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本章では、『Workstation ユーザー マニュアル』の内容について解説し、ヴイエムウェ
アのテクニカルサポートおよびエデュケーション リソースについて紹介します。

本章の内容は、次のとおりです。

本書について（P.15）

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース（P.16）

本書について
本『Workstation ユーザー マニュアル』では、VMware Workstation 6 のインストール
および使用方法について説明します。

最新版のマニュアルは、次の VMware Web サイトで参照してください。

http://www.vmware.com/support/pubs/ws_pubs.html

対象読者
VMware Workstation をインストール、アップグレードまたは使用する必要のある
ユーザーが本書の対象読者となります。Workstation の主なユーザーは、複数のオペ
レーティング システムまたはコンピュータ環境でソフトウェア開発、テスト、また
は作業を行う方（ソフトウェア開発者、QA エンジニア、トレーニング担当者、デモ
を行う販売担当者など、仮想マシンを作成する方）です。

はじめに

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

docfeedback@vmware.com

スタイル
本書では、表 P-1 のスタイル規則を使用しています。

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。

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

製品情報　http://www.vmware.com/products/

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

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

VMTN ナレッジ ベース　http://kb.vmware.com

表 P-1.  本マニュアルのスタイル規則

スタイル 対象エレメント

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、メールアドレスに使用

太青字（オンラインのみ） リンクに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント）

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
（等倍フォント太字）

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

< 山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

mailto:docfeedback@vmware.com
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
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ディスカッション フォーラム　http://www.vmware.com/community

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

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

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

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

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

トラブルの報告 
VMware Workstation の稼動中にトラブルが生じた場合は、当社のサポート チームに
ご連絡ください。最初に、シリアル番号の登録を必ず行ってください。Workstation
メニュー バーで、[ ヘルプ ] - [VMware オンライン ] - [ 今すぐ登録 ] を選択します。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。

当社のサポート チームが、トラブルの診断に必要な情報を収集するために、サポー
ト スクリプトの実行をお願いする場合があります。たとえば、仮想マシンが正常に
終了しない場合、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。

Workstation 6.0.1 では、[ ヘルプ ] - [ バージョン情報 ] ボックスのボタンをクリック
すれば、サポート スクリプトを実行できます。また、以前のリリースと同様に、コ
マンド ラインからサポート スクリプトを実行することもできます。

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

1 VMware Workstation を開始します。

手順については、「Workstation の開始（P.67）」を参照してください。

http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vmtn/usergroups.html
http://www.vmware.com/requestsupport
http://www.vmware.com/vcommunity
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
http://www.vmware.com/support/services
http://www.vmware.com/support
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2 [ ヘルプ ] - [ バージョン情報 ] を選択します。

3 表示される [VMware Workstation] ダイアログ ボックスで、[ サポートデータ収集 ]
をクリックします。

4 確認のためのボックスが表示されたら、サポート データを収集することを確認
します。

Windows ホストでは、スクリプトの実行が終了すると、スクリプトは .zip

ファイルを作成してそのファイルへのパスを表示します。

Linux ホストでは、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。ルートとしてスクリプトを実行していないため、ある特定の情報
を集めることができないとのメッセージをスクリプトが表示します。これは正常
です。当社のサポート チームがその情報を必要とする場合は、サポート担当者
はコマンド ラインからルートとしてスクリプトを実行するように指示いたしま
す。手順については、「Linux ホストでサポート スクリプトを実行するには、次
の手順に従ってください。（P.19）」を参照してください。

5 データ ファイルと一緒に、サポート リクエストを当社のサポート チームに提出
してください。

URL は www.vmware.com/requestsupport です。

Windowsホストでサポート スクリプトを実行するには、次の手順に従ってください。

1 コマンド プロンプトを開きます。

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

C:
cd \Program Files\VMware\VMware Workstation

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

3 サポート スクリプトを実行します。

cscript vm-support.vbs

スクリプト実行後、その出力先のディレクトリ名が表示されます。

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

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

http://www.vmware.com/requestsupport
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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 2000、Windows XP または Windows Server 2003 ホスト上での
デフォルト格納場所は C:\Documents and Settings\<username>\Local 
Settings\Temp です。

