないため、無難にロー
カル X サーバでしかキーコードのマッピングを利用しません。 しかし、この
設定では不都合が生じることがよくあります。このようなキーコードのマッ
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ピング関連の動作は、仮想マシンをオフにして VMware Workstation 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
次のような構成設定を追加して対処します。

･ xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = true

XFree86 サーバの使用時は、リモートであってもキーコードマッピング
を使用

･ xkeymap.usekeycodeMap = true

サーバタイプに関わらず常にキーコードマッピングを使用
･ xkeymap.nokeycodeMap = true

キーコードマッピングは一切使用しない
･ xkeymap.keycode.<code> = <v-scan code>

キーコードマッピングを使用する場合は、キーコード <code>を <v-

scan code>にマッピング。 <code>は10進数、<v-scan code>はCの
シンタックス 16 進数（例えば 0x001） でなければなりません。

キーに割り当てられた X キーコードの確認は、xevまたは xmodmap -pk

を実行するのが最も簡単な方法です。v-scan コードのほとんどは「V-Scan
コード表 (P.307)」に記載されています。下記の keysyms マッピング表も活
用ください。

この機能を使ってマッピングを多少変更することができます。例えば、次の
行を使って、左の <Ctrl> キーと <Caps Lock> キーを置換えることができま
す。

xkeymap.keycode.64 = 0x01d # X Caps_Lock -> VM left ctrl
xkeymap.keycode.37 = 0x03a # X Control_L -> VM caps lock 

このような構成ラインは、各仮想マシン構成に追加することも、個々の
VMware Workstation 構成 (~/.vmware/config) やホスト全体 (/etc/
vmware/config) あるいはインストレーション全体（一般的に /usr/

local/lib/vmware/config）の構成にも追加することができます。 

キーコードマッピングを利用できない（またはその機能が無効になってい
る）場合、VMware Workstation は keysyms を v-scan コードにマッピングし
ます。これは VMware Workstation のインストレーション（一般的に /usr/

local/lib/vmware）の xkeymapディレクトリに存在する表の１つを使っ
て実行されます。

使用する表は、キーボードのレイアウトによって決定されます。一般的な
ディストリビューションには、米国及びヨーロッパ諸国向けの PC キーボー
ドと言語の表が含まれています。ほとんどの場合、101 キー（または 102
キー）と 104 キー（または 105 キー）の両方の変数があります。 
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VMware Workstation は現在使用中の X キーマップをチェックして、使用す
る表を自動的に決定します。ただし、その決定プロセスは完全ではありませ
ん。さらに、各マッピングは固定されているので、すべてのキーボードや X
キーコードから keysyms へのマッピングで完全に正しいわけではありませ
ん。例えば、ユーザーが xmodmapのコマンドで <Cntrl> キーと <Caps 
Lock> キーを置換えている場合、リモートサーバ（keysyms マッピング）使
用時には仮想マシンでキーは置換されますが、ローカルサーバ（キーコード
マッピング）使用時には置換されないことになります。

このため、keysyms マッピングは完全ではありません。この欠陥を補うに
は、次の構成設定を使用すれば、ほとんどの動作の規則を変更することがで
きます。 

･ xkeymap.language = <keyboard-type>

VMware Workstation が使用中のキーボードに合った xkeymap表が存
在するのにそれを検出できない場合、このコマンドを使用します。
<keyboard-type>は、xkeymapディレクトリに存在する表の１つで
なければなりません （格納場所は上記参照）。ただし、キーボードが検
出できない場合、恐らく完全に正しい表が存在しないと考えることが
できます。

･ xkeymap.keysym.<sym> = <v-scan code>

keysyms マッピングの使用時は、keysyms<sym>を <v-scan code>

にマッピング。 <sym>は Xkeysyms 名、<v-scan code>は C のシン
タックスの 16 進数（例えば 0x001）でなければなりません。
キーに割り当てられた keysyms 名の確認は、xevまたは
xmodmap -pkを実行するのが最も簡単な方法です。

X ヘッダーファイル /usr/X11R6/include/X11/keysymdef.hには
keysyms の完全なリストが含まれています（keysyms の名前は、その C
定数から最初の XK_ を除いたものと同じです）。「V-Scan コード表 
(P.307)」には、v-scan コードのほとんどが記載されています。

xkeymap表も便利です。この機能を使って、既存のマッピングの小さ
なエラーを修正することができます。

･ xkeymap.fileName = <file-path>

<file-path>の keysyms マッピング表を使用。表は、この形式の構成
ラインのシーケンスです。
<sym> = <v-scan code>

<sym> は Xkeysyms 名、<v-scan code> は C のシンタックスの 16 進数
（例えば 0x001）です。（キーボードに合った keysyms と v-scan コード
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検索のヒントは、上記の xkeymap.keysymの説明を参照してくださ
い。）
完全な keysyms のマッピングをコンパイルするのは大変な作業です。
既存の表を利用して、小さな変更を行っていく方法をお勧めします。

V-Scan コード表
104 キー U.S. キーボード向けの v-scan コード表 :

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 

 Esc      0x001    

 1    !     0x002    

 2    @     0x003    

 3    #     0x004    

 4    $     0x005    

 5    %     0x006    

 6    ^     0x007    

 7    &     0x008    

 8    *     0x009    

 9    (   0x00a    

 0    )   0x00b    

 -    _     0x00c    

 =    +     0x00d    

 Backspace      0x00e    

 Tab      0x00f    

 Q      0x010    

 W      0x011    

 E      0x012    
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 R      0x013    

 T      0x014    

 Y      0x015    

 U      0x016    

 I      0x017    

 O      0x018    

 P      0x019    

 [    {     0x01a    

 ]    }     0x01b    

 Enter      0x01c    

 Ctrl     左  0x01d    

 A      0x01e    

 S    0x01f    

 D    0x020    

 F    0x021    

 G    0x022    

 H    0x023    

 J    0x024    

 K    0x025    

 L    0x026    

 ;    0x027    

 '    0x028    

 `    0x029    

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 
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 Shift    左  0x02a    

 \    ¦     0x02b    

 Z    0x02c    

 X    0x02d    

 C    0x02e    

 V    0x02f    

 B    0x030    

 N    0x031    

 M    0x032    

 ,    <    0x033    

 .    >    0x034    

 /    ?    0x035    

 Shift   右  0x036    

 *   数字パッド  0x037    

 Alt    左  0x038    

 Space bar    0x039    

 Caps Lock    0x03a    

 F1    0x03b    

 F2    0x03c    

 F3    0x03d    

 F4    0x03e    

 F5    0x03f    

 F6    0x040    

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 
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 F7    0x041    

 F8    0x042    

 F9    0x043    

 F10    0x044    

 Num Lock    数字パッド  0x045    

 Scroll Lock    0x046    

 Home    7    数字パッド  0x047    

 Up arrow    8    数字パッド  0x048    

 PgUp    9    数字パッド  0x049    

 -    数字パッド  0x04a    

 Left arrow    4    数字パッド  0x04b    

 5    数字パッド  0x04c    

 Right arrow    6    数字パッド  0x04d    

 +    数字パッド  0x04e    

 End    1    数字パッド  0x04f    

 Down arrow    2    数字パッド  0x050    

 PgDn    3    数字パッド  0x051    

 Ins    0    数字パッド  0x052    

 Del    数字パッド  0x053    

 F11    0x057    

 F12    0x058    

 Break    Pause    0x100    

 Enter    数字パッド  0x11c    

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 
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 Ctrl    右  0x11d    

 /    数字パッド  0x135    

 SysRq    Print Scrn     0x137    

 Alt   右  0x138    

 Home   ファンクション
パッド

 0x147    

 Up arrow   ファンクション
パッド

 0x148    

 Page Up   ファンクション
パッド

 0x149    

 Left arrow   ファンクション
パッド

 0x14b    

 Right arrow   ファンクション
パッド 

 0x14d    

 End   ファンクション
パッド 

 0x14f    

 Down arrow    ファンクション
パッド 

 0x150    

 Page Down    ファンクション
パッド 

 0x151    

 Insert   ファンクション
パッド 

 0x152    

 Delete   ファンクション
パッド 

 0x153    

 Windows   左  0x15b    

 Windows   右  0x15c    

 Menu    0x15d  

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 
311



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
84 キー キーボードには、数字パッドに <Sys Req> キーが存在します。

U.S 以外のキーボードには、左の <Shift> キーの隣にキーが追加されていま
す（多くの場合 < > か < > |）。 

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 

 Sys Req     数字パッド  0x054  

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 

 <    >    0x056  
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仮想マシンでUSB デバイスを
使用
VMware Workstation 4 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。

注意 : Windows NT や Linux カーネル 2.2.17 以前のものは USB をサポートし
ていません。
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マー
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.315)」の項を参照
してください。

Version 4 における 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 デバイスを使ってテストを行いま
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など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）
は正常に動作しません。

USB コントローラのオン / オフ
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 ([VM] - [
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設定 ] または [VM] - [Settings]) の USB コントローラ パネルでオフにすること
が可能です。自動接続時に仮想マシンの全 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、新しいデバイスを無視して、それをホストに接続するかの選択画面が表
示されます。

特定の USB デバイスを仮想マシンに接続するには、[VM] - [ 取外し可能デバ
イス ] または [Edit] - [Removable Devices] 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 ポートには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 [ デバイスの切断 ] または [None] 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。新しく追加
したデバイスの名前を [VM] - [ 取外し可能デバイス ] または [Edit] - 
[Removable Devices] メニューに追加すれば、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
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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 Workstation 4 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、ドライバを変更
する必要があります。

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 ] のリストを展開して表示します。

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、
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。

Non-Administrator としての USB デバイスインストール
仮想マシン上での USB デバイス接続は、Window ホストではどのユーザー
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、もはや管理者特権は必要ありません。

デフォルトはこの機能性を有効にしません。この機能を可能にするには、｢
メモ帳｣などのテキストエディタを使用して以下のグローバル構成ファイル
に 1 行加えます。

C:\Documents and Settings\<username>\Application

Data\VMware\config.ini

次のラインをファイルの好きな場所に加えてください。
usb.EnablePnpMgr = TRUE
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Linux ホストでの USB の使用
Linux ホストでは、VMware Workstation は USB デバイスへの接続に USB デ
バイスファイルシステムを使用します。USB をサポートする Linux システム
のほとんどは、USB デバイスファイルシステムを /proc/bus/usbに格納
しています。ホスト OS が USB デバイスファイルシステムに異なるパスを使
用している場合は、Virtual Machine Settings ([VM] - [ Settings] - [USB]) で変更
できます。[Path to usbdevfs ] フィールドに正しいパスを入力します。 

USB デバイスのコントロール
USB 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、ホストまたはそのデバイスをコント
ロールしていた別の仮想マシンからデバイスが「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には、特別な手順で
行う必要があります。Windows 2000 では [ ハードウエアの取り出し ]、
Windows XP と 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。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、
仮想マシン内で 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るという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 
Workstation 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）、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。