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

Linux ホストでサポート スクリプトを実行するには、次の手順に従ってください。

1 ターミナルウィンドウを開きます。

2 仮想マシンを実行しているユーザーとしてサポート スクリプトを実行します。

vm-support

ルートとしてサポート スクリプトを実行していない場合は、ある特定の情報を集
めることができないとのメッセージをスクリプトが表示しますが、そのまま作業
を続行してください。これは正常です。当社のサポート チームがその情報を必要
とする場合は、ルートとして再度スクリプトを実行するように指示いたします。

スクリプトは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。

3 その出力ファイルをサポート リクエストと共に提出します。

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

VMware エデュケーション サービス
VMware コースでは、広範なハンズ オンラボを行い、ケース スタディの例を学ぶと
ともに、オン ザ ジョブ トレーニングのリファレンス ツールとして使用できるように
作成されたコース資料を提供しています。VMware エデュケーション サービスについ
ては、 http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm を参照してください。

http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
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1

この章では、Workstation の概要、および Workstation を使用するためのシステムの
要件について説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

製品のメリット（P.21）

マニュアルの概要（P.22）

ホストとゲスト コンピュータ（P.23）

バージョン 6 の新機能（P.23）

ホストのシステム要件（P.32）

仮想マシンの仕様（P.38）

対応ゲスト OS（P.41）

製品のメリット
Workstation は、完全にネットワーク化されたポータブルな仮想マシンで、再起動や
ハード ドライブのパーティショニングを実行せずに複数の x86 互換デスクトップと
サーバ OS を同時に 1 台の PC で実行できるようにするデスクトップ ソフトウェア
です。

Workstation を使用することにより、調達と構成にかかる時間を削減し、テスト、デ
プロイ、トレーニング、またはデモの実行により多くの時間をかけることができま
す。300 万人を超えるソフトウェア開発、品質保証、トレーニング、営業、および IT
関連プロフェッショナルにとって、Workstation は必須のツールとなっています。

ソフトウェア開発とテストを合理化

単一コンピュータ上で複数の OS とアプリケーションを開発およびテストでき
ます。

製品の紹介とシステム要件 1
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複数の仮想マシンを接続して、多層構成によるシミュレーションとテストを実行
できます。
複数スナップショットおよびデバッグのサポートにより、テスト業務を効率化し
ます。
リストアや共有化を容易に実行できるファイル サーバにテスト環境を保存でき
ます。

IT プロフェッショナルの生産性を向上

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

多層構成のアプリケーション、アプリケーションの更新、および OS のパッチを
単一コンピュータ上でテストできます。

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

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

コンピュータ ベースのトレーニングおよびソフトウェア デモを推進

仮想マシン上でトレーニング教材のパッケージを作成してデプロイできます。

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

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

ノート型コンピュータ 1 台で複雑な多層構成によるデモを実行できます。

マニュアルの概要
VMware 製品にすでに習熟している場合は、「バージョン 6 の新機能（P.23）」および
第 3 章「VMware Workstation のアップグレード（P.59）」を参照してください。

VMware Workstation を初めて使用する場合は、このマニュアルの前半（第 7 章「仮
想マシンの実行（P.155）」まで）をお読みになると、VMware Workstation の機能、
およびソフトウェアのインストールと起動までの手順について理解できます。

マニュアルの後半では、Workstation の高度な機能を最大限に活用するための詳細な
参考資料を提供しています。
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ホストとゲスト コンピュータ
ホストとゲストとは、物理マシンおよび仮想マシンを指す用語です。

VMware Workstationソフトウェアをインストールした物理コンピュータをホスト 
コンピュータ、その OS をホスト OS と呼びます。

仮想マシン上で実行するオペレーティング システムをゲスト OS と呼びます。

これらの用語およびその他の用語については、「用語集（P.461）」を参照してくだ
さい。

バージョン 6の新機能
以下のセクションでは、Workstation 6.0 のリリースで新しく導入された機能について
説明します。

Workstation ACE Edition へのアップグレード パス
VMware ACE 2.0 は確実なコンピューティング環境をデプロイし、リモート デスク
トップのセキュリティを確保するためのソリューションです。VMware ACE の仮想権
利マネジメント（VRM）は、仮想マシンに適用されるセキュリティ ポリシーおよび
アクセス権を集中的に管理する機能です。ACE は主に、臨時の作業者およびパート
ナーによるアクセス、またはリモート コンピュータからのアクセスに関するセキュ
リティを向上させるために使用されます。

ACE の機能が Workstation ACE Edition に追加されたことにより、ACE 管理者は複数
のスナップショット設定、リンク クローンや完全クローンの作成などの操作を実行
できるようになりました。デスクトップのセキュリティを担当する管理者は、これら
の Workstation の機能を使用して、仮想マシンをエンド ユーザーのコンピュータにデ
プロイする前にパッチや新規アプリケーションを容易にテストできます。

Workstation ユーザーが仮想アプライアンスを作成する上で、有効期限や暗号化など
の ACE の VRM 機能は重要な役割を果たします。独立系ソフトウェア ベンダ（ISV）
は、有効期限の機能を利用して仮想アプライアンスの評価版コピーを容易に配布でき
ます。

ACE 機能のライセンスをご購入された場合は、Workstation のウィンドウ要素の他に
ACE 専用のメニュー項目、ツールバー ボタンなどのインターフェイス要素が表示さ
れます。これらの要素を使用して、仮想マシンの暗号化、認証、有効期限、コピー保
護、ネットワーク アクセス、およびデバイス アクセスを設定するセキュリティ ポリ
シーを作成できます。続いて、これらのポリシーと仮想マシンを含む MSI 準拠のデ
プロイ パッケージを作成できます。
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ACE 機能の詳細については、以下の VMware Web サイトから『VMware ACE システ
ム管理者向けマニュアル』にアクセスして参照してください。

http://www.vmware.com/support/pubs/ace_pubs.html

統合仮想デバッガ
新しい Workstation IDE（統合開発環境）プラグ インにより、Visual Studio（Windows
のみ）または Eclipse（Windows または Linux）と仮想マシンの間の構成可能なイン
ターフェイスが提供され、ソフトウェア開発者は仮想マシン上でプログラムのテス
ト、実行、およびデバッグを容易に実行できます。

仮想マシンの場所、実行対象のセットアップ スクリプトや削除スクリプト、共有
フォルダの場所、ホストとゲストの間でコピーするディレクトリ（Visual Studio の
み）などを設定できます。

構成が終わると、統合仮想デバッガは仮想マシンを検出して必要に応じてパワーオン
し、設定に応じて環境をセットアップし、アプリケーションの起動やアタッチを実行
します。IDE で設定したブレイク ポイントやウォッチ ポイントなどはすべて、ホス
ト コンピュータ上でアプリケーションを実行している場合と同様に機能します。

アプリケーションの実行終了後は、仮想マシンは構成に応じて、パワーオフした
り、サスペンドしたり、スナップショットに戻ったり、実行時の状態を保持したり
します。

Workstation IDE プラグ インの使用については、「付録 B Eclipse Integrated Virtual 
Debugger の使用（P.429）」および「付録 C Visual Studio Integrated Virtual Debugger
の使用（P.441）」を参照してください。

VMware Player 2.0
Workstation をインストールすると、VMware Player 2.0 も一緒にインストールされま
す。新バージョンの Player では、任意の仮想マシン ファイルの参照、VMTN

（VMware Technology Network）Web サイトからの仮想アプライアンスのダウンロー
ド、または最近使用した仮想マシンを開く操作を起動時の開始画面で選択でき、利便
性が向上しています。アプライアンスをダウンロードした場合は、仮想アプライアン
ス実行時に Player の新しいアプライアンス ビューを使用できます。