Linux ホストでのデバイスコントロール
Linux ホストでは、ホストが使用していないデバイス、つまりホスト OS の
ドライバが要求していないデバイスであれば、ゲスト OS が使用できます。
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ホストがデバイスを使用中に [VM] - [Removable Devices] メニューを使って
ゲストにそのデバイスを接続しようとすると、デバイスへの接続に問題が生
じたことを報告するダイアログが表示されます。

ホストからデバイスを取り外すには、デバイスドライバを削除する必要があ
ります。これは、root (su) の権限で rmmodコマンドを使って手作業で行い
ます。あるいはドライバが hotplugによって自動的に読み込まれている場
合は、 /etc/hotplugディレクトリにある hotplug構成ファイルでそれを
無効にすることができます。これらの構成ファイルの編集に関する詳細は、
Linux ディストリビュータが提供するドキュメントを参照してください。

（PDA のように）自動接続に依存するデバイスでも、似たような問題が生じ
ることがあります。

自動接続機能を使って仮想マシンにデバイスをうまく接続できていたのにも
かかわらず、デバイスへの接続がうまくいかなくなった場合は、次の手順に
従ってください。

1. デバイスを一旦切断してから、再び接続してください。物理的にデバ
イスを取り外してからプラグインしても、[VM] - [Removable Devices]
メニューでデバイスの切断 / 接続を行っても構いません。

2. デバイスが使用中であるとの警告が表示されたら、 /etc/hotplug
ディレクトリにある hotplug構成ファイルでデバイスを無効にしま
す。

仮想マシンからUSB デバイスを取り外し
USB デバイスを取り外したり、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] または [VM] - 
[Removable Devices] メニューを使って仮想マシンから切断する前に、デバ
イスが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、仮想マシンからホストに、または仮想マシン
間で移動する場合も同じです。

データ記憶装置（例えば ZIP ドライブ）を扱う場合は、特に注意してくださ
い。ファイルを保存してすぐに、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。
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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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Generic SCSI デバイスに接続
Generic SCSI を使用すれば、ゲスト OS がサポートするあらゆる SCSI デバイ
スを仮想マシンで実行することができます。Generic SCSI を使って、ゲスト
OS はホストに接続されている SCSI デバイス（スキャナ、テープドライブな
ど）に直接アクセスできるようになります。

Windows ホスト上の Generic SCSI
Windows で Generic SCSI ドライバを使用すれば、ゲスト OS が Generic SCSI
デバイス（スキャナ、テープドライブ、その他のデータ記憶デバイスなど）
を仮想マシンで使用できるようになります。

注意 : Gereric SCSI デバイスとして、仮想マシン内でホスト SCSI デバイスに
アクセスするには、管理者アクセスを持つユーザーとして、VMware 
Workstation を実行しなくてはなりません。

デバイスのサポート
理論上 Generic SCSI はデバイスに一切依存しないはずですが、弊社の検証で
は、ゲスト OS、デバイスクラス及び特定の SCSI ハードウェアに影響を受け
ることが判明しています。必要な SCSI ハードウェアはまず使用してみて、
問題が生じた場合に弊社のテクニカルサポートに報告することをお勧めしま
す。

注意 : Generic SCSI デバイスを Windows 95、Windows 98、Windows Me ゲ
ストで使用中にデバイスに問題が生じた場合は、 www.lsilogic.com から最新
の Mylex® (BusLogic) BT-958 互換のホストバスアダプタをダウンロードして
ください。 このドライバは Windows が最適なドライバとして検出したもの
に上書きしてしまいますが、これによって既知の問題を修正することができ
ます。

Windows XP またはWindows Server 2003 ゲストで SCSI デバイスを使用す
るための準備
Windows XP や Windows Server 2003 仮想マシンで SCSI デバイスを使用する
には、特別な SCSI ドライバが必要です。このドライバは弊社 Web サイトの
ダウンロードのセクションで入手することができます（ www.vmware.com/
download）。ドライバのインストールは、Web サイトの指示に従って行っ
てください。

Windows NT 4.0 ゲストで SCSI デバイスを使用するための準備
Generic SCSI デバイスは、仮想マシンが提供する仮想の Mylex (BusLogic) BT-
958 互換のホストバスアダプタを使用します。一部のゲスト OS は、仮想マ
シンに最初に SCSI デバイスをインストールすると、ドライバのインストー
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ルを順を追って実行してくれます。ただし Windows NT4.0 では、仮想 SCSI
ディスクにドライバが既にインストールされていない場合は、手作業でドラ
イバをインストールする必要があります。この作業は、Generic SCSI デバイ
スを追加する前に行ってください。

Windows NT 4.0 ゲストに BusLogic ドライバをインストールするには、 
Windows NT インストール CD を用意して、次の手順に従ってください。

1. [SCSI アダプタ ] コントロールパネルを開きます。

[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [SCSI アダプタ ] 

2. [ ドライバ ] タブをクリックします。

3. [ 追加 ] をクリックします。

4. 左側のベンダーのリストから [BusLogic] を選択します。

5. 右側のドライバのリストから [BusLogic MultiMaster PCI SCSI Host 
Adapters] を選択します。

6. [OK] をクリックします。

7. 画面の指示に従って Windows NT CD を挿入します。[OK] をクリックし
ます。

8. 画面の指示に従って再起動します。

仮想マシンにGeneric SCSI デバイスを追加
仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加するには、仮想マシン設定を使用
します。Generic SCSI デバイスの設定を行うときは、仮想マシンをオフにし
ておいてください。

1. VMware Workstation が既に実行されていない場合は、スタートします。

[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Workstation]

2. Generic SCSI デバイスを使用する仮想マシンを開きます。仮想マシンは
オフの状態にしておいてください。

3. VMware Workstation のメニューから [VM] - [ 設定 ] を選択して仮想マシ
ン設定を開きます。

4. [ 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。[ 次へ ] をクリックしてください。

5. Generic SCSI Device を選んで [ 次へ ] をクリックしてください。

6. 使用したい物理デバイスの名前を指定します。

次に、このデバイスを認識させたい仮想マシンの仮想デバイスノード
を選択します。
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[ デバイスのステータス ] の下のチェックボックスでは、仮想マシンを
オンにするたびにデバイスを接続するかどうかを指定することができ
ます。

7. [ 完了 ] をクリックすると新しいデバイスがインストールされます。

8. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を閉じます。

デバイスを削除するには、仮想マシン設定を開始して、該当する Generic 
SCSI デバイスを選択してから [ 削除 ] をクリックします。

Linux ホスト上の Generic SCSI
Linux で Generic SCSI ドライバを使用すれば、ゲスト OS が Generic SCSI デ
バイスを仮想マシンで使用できるようになります。 SCSI Generic ドライバは
/dev内の各 SCSI デバイスに対してマッピングを設定します。各エントリは
sg（SCSI Generic ドライバの略）で始まり、後に任意の 1 文字が割り当てら
れます。 例えば、/dev/sgaは最初の Generic SCSI デバイスを指します。

各エントリは、特定の SCSI デバイスに対応しています。/proc/scsi/

scsiの指定に従って、ID 値が一番低いアダプタのデバイス ID が小さいもの
からデバイス ID が大きなものへ、ID 値とデバイス ID 値が最も高いアダプ
タまで順番に並べられています。/dev/st0または /dev/scd0は入力しな
いでください。

注意 : Virtual Machine Settings で Generic SCSI デバイスをセットアップする
際は、[Connection] フィールドに仮想マシンにインストールするデバイスの
/dev/sgエントリを入力する必要があります。また、デバイスを使用する
許可を持つユーザーとしてログインしなければなりません。

Generic SCSI の要件
Generic SCSI には、 SCSI Generic (sg.o) ドライバ v. 2.1.36 以降が必要です。
これは、カーネル 2.2.14 以降で提供されています。

Generic SCSI デバイスへの同時アクセスの回避
Linux 環境では、一部のデバイスにすでに /devエントリが割り当てられて
います。特にテープドライブ、ディスクドライブ、CD-ROM ドライブには、
一般的に順に st、sd、scdというエントリが割り当てられています。SCSI 
Generic ドライバがインストールされている場合、Linux はこのようなデバ
イスを、既に割り当てられているエントリだけでなく、/devにある該当す
る sgエントリを使用しても認識します。 VMware Workstation では、複数の
プログラムが同じ /dev/sgエントリを同時に使用できないようになってい
ますが、/dev/sgエントリと元の /devエントリであれば同時に使用され
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る可能性があります。このため、同じデバイスをホストとゲストの両方で使
用しないようにしてください。デバイスが不正に動作したり、データが破
損、消失する原因になります。

Generic SCSI デバイスへのアクセス権限
デバイスを仮想マシンで使用するには、その Generic SCSI デバイスに対する
読み取り / 書き込みの権限が必要です。 CD-ROM ドライブのような読み取り
専用デバイスでも例外ではありません。通常このようなデバイスは、デフォ
ルトで root だけにアクセス権が設定されています。システム管理者は、こ
れらのデバイスに対して読み取り / 書き込み権限を持つグループを作成し、
そのグループに必要なユーザー名を登録してください。

デバイスのサポート
理論上 Generic SCSI はデバイスに一切依存しないはずですが、弊社の検証で
は、ゲスト OS、デバイスクラス及び特定の SCSI ハードウェアに影響を受け
ることが判明しています。必要な SCSI ハードウェアはまず使用してみて、
問題が生じた場合に弊社のテクニカルサポートに報告することをお勧めしま
す。

注意 : Generic SCSI デバイスを Windows 95、Windows 98、Windows Me ゲ
ストで使用中にデバイスに問題が生じた場合は、 www.lsilogic.com から最新
の Mylex (BusLogic) BT-958 互換のホストバスアダプタをダウンロードしてく
ださい。 このドライバは Windows が最適なドライバとして検出したものに
上書きしてしまいますが、これによって既知の問題を修正することができま
す。Windows XP や Windows Server 2003 の仮想マシンで SCSI デバイスを使
用するには、特別な SCSI ドライバが必要です。 これは、弊社 Web ページの
ダウンロードのセクション（ www.vmware.com/download）で入手できま
す。

仮想マシンにGeneric SCSI デバイスを追加
仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加するには、Virtual Machine 
Settings を使用します。 Virtual Machine Settings を使用すれば、ホスト上の
物理 Generic SCSI デバイスに仮想 SCSI デバイスをマッピングすることがで
きます。

Generic SCSI デバイスの設定を行うときは、仮想マシンをオフにしておいて
ください。

1. VMware Workstation をスタートし、仮想マシンを選択します。仮想マ
シンはオフの状態にしておいてください。

2. [VM] - [Settings] を選択して Virtual Machine Settings を開きます。
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3. [Add] をクリックすると、[Add Hardware] ウィザードが開始します。
[Generic SCSI Device] を選択して [Next] をクリックします。

4. 使用したい物理デバイスの名前を指定します。

次に、このデバイスを認識させたい仮想マシンの仮想デバイスノード
を選択します。

[Device status] の下のチェックボックスでは、仮想マシンをオンにする
たびにデバイスを接続するかどうかを指定することができます。

5. [Finish] をクリックして、新しいデバイスをインストールします。

6. [OK] をクリックして構成を保存し、Virtual Machine Settings を終了しま
す。

デバイスを削除するには、Virtual Machine Settings を開始して、該当する
Generic SCSI デバイスを選択してから [Remove] をクリックします。
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ビデオ及びサウンド
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VMware Workstation 4 で
のビデオとサウンドの構成
ここでは、ビデオとサウンドを VMware Workstation に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.327)
･ ホストの画面の色の設定を変更 (P.327)
･ 仮想マシン画面の色の設定を変更 (P.327)

･ Linux ホストでのフルスクリーン モード使用 (P.329)
･ サウンドの構成 (P.330)

･ Windows 9x 及び Windows NT ゲストにサウンドドライバをインス
トール (P.330)
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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。

このような場合、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 を全てシャットダ
ウンしてから仮想マシンをオフにし、VMware Workstation を終了する必要
があります。

通常の手順でホスト OS の色の設定を変更してから、VMware Workstation と
仮想マシンを再起動します。

仮想マシン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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Linux ホストでのフルスクリーン 

モード使用
フルスクリーンモードに切り替えると、VMware Workstation はフルスク
リーンディスプレイ解像度をゲスト OS に設定された解像度に合わせます。

Linux ホストでは、VMware Workstation は XFree86 Project あるいは XiG's Xfs
から VidMode か DGA2 拡張機能を使用して、ホスト解像度を仮想マシンで
稼動しているゲストの解像度に合わせます。

VMware Workstation が最良の解像度を見つけられない場合もあります。

VMware Workstation をフルスクリーンモードに切り替えた場合、解像度は
既にホスト X サーバの合わせて構成された解像度に合わせられます。仮想
マシンがホスト X サーバの構成にリストされたモードに合わない解像度で
稼動している場合は、フルスクリーンモードにおいて、VMware Workstation
は一番近いそれよりも大きいモード ( そして黒のボーダーを使用する ) をフ
ルスクリーンモードに選択するか、あるいは単にフルスクリーンモードを提
示しません。

ホストの X サーバに構成されたモードが合うものであるとは限りません。
ホストの X 構成が自動的に行われた場合、あるいは、既存のモニターとビ
デオカードで全てのモードを 1 度もテストしていない場合は、可能なモー
ドが既存のモニターと作動しないことがあります。しかし、VMware 
Workstation のモード切替コードはこれを知るべくもなく、仮想マシンが不
適切なモードラインで解像度を使用しようとすると、ディスプレイが正しく
表示されない場合があります。

この場合、<Ctrl>-<Alt> を押して、直ちにフルスクリーンモードから出て、
X サーバ構成を修正し、X を再起動してください。しかし、イメージが中心
からずれているだけ、あるいはモニターのサイズにびったり合っていないと
いうだけの場合は、通常モニターのコントロールを使用して修正することが
できます。ほとんどの最近のモニターは、個々の解像度に別々の設定を保存
することができるので、新しいモードの設定を変更することでホスト解像度
の設定に問題を引き起こすことはありません。
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サウンドの構成
VMware Workstation は Sound Blaster Ensoniq Audio PCI 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 Workstation 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 ゲストでの 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。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。本ドキュメントの発行時点では、ドライバは
下記の Creative Labs 社北米 Web サイトからダウンロードできます。
www.americas.creative.com/support/welcome.asp?centric=15
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仮想マシンのパフォーマン
スの最適化
本章は、VMware Workstation 及びその仮想マシンのパフォーマンスを最適
化するためのヒントを記載しています。

･ ホストコンピュータの構成と管理 (P.333)
･ VMware Workstation の構成 (P.334)

･ 一般的な VMware Workstation のオプション (P.334)
･ Windows ホスト上の VMware Workstation (P.338)
･ Linux ホスト上の VMware Workstation (P.339)

･ メモリ使用上の注意 (P.340)
･ 仮想マシンのメモリサイズ (P.340)
･ 全ての仮想マシンによって使用される RAM 容量の指定 (P.341)
･ Linux ホストで 1GB 以上のメモリを使用 (P.343)

･ ゲスト OS のパフォーマンスの改善 (P.345)
･ Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス (P.345)
･ Windows XP /2000/Server 2003 ゲストのパフォーマンス (P.347)
･ Linux ゲストのパフォーマンス (P.348)
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ホストコンピュータの構成と
管理
仮想マシンのワーキングディレクトリが存在する物理ディスク、あるいは仮
想ディスクファイルが格納されている物理ディスクの断片化が進むと、仮想
マシンのパフォーマンスが低下することがあります。デフォルトでは、ワー
キングディレクトリはホストコンピュータ上に存在し、仮想ディスクファイ
ルはそこに格納されます。仮想マシンの構成をカスタム化している場合、
ワーキングディレクトリや仮想ディスクファイルは別の物理コンピュータに
設定されている可能性があります。

ホストディスクの断片化によって、次のいずれか、あるいは全てが影響を受
ける可能性があります。

･ 仮想ディスクを格納しているファイル
･ スナップショットが設定されている時に、新しく保存されたデータを

記録するファイル
･ 仮想マシンのサスペンドとレジュームに使用する情報を記録したファ

イル
仮想マシンのパフォーマンスが低下した場合、あるいはサスペンドとレ
ジューム操作をスピードアップしたい場合、仮想マシンのワーキングディレ
クトリや仮想ディスクファイルが存在するホストのディスクで断片化がひど
くなっていないか確認してください。 断片化が進んでいる場合は、ディスク
の最適化ユーティリティを実行してホストディスクの断片化を改善すれば、
パフォーマンスが向上します。
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VMware Workstation の構成
このセクションでは、VMware Workstation 自体のパフォーマンスに影響を
与える要因に関するアドバイスと情報を提供しています。ゲスト OS やホス
ト OS のパフォーマンスは、ここでは扱っていません。

注意 : 下記の VMware Workstation 構成オプションに加えて、 VMware Tools
パッケージが存在するゲスト OS には常に VMware Tools をインストールし
てください。これによって、ビデオ及びマウスのパフォーマンスが向上し、
仮想マシンのユーザビリティが大幅に向上します。詳しくは「VMware 
Tools のインストール (P.92)」を参照ください。

一般的な VMware Workstation のオプション

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS は正しく指定してください。ゲスト OS の設定は、
[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 全般 ]（ Windows ホスト）か [VM] -[Settings] 
- [Options] - [General]（Linux ホスト）で確認できます。

VMware Workstation はこの指定に基づいて特定の内部構成を最適化します。 
このため、ゲスト OS を必ず正しく設定してください。 最適化を行えば指定
された OS の性能はかなり向上しますが、仮想マシンで実際に実行されてい
る OS と異なる OS を指定した場合は、性能が大幅に低下します（誤った OS
を指定しても仮想マシンは正常に動作しますが、仮想マシンの性能は低下す
る可能性があります）。

メモリの設定
仮想マシンには適切なメモリ容量を割り当ててください。最近の OS の多く
はメモリを大量に消費するようになってきています。このため、適度に大き
なメモリを割り当てることをお勧めします。

これはホスト OS、特に Windows ホストにも言えることです。

[ 新規仮想マシンウィザード ] （Windows ホスト）や [New Virtual Machine 
Wizard]（Linux ホスト）は仮想マシンのメモリサイズとして適当な値を自動
的に選択しますが、仮想マシン設定（[VM ] - [ 設定 ] - [ メモリ ] または [VM] - 
[ Settings] - [Memory]）で設定を調整すれば、パフォーマンスをさらに向上
できることがあります。

一度に 1 台の仮想マシンを単独で実行することがほとんどであれば、仮想
マシンに割り当てるメモリは、ホストで利用できるメモリの半分を目安とし
てください。
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予約メモリの設定を変更すれば効果的なこともあります。Windows ホスト
では [ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ メモリ ]、Linux ホストでは [Edit] - [Preferences] - 
[Memory] で変更を行います。

詳しくは「メモリ使用上の注意 (P.340)」を参照してください。

デバッグモード
VMware Workstation を実行する際に、一般モードかオプションでデバッギ
ング情報を提供するモードのいずれかを選択できます。デバッグモードは一
般モードよりパフォーマンスが遅くなります。

一般的な使用目的では、仮想マシンをデバッグモードで実行しないでくださ
い。Windows ホストでは、[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] を選択してから、
[ 詳細 ] を選択します。詳細オプションの箇所にある [ デバッグインフォ
メーションの実行 ] チェックボックスの選択が解除されていることを確認し
てください。Linux ホストでは、[VM] - [Settings] - [Options] を選択してから、
[Advanced] を選択します。詳細オプションの箇所にある [Run with 
debugging information] チェックボックスの選択が解除されていることを確
認してください。

CD-ROMドライブのポーリング
Windows NT/98 など一部の OS は、CD-ROM ドライブに対するポーリング
を毎秒行って、ディスクが挿入されているか確認します（これで自動実行プ
ログラムを遂行することができるのです）。このポーリング中に VMware 
Workstation がホストの CD-ROM ドライブに接続され、CD-ROM ドライブが
回転する間、仮想マシンが動作を一時的に停止してしまうことがあります。

CD-ROM ドライブの始動に特に時間がかかる場合は、次の 2 通りの方法で
動作停止が起こるのを防ぐことができます。

･ ゲスト OS 内のポーリングを無効にします。無効にする方法は、OS に
よって異なります。最近の Microsoft Windows の OS では、PowerToys
ユーティリティから TweakUI を使用するのが最も簡単な方法です。
TweakUI の入手法とゲスト OS へのインストールに関する情報は、
Microsoft 社の Web サイト（ www.microsoft.com）で「TweakUI」を
キーワードに検索を行ってください。使用する OS によって詳細が異な
ります。

･ 仮想 CD-ROM ドライブを切断された状態に設定することもできます。 
こうすれば、ドライブは仮想マシンに検出されますが、常にディスク
が挿入されていない状態で認識されます（また、VMware Workstation
がホストの CD-ROM ドライブに接続されません）。 
変更は次の手順で行います。
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Windows ホスト： [VM] - [ 設定 ] を選択し、[ デバイス ] リストの [DVD/
CD-ROM] をクリックします。次に [ 起動時に接続 ] チェックボックス
の選択を解除してください。

Linux ホスト：[VM] - [Settings] を選択し、[Devices] リストの [DVD/CD-
ROM] をクリックします。次に [Connect at Power On] チェックボック
スの選択を解除してください。

仮想マシンで CD-ROM を使用したい時は、[VM] - [ 取外し可能デバイス
] または [VM] - [Removable Devices] メニューで CD-ROM ドライブを接
続します。