さらに Player 2.0 では、ホスト OS とゲスト OS の間でフォルダを共有できます。

組み込み型 VMware Player については、「VMware Player で仮想マシンを共有
（P.202）」を参照してください。

http://www.vmware.com/support/pubs/ace_pubs.html
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拡張 VIX 1.1 API による自動化
これまでプログラミング API として知られていた VIX API を使用することにより、仮
想マシンの操作を自動化するスクリプトやプログラムを記述できます。高度で使いや
すく実用的な API は、スクリプトの記述やアプリケーションのプログラミングに利用
できます。

このリリースの API は C 言語です。API では、仮想マシンの登録やパワーオン / オ
フ、ゲスト OS でのプログラム実行のための機能が提供されます。Perl、COM、およ
びシェル スクリプト（vmrun）向けの言語も追加でバインドできます。詳細について
は、『VMware VIX API 1.1 リリース ノート』を参照してください。

仮想マシン アクティビティの記録 /再生（試験的）
この機能では、一定の期間内における Workstation 5 または 6 の仮想マシンのすべて
のアクティビティを記録できます。Workstation のムービー キャプチャ機能とは異な
り、記録 / 再生機能では記録中の仮想マシンの操作および状態をそのまま複製できま
す。「仮想マシン アクティビティの記録（試験的）（P.252）」を参照してください。

物理マシンから仮想マシンへの変換、およびインポート機能の強化
（Windows ホストのみ）

Workstation 6.0 には、VMware Converter 製品のインポート ウィザードが組み込まれ
ています。Converter インポート ウィザードを使用すると、物理的な Windows マシ
ンを仮想マシンに変換したり、仮想マシンを特定の VMware 仮想マシン形式から別
の VMware 仮想マシン形式に変換できます。また、以下のサード パーティ ベンダー
の仮想マシンやシステム イメージを VMware 仮想マシンに変換できます。

StorageCraft のイメージ（.spf ファイル）

Microsoft Virtual PC 7.x 以降（.vmc ファイル）

Microsoft Virtual Server のすべてのバージョン（.vmc ファイル）

Symantec Backup Exec System Recovery （旧 LiveState Recovery）の .sv2i ファ
イル

Norton Ghost 9.x 以降のイメージ（.sv2i ファイル）

詳細については、「他のフォーマットからの仮想マシンのインポート（Windows ホス
トのみ）（P.103）」を参照してください。

VMware 仮想マシンのアップグレード /ダウングレードの簡素化
新しいバージョン変更ウィザードでは、Workstation のバージョン 4、5、および 6 の
間で仮想マシンのアップグレードおよびダウングレードを順を追って操作できます。



Workstation ユーザーマニュアル

26 VMware, Inc.

このウィザードを使用すると、さまざまな VMware 製品向けにどのバージョンの仮
想ハードウェアを使用すべきかを判断できます。また、元の仮想マシンのバージョン
を変更するか、または完全クローンを作成するかを選択できます。詳細については、

「仮想マシンのバージョン変更（P.64）」を参照してください。

バックグラウンドでの仮想マシンの実行
Workstation を終了するときに、する必要がなくなりました。Workstation を実行し
ていない間もバックグラウンドで仮想マシンを実行し続けることができます。ホス
トでは、バックグラウンドで実行中の仮想マシンの数が、タスクバーの通知領域の
アイコンに示されます。アイコンをクリックするとパワーオン中の仮想マシンが一
覧表示されます。「仮想マシンを閉じる /Workstation を終了する（P.88）」を参照し
てください。

VNC（Virtual Network Computing）接続を使用すると、Workstation を使用せずに仮
想マシンと通信できます。「VNC クライアントによる仮想マシンへのリモート接続

（P.191）」を参照してください。

さらに、VMware Programming API（VIX）を使用してバックグラウンドで仮想マシ
ンを起動し、パワーオンした仮想マシンを後で Workstation に接続することも可能
です。