ディスクのオプション
ディスクのオプション（SCSI または IDE）やタイプ（仮想または RAW）は、
様々な方法でパフォーマンスに影響を与えます。

仮想マシン内では、SCSI ディスクも DMA を使用する IDE ディスクもほぼ同
じパフォーマンスを示します。ただし、DMA を使用できない、あるいは使
用するように設定されていないゲスト OS での IDE ディスクのパフォーマン
スは、非常に遅くなることがあります。

Linux ゲストが DMA を使って IDE ドライブへアクセスするように設定する
最も簡単な方法は、VMware Tools をインストールする方法です（[VM] - 
[VMware Tools のインストール ] または [VM] - [Install VMware Tools]）。 
VMware Tools をインストールすると、IDE 仮想ドライブが DMA を使用する
ように自動設定されます。

Windows 2000 では、デフォルトで DMA アクセスが有効になっています。
他の Windows ゲスト OS では、設定を変更する方法はそれぞれ異なります。
詳細は次のテクニカルノートを参照してください。

･ 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.204)

･ Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス (P.345)
多くの場合、スナップショットが存在する時、仮想ディスクは ランダムア
クセスあるいは非順次アクセスに対して非常に優れたパフォーマンスを示し
ます。しかし、このようなディスクは、パフォーマンスに影響を及ぼす程に
断片化してしまう可能性があります。ディスクの最適化を行うには、まず最
初にスナップショットを削除してください（[ スナップショット ] - [ スナッ
プショットの削除 ] または [Snapshot] - [Remove Snapshot]）。

スナップショットが存在しない場合、RAW ディスクと最初から全スペース
が割り当てられた仮想ディスクには、共にベースとなるディスクの順次アク
セス及びランダムアクセスを模倣したフラットファイルが使用されます。ス
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ナップショットが存在する仮想マシンをオンにした後で変更を行うと、変更
されたファイルへのアクセスはすべて、最初に全スペースを割り当てない仮
想ディスクのパフォーマンスと同様のレベルで実行されます。スナップ
ショットを削除すると、ベースとなるディスクと同等のレベルのパフォーマ
ンスに再び戻ります。

全般的に、スナップショットが存在しない状態で RAW ディスクや最初から
全スペースが割り当てられた仮想ディスクを使用すれば、他の構成に比べて 
幾分優れたパフォーマンスを挙げることができます。

最初から全スペースを割り当てない仮想ディスクでは、ディスクへの書き込
みが遅くなる可能性があります。ただし、仮想マシン設定（Virtual Machine 
Settings）を使ってディスクの最適化を行えば、このようなディスクのパ
フォーマンスを向上させることができます。[VM] - 
[ 設定 ] または [VM] - [ Settings] を選択してから最適化するディスクを指定
し、[ ディスクの最適化 ] または [Defragment] をクリックしてください。

リモートディスクアクセス
非常に高速なネットワークでない限り、リモートマシンのディスクを使い、
ネットワークを使ってアクセスすることはできるだけ避けてください。ディ
スクをリーモートマシンで実行する必要がある場合は、[VM] - [ 設定 ] - [ オ
プション ] で [ 全般 ] を選択してから [ ワーキングディレクトリ ] を

（Windows ホスト）、あるいは [VM] - [Settings] - [Options] で [General] を選択
してから [Working directory]（Linux ホスト）をローカルハードディスクの
ディレクトリに設定してください。 次にスナップショットを設定します。ス
ナップショットの設定後に行った変更は、ここで指定したローカルマシンの
ワーキングディレクトリに保存されます。

スナップショット
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。これによってパフォーマンスが
最適化されます。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 ] または
[Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択してください。
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Windows ホスト上の VMware Workstation
注意 : 次の項目は、Windows ホスト上での VMware Workstation のパフォー
マンスを説明したものです。Linux ホスト上の VMware Workstation の構成
に関するヒントは、「Linux ホスト上の VMware Workstation (P.339)」を参照
してください。

プロセススケジューリング
注意 : この情報は、Windows NT でのスケジュールに関するトラブルを説明
したものです。Windows 2000/ XP/Server 2003 では状況が異なると考えられ
ますが、現時点では Windows 2000/ XP/Server 2003 ホストに関する同様の
情報は準備されていません。
Windows NT のプロセススケジューラは必ずしも、その上で稼働する仮想マ
シンとアプリケーションの特定の組合せのパフォーマンスを最適化するよう
にプロセスのスケジューリングを行う訳ではありません。 Windows ホスト
の VMware Workstation は、ニーズに合わせてプライオリティのスケジュー
リングを調整できる構成オプションを提供しています。

このような構成オプションは、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ 優先順位 ] や [VM] - [
設定 ] - [ オプション ] - [ 詳細 ] メニューのオプションで設定することができ
ます。これらのメニュー項目では、仮想マシンがマウスやキーボードを使用
している（フォアグランド）場合のプライオリティ（「高」か「中」）と仮想
マシンがマウスやキーボードを使用していない（バックグランド）場合のプ
ライオリティ（「中」か「低」）を指定することができます。

グローバル優先順位は全仮想マシンにデフォルトとして設定されます。ロー
カル優先順位は、変更を行った特定の仮想マシンのグローバル設定だけを上
書きします。

[ フォアグランド : 高 - バックグランド : 中 ] 及び [ フォアグランド : 中 - バッ
クグランド : 低 ] 設定には特に注意が必要です。

バックグランドで多数のプロセスやアプリケーションを実行しており、
VMware Workstation が前画面表示されている間これらのプロセスが比較的
低いプライオリティで処理されても構わない場合、 [ フォアグランド : 高 - 
バックグランド : 中 ] 設定は便利です。別の仮想マシンやプロセッサ集中型
のタスク（コンパイルなど）をバックグランドで実行している時の VMware 
Workstation 仮想マシンを使ったパフォーマンスが著しく改善されます。

[ フォアグランド : 中 - バックグランド : 低 ] 設定では、その逆のことが言え
ます。仮想マシンをバックグランドで実行するとホストのパフォーマンスが
遅くなりすぎる場合、仮想マシンがマウスとキーボードのコントロールを持
たない時にそのプライオリティを低くするように指定することができます。 
これによって、プライオリティの設定を高くした時と同様にプライオリティ
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が極端に変更されるため、仮想マシン（及びすべてのバックグランドアプリ
ケーション）のスピードは大幅に低下します。

Linux ホスト上の VMware Workstation 
注意 : 以下の項目は、Linux ホスト上での VMware Workstation のパフォー
マンスを説明したものです。Windows ホスト上の VMware Workstation の構
成に関するヒントは、「Windows ホスト上の VMware Workstation (P.338)」
を参照してください。

フルスクリーンモードの使用
フルスクリーンモードではウィンドウモードに比べてスピードが改善されま
す。このため、仮想マシンとホストを同時に画面表示する必要がない時は、
フルスクリーンモードに切替えることをお勧めします。

注意 : VGA モードでは、特にこの傾向が顕著です。VGA モードとは、テキ
ストモード（DOS や Linux の仮想ターミナルなど）になっている画面や 16
色 640 x 480 ピクセルのグラフィックモード（例えば、Windows 9x の雲を
背景としたブート画面や VMware Tools の SVGA ドライバを使用せずに稼動
しているゲスト OS の画面）のことです。 
Linux ホストでは、フルスクリーンの VGA モードはベースとするビデオカー
ドを直接使用するため、グラフィックスのパフォーマンスがホストのパ
フォーマンスに非常に近くなります。対照的に、ウィンドウモードの VGA
は同モードの SVGA に比べてエミュレーションに多くのリソースを消費しま
す。このため、VGA モードで長時間作業を行う時は（例えばグラフィカル
なインストーラを使った OS のインストールなど）、フルスクリーンモード
で実行すれば、パフォーマンスが大幅に改善されることになります。
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メモリ使用上の注意
VMware Workstation では、次のメモリ関連設定を行うことができます。

･ 特定の仮想マシンのメモリサイズ
･ 仮想マシンに使用されるホストコンピュータの RAM の容量
･ ホスト OS のメモリマネジャーを使用し、物理的な RAM から仮想マシ

ンメモリを移動 
これらの 3 つの設定を調節することにより、仮想マシンのパフォーマンス
とシステム全体のパフォーマンスを改善することができます。

ここでは、VMware Workstation がどのようにメモリ構成パラメータを使用
して、仮想マシンとシステムメモリを適切に管理するかを説明します。

仮想マシンのメモリサイズ
最初の構成パラメータとして、個々の仮想マシンのメモリサイズを設定でき
ます。仮想マシンへのこの構成パラメータの設定は、仮想マシン設定 ([VM] 
- [ 設定 ] - [ メモリ ] または [VM] - [Settings] - [Memory]）で行います。ゲスト
のメモリサイズは OS のプロバイダの最小推奨値より低くならないようにし
ます。 

[ 新規仮想マシンウィザード ]（Windows ホスト )、あるいは [New Virtual 
Machine Wizard]（Linux ホスト）は、ゲスト OS の種類とホストコンピュー
タのメモリ容量に基づいて、各仮想マシンに適当と思われるメモリサイズの
デフォルト値を設定します。 この値は推奨するメモリ値として仮想マシンの
コントロールパネルに表示されます。

さらに仮想マシンのコントロールパネルには、最高の性能のためのメモリ最
大量の値も表示されます。仮想マシンのメモリをこの値に設定し、その仮想
マシンのみがホストで稼動している場合、その仮想マシン全体を RAM で実
行することができます。仮想マシン全体を RAM で実行すると、ディスクに
そのメモリをいくらか移動した仮想マシンよりよく機能します。

実際に仮想マシンに割り当てられるメモリサイズは、次の要因によって決ま
ります。

･ 仮想マシンで実行されるアプリケーションの種類 
･ メモリリソースを共有する他の仮想マシン
･ 仮想マシンと同時に実行されるホストのアプリケーションの種類
注意 : 2GB 以上のファイルをサポートしない FAT32 なのどファイルシステ
ムに仮想マシンのファイルが格納されている場合、2GB 以上のメモリを仮
想マシンに割り当てることはできません。
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ひとつのホスト上での全ての仮想マシンに割り当てるメモリ容量の合計は
4GB を超えないようにしてください。

ホストのメモリ使用
ホスト OS は、空きメモリが不足した状態ではうまく動作しません。
Windows あるいは Linux ホスト OS に十分な RAM がない場合、スラッシン
グが起き、頻繁に RAM とディスク上のページファイルの間で内容の交換が
発生します。仮想マシンによりホストがスラッシングするのを防ぐために、
VMware Workstation は仮想マシンが使用する RAM の合計容量の上限を設定
しています。

仮想マシンの実行中もホストが正常に動作できるように、メモリの一部をホ
ストに予約しておく必要があります。ホストに割り当てるメモリサイズは、
ホスト OS とホストコンピュータのメモリのサイズによって決まります。 

全ての仮想マシンによって使用される RAM容量の指定
2 番目の構成パラメータとして設定できるのは、VMware Workstation が実
行中の全仮想マシンのために備えておくことのできる RAM の使用容量で
す。このパラメータは、[VM] - [ 設定 ] - [ メモリ ]（Windows ホスト）あるい
は [VM] - [ Settings] - [Memory]（Linux ホスト）で設定します。

この予約設定は、VMware Workstation が使用可能のメモリ容量の上限を指
定します。ただし、ここで指定したメモリが前もって割り当てられる訳では
ありません。複数の仮想マシンが同時に稼動している場合でも、VMware 
Workstation はここで指定する RAM の一部しか使用しないこともあります。 
未使用の RAM は、他のアプリケーションが使用できます。仮想マシンがこ
こで指定した全ての RAM を使用している場合は、ホスト OS がこの RAM を
利用したり、他のアプリケーションが利用したりすることはできません。

VMware Workstation が使用する RAM には、ゲスト OS に割り当てられる
RAM と仮想マシンの実行に伴う少量のオーバーヘッドメモリが含まれます。 

特定の仮想マシンが実際に使用する RAM は、仮想マシンの実行によってダ
イナミックに変化します。複数の仮想マシンが並行稼動している場合は、相
互にメモリの管理をします。

実行中の全仮想マシン用に指定する RAM サイズの推奨値は、ホストコン
ピュータの物理メモリサイズに基づいて算出され、予約メモリコントロール
に表示されます。これは、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ メモリ ] （Windows ホス
ト）か [Edit] - [Preferences ] - [Memory]（Linux ホスト）で表示することがで
きます。VMware Workstation の RAM 容量を変更したい場合、このスライ
ダーを使って変更することができます。
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設定した RAM のサイズが大きすぎると、ホストで別のアプリケーションが
実行されている場合、ホストがスラッシュする可能性があります。RAM の
サイズが小さすぎると、仮想マシンの性能が大幅に低下し、実行できる仮想
マシンの数も限られてきます。

付加メモリの使用
VMware Workstation はデフォルトで、同時に実行できる仮想マシン数の上
限を、指定されたメモリのサイズに基づいて設定します。 これは、仮想マシ
ンがお互いのパフォーマンスを低下させ合うのを防ぐための措置です。

より多く、または、より大きいの仮想マシンを実行するには、3 番目の設定
( ホスト OS がディスクに移動させた仮想マシンのメモリ容量を ) 調節して
ください。この設定を変えるには [ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ メモリ ] (Windows
ホスト ) か [Edit] - [Preferences] - [Memory] （Linux ホスト）を選択して、メ
モリ設定を変更してください。次のラジオボタンを 1 つ選択してください。

･ 全ての仮想マシンのメモリをホストに保留されている RAM に適合す
る。
パネルの上部で設定された予約メモリの制限を厳密に適用します。こ
の設定は、一定の時間内で稼動する仮想マシンの数とメモリサイズに
最も厳しい制限を課します。仮想マシン全体が RAM で実行しているの
で、最高の性能を発揮します。

･ いくつかの仮想マシンのメモリをスワップとして使用する。
必要に応じて、適度な量の仮想マシンメモリをディスクにスワップし
ます。この設定で、一定の時間内にホストコンピュータで稼動するこ
とのできる仮想マシンの数あるいはメモリサイズを増やすことができ
ます。しかし、RAM とディスク間を仮想マシンのメモリが移動するこ
とによって、性能が低下する場合があります。

･ ほとんどの仮想マシンメモリをスワップとして使用する。
できる限りの仮想マシンメモリをディスクにスワップさせます。この
設定によって、より多くの仮想マシンを、標準設定より多いメモリで
実行することができます。しかし、この場合も、RAM とディスク間を
仮想マシンのメモリが移動することによって、性能が低下する場合が
あります。

仮想マシンをオンにした時に十分なメモリがない場合、VMware Workstation
が警告を表示します。どれだけのメモリを仮想マシンが使えるように構成さ
れているか、そして、どれだけのメモリが使用可能かを表示します。使用可
能なメモリを使用して仮想マシンをオンにするには、[OK] をクリックして
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ください。仮想マシンをオンにしない場合は [ キャンセル ] または [Cancel]
をクリックしてください。

Linux ホストで 1GB以上のメモリを使用
2.2.x シリーズの Linux カーネルはデフォルトで、1GB の物理メモリをサポー
トします。 Linux で 1GB 以上のメモリを使用したい場合は、次のいずれかの
方法を取ってください。

･ より大容量の物理メモリに対応した 2.4.x シリーズのカーネルにアップ
グレード

･ CONFIG_2GB オプションを使用して、カーネルを 2GB カーネルとして
リコンパイル

･ CONFIG_BIGMEM オプションを有効にして、より多くの物理メモリを
マッピング（VMware 製品でこのアプローチを取る場合は、特別な作業
が必要です。詳細は下記の「対処方法」を参照してください）。

CONFIG_2GB オプションでは、カーネルを 2GB カーネルとしてリコンパイ
ルします。 その結果、アドレススペースを 2GB のユーザーセクションと 2GB
のカーネルセクションに分割する（通常は 3GB のユーザーセクションと
1GB のカーネルセクションに分割されます ) ことにより、Linux が約 2GB の
物理的メモリをサポートできるようになります。

3 番目のアプローチは、Linux で CONFIG_BIGMEM オプションを使用するも
のです。CONFIG_BIGMEM オプションを有効にすると、カーネルは全物理メ
モリに直接アクセスする代わりに、一度に 1GB （または 2GB）の物理メモ
リをアドレススペースにマッピングすることができます。これによって、
カーネルが仮想アドレスを物理アドレスにマッピングするために使用するセ
マンティクスが変更されてしまいますが、すべての物理メモリを使用できる
ようになります。ただし、VMware 製品は物理メモリが直接カーネルのアド
レススペースにマッピングされると想定しているため、CONFIG_BIGMEM オ
プションを有効にすると正常に動作しなくなります。 

対処方法
CONFIG_BIGMEM オプションを有効にして、960MB ～ 1983MB のメモリを
持つ 1GB のカーネルを使用する場合、VMware Workstation は動作しませ
ん。この問題に対処するには、次のいずれかの方法を取ってください。

･ CONFIG_2GB オプションを有効にし、カーネルを 2GB のカーネルとし
てリコンパイルします。これで、物理メモリをすべて使用できるよう
になります。

･ LILO のプロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=959Mを受け
入れるか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEM を無効に
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し、VMware Workstation が実行できるようにします。これは次の手順
で行います。
･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959Mと入力します。 

･  または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のラ
インを追加してください。 
append mem="959M" 

CONFIG_BIGMEM オプションが有効になっている 1GB のカーネルに 1983MB
以上のメモリが設定されている場合、次のいずれかを行ってください。 

･ CONFIG_2GB オプションを有効にし、カーネルを 2GB のカーネルとし
てリコンパイルします。さらに、 LILO のプロンプトでブート時に表示
されるスイッチ mem=1983Mを受け入れるか、これを lilo.confに追
加します。 スイッチは次の手順で使用できます。
･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983Mと入力しま

す。 
･ または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のラ

インを追加してください。
append mem="1983M" 

･ LILO のプロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=959Mを受け
入れるか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEM を無効に
します。スイッチは次の手順で使用できます。
･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959Mと入力します。

･ または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のラ
インを追加してください。
append mem="959M" 

CONFIG_BIGMEM オプションを有効にして、1984MB 以上のメモリを持つ
2GB のカーネルを使用する場合、VMware Workstation は動作しません。こ
の場合、LILO のプロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=1983M

を受け入れるか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEM を無効
にすれば、VMware Workstation を実行することができます。スイッチは次
の手順で使用します。

･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983Mと入力します。

･ または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のライ
ンを追加してください。
append mem="1983M" 
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ゲストOSのパフォーマンスの改善
ここでは、仮想マシン内で稼動する各ゲスト OS のパフォーマンスを向上さ
せるためのヒントを記載しています。

Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス
VMware Workstation の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、
Windows 95/ 98 を構成する際のヒントを記載しています。

注意 : ここに記載されている内容は、VMware Workstation の仮想マシン内
で稼動するゲスト OS を対象にしています。ホスト上での処置は扱っていま
せん。

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS を仮想マシン設定で正しく指定してください。こ
れは、[VM] - [ 設定 ] -[ オプション ]（ Windows ホスト）か [VM] - [Settings] - 
[Options]（Linux ホスト）で選択できます。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
のクロックをホストのクロックと時刻同期させるため、一部の機能でパ
フォーマンスの改善が見られます。VMware Tools は、 [VM] - [VMware Tools
のインストール ]（WIndows ホスト）か [VM] - [Install VMware Tools ]（Linux
ホスト）を選択してインストールできます。

IDE ディスクに対するDMAモード
Windows 95 OSR2 以降（Windows 98 を含む）では、DMA を使用して IDE
ハードディスクへのアクセスを高速化することができます。ただし、この機
能はデフォルトでは有効になっていないことがあります。

DMA は、ゲスト OS のデバイスマネージャを使ってオンにすることができ
ます。

1. [ マイコンピュータ ] を右クリックして、ポップアップメニューから
[ プロパティ ] を選択します。 

2. [ デバイスマネージャ ] タブを選択し、[ ディスクドライブ ] の横のプラ
ス記号 (+) をクリックして仮想マシンの各ドライブを表示します。

3. 各 IDE ドライブのエントリを右クリックして、プロパティダイアログ
を表示します。
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4. [ 設定 ] の個所にある DMA とラベルの付いたボックスをチェックし、
Windows が表示する警告をすべて受け入れてください。

5. Windows を再起動すると、新しい設定が適用されます。 

フルスクリーンモード
仮想マシンはフルスクリーンモードで実行することをお勧めします。
VMware Workstation のツールバーにある [ フルスクリーン ] または [Full 
Screen] ボタンをクリックしてください。 

スワップファイルの使用
使用しているシステムの .iniファイルの [386enh] セクションに、次のラ
インを挿入します。

ConservativeSwapFileUsage=1

CD-ROM、 /dev/rtc の取り外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[VM] - [ 取外し可能デバイ
ス ] または [VM] - [Removable Devices] メニューでドライブを取り外すこと
ができます。

Linux ホストで Windows 95 をゲストとして実行する場合は、/dev/rtcも
取り外します。Windows 98 ゲストでは、これを取り外さないでください。

これらのデバイスを取り外すと、CPU 使用率が減少します。

注意 : VMware Tools の時刻同期機能は、/dev/rtcに依存しません。

グラフィック効果
Windows 98 には、見栄えをよくするために数々のグラフィック効果が設定
されています。これは、VMware Workstation のグラフィックエミュレー
ションに不必要な負担をかけます。 このような特殊効果をオフにすると、パ
フォーマンスが向上する場合があります。

これらの設定を変更するには、仮想マシンのデスクトップ上でマウスの右ボ
タンをクリックし、ポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択しま
す。[ 効果 ] タブをクリックして、[ ウィンドウ、メニュー及び一覧をアニ
メーション化する ] チェックボックスの選択を解除してください。 

[ ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する ] が選択されている場合は、こ
れも解除します。
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Windows XP /2000/Server 2003 ゲストのパフォーマンス
VMware Workstation の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、
Windows XP/2000/Server 2003 を構成する際のヒントを記載しています。

注意 : ここに記載されている内容は、VMware Workstation の仮想マシン内
で稼動するゲスト OS を対象にしています。ホスト上での Windows XP/
Windows 2000/Server 2003 に対する処置は扱っていません。

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS を仮想マシン設定で正しく指定してください。これ
は、[VM] - [ 設定 ] -[ オプション ] （Windows ホスト）か [VM] - [ Settings] - 
[Options]（Linux ホスト）で選択できます。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
のクロックをホストのクロックと時刻同期させるため、一部の機能でパ
フォーマンスの改善が見られます。VMware Tools は、 [VM] - [VMware Tools
のインストール ]（WIndows ホスト）か [VM] - [Install VMware Tools]（Linux
ホスト）を選択してインストールできます。

CD-ROM、 /dev/rtc の取り外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[VM] - [ 取外し可能デバイ
ス ] または [VM] - [Removable Devices] メニューでドライブを取り外すこと
ができます。Linux がホストの場合、 /dev/rtcも取り外します。これらの
デバイスを取り外すと、CPU 使用率が減少します。

注意 : VMware Tools の時刻同期機能は、/dev/rtcに依存しません。 

グラフィック効果
メニュー使用時に Windows Server 2003 や Windows XP、Windows 2000 が
使用するフェード効果は処理に多少時間がかかるため、仮想マシンの反応を
遅らせることがあります。

これらの設定を無効にするには、ゲスト OS のデスクトップ上でマウスの右
ボタンをクリックし、[ プロパティ ] - [ デザイン ] - [ 効果 ]（Windows XP と
Windows Server 2003 の場合）か [ プロパティ ] - [ 効果 ] （Windows 2000 の
場合） を選択します。次に [ メニューとヒントをアニメーション化する ] の
指定を解除してください。 
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フルスクリーンモード
仮想マシンはフルスクリーンモードで実行することをお勧めします。
VMware Workstation のツールバーにある [ フルスクリーン ] または [Full 
Screen] ボタンをクリックしてください。

Linux ゲストのパフォーマンス
VMware Workstation の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、
Linux を構成する際のヒントを記載しています。

注意 : ここに記載されている内容は、VMware Workstation の仮想マシン内
で稼動するゲスト OS を対象にしています。ホスト上での Linux に対する処
置は扱っていません。 

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS を仮想マシン設定で正しく指定してください。これ
は、[VM] - [ 設定 ] -[ オプション ] （ Windows ホスト）か [VM] - [ Settings] - 
[Options]（Linux ホスト）で選択できます。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
のクロックをホストのクロックと時刻同期させるため、一部の機能でパ
フォーマンスの改善が見られます。VMware Tools は、 [VM] - [VMware Tools
のインストール ]（WIndows ホスト）か [VM] - [Install VMware Tools]（Linux
ホスト）を選択してインストールできます。

CD-ROM、 /dev/rtc の取り外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[VM] - [ 取外し可能デバイ
ス ] または [VM] - [Removable Devices] メニューでドライブを取り外すこと
ができます。Linux がホストの場合、 /dev/rtcも取り外します。これらの
デバイスを取り外すと、CPU 使用率が減少します。

注意 : VMware Tools の時刻同期機能は、/dev/rtcに依存しません。 
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テキストモードでのインストール
Linux ゲストをインストールする際は、できればグラフィカルインストーラ
ではなく、テキストモードのインストーラを使用してください。 インストー
ルプロセスがスピードアップします。 

Linux ホストでグラフィカルインストーラを使用する場合は、VMware 
Workstation をフルスクリーンモードにしてインストールを実行してくださ
い。 

フルスクリーンモード
仮想マシンはフルスクリーンモードで実行することをお勧めします。
VMware Workstation のツールバーにある [ フルスクリーン ] または [Full 
Screen] ボタンをクリックしてください。
349



VMware Workstation 4 ユーザーマニュアル
www.vmware.com350



13
第 1 3 章
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特殊構成の利用
ここでは、特殊構成のオプションの利用方法を解説します。

･ ロックアウトインターフェイス機能 (P.353)
･ ユーザーインターフェイスの制限 (P.355)

･ ユーザーインターフェイスを制限した状態で自動的にスナップ
ショットに復元 (P.356)

･ フルスクリーン切り替えモードの使用 (P.358)
ユーザーが仮想マシンを再構成する権限を制限したり、操作に不慣れなユー
ザー向けにユーザーインターフェイスを単純化したりした方が便利な場合が
あります。例えば、授業で毎回使用する仮想マシの構成は常に同じ状態が好
ましいのと同じです。

Windows で利用可能な特殊構成オプションはこのようなニーズにを満たし
ます。

ロックアウト機能は VMware Workstation のグローバルな設定で、すべての
仮想マシンに影響します。一方でユーザーインターフェイスの制限機能は、
設定を行った特定の仮想マシンだけに影響を与えます。フルスクリーン切替
モードは VMware Workstation 自体の作動に影響を与え、その結果、全ての
仮想マシンに影響します。

これらの機能は、Windows ホストのみで利用することができます。
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ロックアウトインターフェイ
ス機能
ロックアウト機能は、ホストコンピュータ上の全仮想マシンとそれを使用す
る全ユーザーに適用されるグローバルな設定です。これによって、下記の制
約を組み合せて実施することができます。

･ パスワードを知っているユーザーのみが新しい仮想マシンを作成可能
･ パスワードを知っているユーザーのみが仮想マシン構成を編集可能
･ パスワードを知っているユーザーのみがネットワーク設定を編集可能
注意 : ロックアウトの設定がまだ行われていない場合は、どのユーザーで
あってもその設定を行い、ロックアウト機能にアクセスするためのパスワー
ドの設定を行うことが可能です。すでに特定のユーザーがロックアウトを設
定している場合、その設定を変更するにはパスワードが必要になります。 
ロックアウト機能は次の手順で設定します。

1. アプリケーションの設定画面を表示します（[ 編集 ] - [ 環境設定 ])。

2. [ ロックアウト ] タブをクリックします。すでにロックアウト機能向け
にパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力を求める画
面が表示されますので、パスワードを入力してください。

3. [ ロックアウト機能を有効にする ] が選択されていることを確認してか
ら、制限するアクションを選択します。ロックアウト機能を初めて設
定する場合は、パスワードを [ パスワード ] に入力してから [ パスワー
ドの確認 ] に再度入力してください。

4. [OK] をクリックして設定を保存します。
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パスワードを忘れてしまった場合の解除方法
忘れてしまったパスワードを解除したい場合、 VMware Workstation をアンイ
ンストールする必要があります。アンインストール中にロックアウトの設定
を解除するかどうかを確認されますので、[ はい ] をクリックしてください。
VMware Workstation を再度インストールすれば、ロックアウト機能を再び
有効にして新しいパスワードを設定できるようになります。
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ユーザーインターフェイスの
制限
ユーザーインターフェイスの制限は、設定を行った特定の仮想マシンにのみ
適用されます。ユーザーインターフェイスの制限機能を有効にすると、次の
ような変更が行われます。

･ ツールバーが一切表示されません。
･ [ パワー ] メニューの全機能が無効になります。
･ [ スナップショット ] メニューの全機能とツールバーのスナップショッ

ト機能が無効になります。
･ VMware Workstation のウィンドウからは仮想マシン設定にアクセスで

きなくなります。
･ ユーザーが仮想ネットワークの設定を変更できなくなります。
･ ユーザーは、構成ファイル (.vmx ファイル ) かデスクトップ上のその

ファイルへのショートカットをダブルクリックして仮想マシンを起動
します。 仮想マシンは自動的にオンになります。セッション終了時は、
仮想マシンを終了して（[ ファイル ] - [ 終了 ]）シャットダウンを行い
ます。
VMware Workstation を起動して、仮想マシンリストか [ ファイル ] メ
ニューからインターフェイスが制限された仮想マシンを開くことも可
能です。

ユーザーインターフェイスの制限機能を有効にするには、仮想マシンの構成
ファイルを編集し、ファイルへのアクセス権を設定するのに充分な権限が必
要です。

ユーザーインターフェイスの制限機能は、次の手順で有効にします。

1. 仮想マシンをオフにして VMware Workstation ウィンドウを閉じ、仮想
マシンの構成ファイル（.vmxファイル）をメモ帳などのテキストエ
ディタで開きます。ファイルの好きな個所に次の行を追加してくださ
い。
gui.restricted = "true"

2. 一般のユーザーが構成ファイルに読み取り専用のアクセスしか持たな
いように構成ファイルへのアクセス権を設定し、構成を手作業で変更
できないようにすることもできます。

3. デスクトップに構成ファイルへのショートカットを作成して、分かり
易い名前を付けると便利です。
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注意 : ユーザーインターフェイスを制限すると、メニューやツールバーか
らスナップショットのコントロールにアクセスすることができなくなりま
す。ただし、ユーザーが限られた範囲内でスナップショットをコントロール
できるようにすることは可能です。インターフェイスが制限された仮想マシ
ンにスナップショットを設定する場合、[ パワーオフをした時 ] のオプショ
ンを [ 選択画面を表示 ] に設定すると、仮想マシンのシャットダウン時に標
準の選択画面が表示され、ユーザーに [ パワーオフします ]、[ スナップ
ショットを保存する ]、[ スナップショットまで戻る ] のいずれかを選択する
機会が与えられます。

ユーザーインターフェイスを制限した状態で自動的にスナッ
プショットに復元
ユーザーインターフェイスの制限機能をスナップショットと組合わせて使用
すれば、ユーザーの仮想マシンを常に同じ状態からスタートすることができ
ます。一般的に、制限されたユーザーインターフェイスで仮想マシンを実行
しているユーザーは、仮想マシンのオンとオフのみを実行でき、オンにする
と仮想マシンは自動的に起動します。仮想マシンにスナップショットが設定
されており、仮想マシンをオフにする度にスナップショットに戻るように設
定されている場合、ユーザーは仮想マシンをスタートさせることとオフにす
ることしかできません。仮想マシンは、常に設定したスナップショットから
開始されます。

ユーザーインターフェイスは Windows ホストでのみ制限することができる
ため、このような機能の組合せも Windows ホストで稼動している仮想マシ
ンでのみ実行可能です。

上記のように仮想マシンにスナップショットを設定し、同時にユーザーイン
ターフェイスも制限するには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシンをオンにし、希望通りの状態に設定してからスナップ
ショットを設定します。

2. 仮想マシンをオフにする度にスナップショットに戻るように設定しま
す。[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナップショット ] を選択してから
[ オフ時にスナップショットに戻る ] を選択してください。

3. 仮想マシンをオフにして、ユーザーインターフェイスの制限を行いま
す。VMware Workstation ウィンドウを閉じて、仮想マシンの構成ファ
イル（.vmxファイル）を メモ帳などのテキストエディタで開きます。
ファイルの好きな個所に次のラインを追加してください。
gui.restricted = "true"
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4. システムの一般ユーザーが構成ファイルに読み取り専用のアクセスし
か持たず、構成を手作業で変更することがないように、そのファイル
へのアクセス権を設定することも可能です。

5. デスクトップに構成ファイルへのショートカットを作成して、分かり
易い名前を付けると便利です。

ユーザーは、構成ファイルへのショートカットをダブルクリックして仮想マ
シンを実行します。仮想マシンはユーザーインターフェイスが制限された状
態で、あらかじめ設定しておいたスナップショットからスタートします。ツ
ツールバーは表示されず、[ パワー ] メニューや仮想マシン設定へアクセス
することもできません。

この仮想マシンでの作業が終わったら、ユーザーは [ ファイル ] - [ 終了 ] を
選択して仮想マシンを閉じます。これで仮想マシンはオフになり、次にその
仮想マシンをオンにすると、スナップショットの状態に戻ります。

インターフェイスの制限は、次の手順で解除することができます。

1. 仮想マシンをオフにして、VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

2. 構成ファイル（.vmx）を開き、次のいずれかを行ってください。

･ gui.restricted = "false"と設定します。 

･ gui.restricted = "true"というラインを削除するかコメント
アウトします。

構成ファイルへの変更を保存し、ファイルを閉じます。

3. ショートカットをダブルクリックして仮想マシンをスタートします。
インターフェイスが制限されない状態で、仮想マシンがスナップ
ショットからスタートします。
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フルスクリーン切り替えモー
ドの使用
フルスクリーン切替モードは VMware Workstation プログラムのランタイム
オプションです。VMware Workstation がフルスクリーン切替モードで稼動
している場合、VMware Workstation ユーザーインターフェイスにアクセス
することはできません。また、仮想マシンを作成、再構成、および開くこと
もできません。システム管理者がこれらの機能を使用します。

VMware Workstation がフルスクリーン切替モードで稼動しており、1 つ以
上の仮想マシンが稼動している場合、ホットキーを使用することにより、仮
想マシン間の移動、ホスト OS へのアクセスが可能です。

スクリーン切替モードを使用しての仮想マシンの作成
新しい仮想マシンを作成するには、スタンダードモードで VMware 
Workstation を実行してください。このセクションのインストラクションは
ユーザーが個別の管理コンピュータに仮想マシンを作成していると判断しま
すが、直接ユーザーのコンピュータに仮想マシンを作成することもできま
す。

新規の仮想マシン作成は、｢仮想マシンの新規作成 (P.73) ｣に従って行ってく
ださい。その際、次の選択を必ず行ってください。

･ ステップ６では、[ カスタム ] を選択して、カスタムインストールを
行ってください。

･ ステップ８では、仮想マシンを作成した箇所のフォルダーを書き留め
てください。仮想マシンの作成および構成を終了した後、ユーザーの
コンピュータにこのフォルダ中のファイルを全てコピーしてください。

･ ステップ 12 では、仮想ディスクの希望のサイズを指定し、[ 事前に割
り当てる］を選択してください。この選択は必ずしも必要ではありま
せんが、強くお勧めします。この選択を行わず、ホストコンピュータ
のハードディスクが増大している仮想ディスクファイルのためのス
ペースを使い果たした場合、警告メッセージは出ず、何が仮想マシン
に問題を引き起こしているかが分かりません。

コンピュータが起動時に、WMware Workstaion を立ち上げるためにユー
ザーのコンピュータを構成する前に、必要な設定を全て行います。WMware 
Workstaion がフルスクリーン切替モードで稼動している時は、仮想マシン
設定を使用して仮想マシンの設定を変更することはできません。仮想マシン
をユーザーのコンピュータに移す前に、仮想マシンの構成を行い、ゲスト
OS とアプリケーションソフトウエアをインストールするのが最も便利です。
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仮想マシンをユーザーのコンピュータに移動
ユーザーのコンピュータに仮想マシンを移動させる最も容易な方法は、ネッ
トワーク接続を利用して、ユーザーのコンピュータ上のディレクトリに直接
仮想マシンディレクトリ中のファイルを全てコピーすることです。さらに、
DVD あるいはファイルを格納するための容量が十分な他のリムーバブルメ
ディアを使用して移動させることもできます。

ユーザーのコンピュータに構成オプションを設定
グローバル構成設定は C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\VMware\VMware 

Workstation\config.iniとしてデフォルトにより作成され、VMware 
Workstation グローバル構成ファイルの中で作成されます。テキストエディ
タでこのファイルを編集することができます。ユーザがファイルを変更する
ことができないように、このファイルアクセス権を設定してください。ロー
カル構成設定は特別の仮想マシンのために、構成ファイルの中で作られま
す。ローカル構成ファイルは仮想マシンのディレクトリにあります。ファイ
ル名には拡張子 .vmxがあります。

いずれの構成ファイルでも、エントリは次のようなフォーマットになってい
ます。

option = "value"

構成ファイル中のエントリは任意の順序で表示できます。

このセクションに記述されたホットキーエントリは、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ことを必要とします。仮想キーコードは
0x が先行した 16 進法の数として 16 進フォーマットに入力されます。例え
ば、値として 5A の仮想キーコードを使用するためには、0x5Aをタイプし
ます。

マイクロソフトの MSDN ウェブサイトで、仮想キーコードの参考文献一覧
表を参照してください。msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/WinUI/
WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.asp.

さらに修飾キーがホットキーエントリにあります。修飾キーは、<Ctrl>、
<Alt>、そして <shift>、あるいはそれらのキーのコンビネーションから成り
立っています。.

修飾キー 値

No modifier 0x0

Alt 0x1
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特定のキーと修飾キーをリストする場合は、特定のキーの仮想キーコード、
コンマ、修飾キーの値の順にタイプしてください。例えば、<Ctrl>-<Shift>-
<F1> の値エントリは 0x70,0x6. です。

注意 : サイクルキーと切替キーを定義する時は、次のことを注意してくだ
さい。

･ <Pause> と <Ctrl> キーを一緒に使用しないでください。<Pause>
キーと他の修飾キーは一緒に使用しても構いません。

･ <F12> を使用する時は 1 つ以上の修飾キーを使用してください。
<F12> だけ使用することはできません。

･ <Shift>、<Ctrl>、<Alt> キーだけを含むコンビネーションは使用で
きません。これらのキーは修飾キーとしてのみ、他のキーとコンビ
ネーションで使用できます。

仮想マシンおよびホストコンピュータをサイクル表示するためのホットキー
ホストコンピュータ上の複数の稼動中仮想マシンをサイクル表示するために
ホットキーまたはホットキーコンビネーションを指定することができます。
指定したホットキーを押すごとに、スクリーンは順番に次の仮想マシンを表
示します。さらに、サイクルにホスト OS を含むこともできます。

特定の仮想マシンが稼動してない場合、そのマシンはとばされます。

1 台の仮想マシンだけが稼動しており、ホスト OS がサイクルに含まれてい
ない場合、ホットキーを押しても効果はありません。

仮想マシンをサイクル表示するためのホットキーはグローバル構成ファイル
(config.ini) に定義されています。

2 つのオプションがサイクルをコントロールしています。

FullScreenSwitch.cycleKey

このオプションの値はホットキーを定義し、<key>、<modifier> として指
定されます。デフォルトはありません

Ctrl 0x2

Shift 0x4

Ctrl-Alt 0x3

Alt-Shift 0x5

Ctrl-Shift 0x6

Ctrl-Alt-Shift 0x7

修飾キー 値
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例えば、複数の仮想マシンをサイクルするのに、修飾のない <Pause> キー
を使用するためには、config.iniファイルに次のラインを加えます。あ
るいは、オプションがすでにリストされている場合は、その値を修正してく
ださい。

FullScreenSwitch.cycleKey = "0x13,0x0"

FullScreenSwitch.cycleHost

このオプションの値は、ホスト OS をサイクルに入れるかを決めます。可能
は値は TRUEと FALSEです。デフォルトの値は FALSEです。

例えば、サイクルにホスト OS を入れるには、config.iniファイルに次の
ラインを加えます。あるいは、オプションがすでにリストされている場合
は、その値を修正してください。

FullScreenSwitch.cycleHost = "TRUE"

仮想マシンとホストコンピュータに直接切り替えるホットキー
ホストコンピュータ上で稼動中の特定の仮想マシンに直接切り替えるため
に、ホットキーまたはホットキーのコンビネーションを指定することができ
ます。指定したホットキーを押すごとに、画面は指定された仮想マシンに替
わります。さらに、ホスト OS に直接替わるためのホットキーも指定できま
す。

いずれかの特定の仮想マシンが稼動していない場合、その仮想マシン表示の
ためのホットキーを押しても効果はありません。

目的の仮想マシン構成 (.vmx) ファイルにラインを加えることにより、仮想
マシンに切り替えるために使用されるホットキーを定義します。このオプ
ションの値はホットキーを定義し、<key>,<modifier>として指定されま
す。デフォルトはありません。

例えば、特定の仮想マシンに切り替えるために <Ctrl>-<Shift>-<F1> を使用
するためには、その仮想マシンの .vmx ファイルに次のラインを加えます。
あるいは、オプションが既にリストされている場合は、その値を修正してく
ださい。

FullScreenSwitch.directKey = "0x70,0x6"

グローバル構成ファイル (config.ini) にラインを加えることにより、ホ
スト OS に切り替えるために使用されるホットキーを定義します。このオプ
ションの値はホットキーを定義します。それは <key>,<modifier>とし
て指定されます。デフォルトはありません。
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例えば、ホスト OS に切り替えるために <Ctrl>-<Shift>-<F9> を使用するた
めには、config.iniファイルに次のラインを加えます。あるいは、オプ
ションがすでにリストされている場合は、その値を修正してください。

FullScreenSwitch.hostDirectKey = "0x78,0x6"

グローバル構成ファイルの他のエントリー
グローバル構成ファイル (config.ini) 中の次のエントリーはオプション
です。仮想マシンをお互い、またはホストコンピュータから隔離する必要が
ある作業環境に重要な、仮想マシンの特定の機能をコントロールすることが
できます。

Isolation.tools.copy.enable
このオプションの値は、1 台の仮想マシンあるいはホスト OS 中のデータ
が、別の仮想マシンあるいはホスト OS に転送されることを可能にするよう
にコピーすることができるかどうかを判断します。可能な値は TRUE( その
複写は許可されます ) か FALSE( その複写は許可されません ) です。デフォ
ルトの値は FALSEです。このオプションの設定は、
Isolation.tools.paste.enable( 下記 ) の設定と同じです。

Isolation.tools.paste.enable
このオプションの値は、1 台仮想マシンあるいはホスト OS 中のデータが、
別の仮想マシンあるいはホスト OS に貼り付けできるかを判断します。可能
な値は TRUE( その貼り付けは許可されます ) か FALSE( その貼り付けは許可
されません ) です。デフォルトの値は FALEです。このオプションの設定
は、Isolation.tools.copy.enable( 上記 ) の設定と同じです。

Isolation.tools.HGFS.disable
このオプションの値は、仮想マシン間、およびホストコンピュータとフォル
ダでを共有できるように、共有フォルダで複数の仮想マシンが構成できるか
を判断します。可能な値は TRUE( 共有フォルダは無効です ) か FALSE( 共有
フォルダは可能です ) です。デフォルトの値は TRUEです。

次のエントリーはグローバル構成ファイル (config.ini) で必要ですので、
変更しないでください。

mks.ctlAltDel.ignore = "TRUE"

mks.fullscreen.allowScreenSaver = "TRUE"

fullScreenSwitch.onSeparateDesktop = "TRUE"

msg.autoAnswer = "TRUE"
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ユーザーコンピュータ上の仮想マシンの起動と終了
vmware-fullscreenコマンドを使用して、フルスクリーン切替モードで
VMware Workstation を起動でき、また仮想マシンが起動する時に、コマン
ドは特定の情報を仮想マシンへ回送することができます。

ユーザーはコマンドを出す方法を決めなくてはなりません。例えば、ホスト
OS で起動しているカスタムアプリケーションやスクリプトを使用して、ひ
とつ以上の vmware-fullscreenコマンドを出せます。あるいは、ユー
ザーがホストコンピュータにログインした時に、仮想マシンが自動的にス
タートするように、ホスト OS のスタートアップグループ中のショートカッ
トに、仮想マシンを起動するコマンドを入れることもできます。

起動または終了したい仮想マシン 1 台につき、vmware-fullscreenコマ
ンドを 1 度出さなければなりません。

vmware-fullscreen -poweron [-s variable=value]

[-name=<alias>] [-directkey=<keyspec>] [-fullscreen]
"<config-file>

ここに示されたオプションのスイッチを使用する時は、vmware-

fullscreenコマンドのすぐ後に -poweronスイッチが必要であり、また、
コマンドラインの最後に、仮想マシン構成 (.vmx) ファイルへの完全なパス
が必要です。完全なコマンドを 1 行に入力してください。

仮想マシンを構成するのに使用される変数名および値を回すために、-sス
イッチを使用してください。コマンドに variable=valueのペアを多数含
んでも構いません。-sがそれぞれの variable=valueのペアに先行しな
ければなりません。

-name=<alias>を使って仮想マシンに名前をつけてください。その別名は
-switchtoや -poweroffコマンドで使用できます。

-directkey=<keyspec>を使用して、仮想マシンの直接切替キーを指定し
てください。直接切替キーが仮想マシンの構成ファイルの中で指定されてい
る場合、コマンドラインで指定されたものが優先し、構成ファイル中のもの
は無効となります。

例えば、仮想マシンを起動し、その直接切替キーコンビネーションが
<Ctrl>-<Shift>-<F1> であることを指定するためには、下記コマンドを使用
してください。

vmware-fullscreen -poweron -directkey=0x70,0x6

"<config-file>"
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完全なコマンドは必ず 1 行に入力してください。

-fullscreenを使用して仮想マシンを起動すると、直接フルスクリーン切
替モードになります。仮想マシンは直ちに画面表示されるので、ユーザーが
後で切り替えるまで見えない状態で稼動する必要がありません。

仮想マシンの起動
vmware-fullscreen -poweron "<config-file>"

このコマンドを使用すると、仮想マシンに余計な情報は送られず、仮想マシ
ンを起動することができます。

仮想マシン構成 (.vmx)ファイルへの完全なパスを入力してください。

起動された仮想マシンは直ぐには表示されません。しかし、直接切替キー、
あるいはサイクルキーで仮想マシンを表示することができます。

仮想マシンの終了
vmware-fullscreen -poweroff "<config-file>"
vmware-fullscreen -poweroff <alias>

このコマンドを使用して指定した仮想マシンを終了してください。構成
(.vmx)ファイルへのパスを指定するか、仮想マシンを起動した時に -

name=を使用した場合、別名を指定することもできます。

全ての仮想マシンの終了
vmware-fullscreen-exit
このコマンドを使用して、全ての仮想マシンを完全に終了してください。全
ての仮想マシンを終了次第、VMwafre Workstaton も終了します。

複数の仮想マシンとホスト間の切替
vmware-fullscreen -switchto "<config-file>"

vmware-fullscreen -switchto <alias>

vmware-fullscreen -switchto host

vmware-fullscreen -switchto next

このコマンドを使用して、特定の仮想マシン、ホスト OS、 あるいはサイク
ルに設定した次のマシン ( 仮想マシンあるいはホスト ) に切り替えてくださ
い。切り替える前に、仮想マシンが既に稼動していなければなりません。仮
想マシンを指定する場合、構成 (.vmx) ファイルへのパスを指定することが
できます。あるいは、仮想マシンを起動したときに -name= を使用した場
合、別名を指定することができます。
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VMware Workstation の状態の確認
vmware-fullscreen -query

このコマンドによって、VMware Workstation が既にフルスクリーン切替
モードで稼動しているかどうかが分かります。フルスクリーン切替モードで
稼動している場合、このコマンドに対する応答がさらにそのプロセス ID お
よびウィンドウハンドルを報告します。

vmware-fullscreen ログファイル　
vmware-fullscreenプログラムはログファイルに書き込まれます。この
ファイルは、稼動、終了、あるいは他のコマンドを VMware Workstation へ
送るだび、vmware-fullscreen自体によって報告されたエラーを記録し
ます。それは、稼動中の仮想マシンの情報を格納する vmware.logファイ
ルとは別です。

vmware-fullscreenログファイルの名前は vmware-<username>-

<pid>.logです。デフォルトによって、vmware-fullscreenログファイ
ルは、ホストコンピュータにログオンされたユーザーのテンポラリディレク
トリにあります。この格納場所は TEMP 環境変数の中に指定される場合があ
ります。デフォルトの格納場所は c:\Documents and 

Settings\<username>\Local Settings\Temp. です。

ユーザーは、VMware Workstation グローバル構成ファイル (config.ini)
に次のラインを加えることにより、このログファイルに、異なる格納場所を
指定することができます。

FullscreenSwitch.log.filename="<path>"

完全なパスを使用することが理想的です。もしユーザーが相対パスを使用す
れば、格納場所は vmware-fullscreenコマンドがホストコンピュータの
再起動の後に初めて出された時にアクティブであったディレクトリに相対し
ます。
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用語集 
Bridged ネットワーク ー 「ブリッジネットワーク」を参照してください。

Custom ネットワーク ー 「カスタムネットワーク」を参照

Favorites list ー 「お気に入りリスト」を参照

Host-Only ネットワーク ー 「ホストオンリーネットワーク」を参照

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。

New Virtual Machine Wizard ー 「新規仮想マシンウィザード」を参照

RAW ディスク ー ホストマシンの物理ディスクドライブまたはパーティ
ションに割り当てられる、仮想マシンのハードディスクです。仮想マシンの
ディスクは、ホストファイルシステム上のファイルとして （「仮想ディス
ク」を参照）あるいはローカルハードディスク上にファイルとして格納され
ます。RAW ディスクを使用するように仮想マシンを構成すると、VMware 
Workstation は、（ファイルシステム上のファイルとしてではなく）RAW デ
バイスとしてローカルディスク / パーティションに直接アクセスします。 仮
想マシンの環境から、既存のパーティションに既にインストールされている
OS をブートすることも可能です。ただし、このためには既存のパーティ
ションがローカル IDE または SCSI ドライブ上に存在していなくてはなりま
せん。 

「仮想ディスク」も参照

Virtual Machine Settings ー 「仮想マシン設定」を参照
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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、Windows ゲストでのドラッグ 
アンド ドロップ、仮想ディスクの圧縮、ホストとの時刻同期、VMware 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。 

お気に入りリスト ー VMware Workstation メイン画面の左側のパネルに表
示されるリストで、ユーザーがリストに追加した仮想マシン名が表示されま
す。お気に入りリストを使えば、簡単に仮想マシンを起動したり、あるいは
仮想マシンの設定を変更するためにその仮想マシンの構成ファイルに接続し
たりすることができます。 

カスタムネットワーク ー デフォルトのブリッジネットワークやホストオ
ンリーネットワーク、NAT ネットワークを使用しない、仮想マシンとホス
トをつなぐネットワーク接続全般を指します。例えば、異なる仮想マシンを
個別のネットワークを使ってホストと接続したり、ホストなしで相互に接続
したりすることが可能です。 どのようなネットワークトポロジも可能です。

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。仮想マシンの構成時に仮想ディスク
も作成すれば、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。 

「Raw ディスク」も参照 

仮想ネットワークエディタ ー VMware Workstation で作成した仮想ネット
ワーク向けの設定を表示、変更できるポイント＆クリックのエディタです。
[ 編集 ] または [Edit] 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。 複数の仮想マシンを同じホス
トマシン上で並行稼働できます。 

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指定です。 
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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 ]、[New Virtual Machine Wizard] または仮想マシン
設定 (Virtual Machine Settings) で作成できます。VMware Workstation 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 ー ポイント＆クリックで仮想マシンの設定を表示し、変
更できるコントロールパネルです。[ 編集 ] または [Edit] 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 

既存のパーティション ー ホストマシンの物理ディスク上のパーティショ
ンです。 

「Raw ディスク」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 仮想マシンでは指
定したドライブに存在するフォルダとして、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。 

クイックスイッチモード ー 仮想マシンがほぼ画面いっぱいに表示される
ディスプレイモードです。このモードを選択すると画面上部にタブが表示さ
れ、実行中の仮想マシンをすばやく切替えることが可能です。

「フルスクリーンモード」も参照

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回復するには、レジューム機能を使用します。

「レジューム」も参照
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新規仮想マシンウィザード ー 仮想マシンをポイント＆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 ] - [ 新規 ] - [ 新しい仮
想マシン ]（Windows ホスト）か [File] - [New] - [New Virtual Machine]

（Linux ホスト）から起動します。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
ン構成ファイルなど、仮想マシンを定義するファイルを作成します。オプ
ションで仮想ディスクか RAW ディスクファイル を作成する場合もありま
す。 

「仮想マシン設定」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 Workstation 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。

ドラッグ アンド ドロップ ー VMware Workstation のドラッグ アンド ド
ロップ機能によって、Windows ホストと Windows 仮想マシン間で容易に
ファイルを移動することができます。 個別のファイルもディレクトリ全体で
あってもドラッグ アンド ドロップすることが可能です。

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 (Bridged) 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。

「クイックスイッチモード」も参照

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

（Host-only）ネットワークに設定された複数の仮想マシンは、同じネット
ワーク上に存在することになります。 

「ブリッジネットワーク」、「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
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ホストマシン ー VMware Workstation をインストールする物理コンピュー
タです。VMware Workstation の仮想マシンは、ホスト上で実行されます。 

レジューム ー サスペンド状態の仮想マシンを回復する手続きです。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
同じ状態に回復します。

「サスペンド」も参照
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