マルチ モニタ ディスプレイのサポート
ホストに接続するモニタ数に関係なく、仮想マシンが検出可能なモニタ数を指定でき
ます。これは、作成後の仮想マシンを異なるホストにデプロイする場合に特に便利な
機能です。

使用する画面解像度も指定できます。詳細については、「マルチモニタの使用
（P.168）」を参照してください。

サポート可能なイーサネット アダプタ数の増加
1 台の仮想マシンで最大 10 個のイーサネット アダプタを使用できるようになりま
した。

新しい 64 ビット サウンド ドライバ
VMware Tools は、64 ビット Windows ゲスト OS にサウンド ドライバをインストー
ルします。新しく作成される 64 ビット Windows 仮想マシンは、デフォルトでオー
ディオ ハードウェアが構成されるようになりました。「サウンド（P.41）」を参照して
ください。
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高速USB 2.0 デバイスのサポート
ゲスト OS で適切な USB 2.0 デバイス ドライバが使用されている場合は、スピーカ、
Web カメラ、次世代プリンタおよびスキャナ、高速ストレージ デバイス、MP3 プ
レーヤ、DVD-RW ドライブ、大容量 CD-ROM ジュークボックスなどの高速転送の性
能が必要とされる周辺機器を使用できます。USB 2.0 デバイスは 6 個まで接続可能で
す。「仮想マシンでの USB デバイスの使用（P.369）」を参照してください。

USB 1.1 デバイスについては、仮想 USB ハブが追加されているので、複数の USB 1.1
デバイスに接続できます。

VNC サーバとしての仮想マシンの機能
VNC（Virtual Network Computing）ソフトウェアを使用すると、インターネットに接
続されているリモート コンピュータやモバイル デバイスから、コンピュータを表示
および通信できます。サード パーティー製 VNC ソフトウェアをゲストにインストー
ルしなくても、仮想マシンが VNC サーバとして機能するように設定できます。リ
モート コンピュータを使用するユーザーは VNC クライアント（別名 VNC ビューア）
をインストールして仮想マシンに接続し、そのマシンと通信できます。「VNC クライ
アントによる仮想マシンへのリモート接続（P.191）」を参照してください。

RAMサポートの強化とサーバ クラス システム上での実行機能
これまでは、すべての仮想マシンについて合計で最大 4GB の RAM しか使用できませ
んでしたが、この制限がなくなりました。現時点では、すべての仮想マシンで使用で
きる合計メモリ量を制約するのは、ホスト コンピュータの RAM サイズだけです。各
仮想マシンに割り当てることができる最大メモリの制限は、4GB から 8GB に引き上
げられました。

また、サーバ クラスのハードウェアおよびホスト OS に Workstation をインストール
できるようになりました。

新規ホストOSのサポート
以下の 32 ビット ホストのサポートが追加されています。

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Home Basic および Windows Vista Home Premium

Windows Vista Ultimate

Windows Server 2008

Red Hat Enterprise Linux 4.5（旧称 4.0 Update 5)

Red Hat Enterprise Linux 5.0
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SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1

openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）

openSUSE 10.3 

Ubuntu Linux 6.10 

Ubuntu Linux 7.04 

Mandriva Linux 2007 

Mandriva Corporate Desktop 4.0

以下の 64 ビット ホストのサポートが追加されています。

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Home Basic および Windows Vista Home Premium

Windows Vista Ultimate

Windows Server 2008

Red Hat Enterprise Linux 4.5（旧称 4.0 Update 5)

Red Hat Enterprise Linux 5.0 

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4 

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1

openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）

openSUSE 10.3 

Ubuntu Linux 6.10 

Ubuntu Linux 7.04

Mandriva Linux 2007

Mandriva Corporate Desktop 4.0

新規ゲストOSのサポート
以下の 32 ビット ゲストのサポートが追加されています。

Windows Vista Enterprise（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Vista Business（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Vista Home Basic および Windows Vista Home Premium（3D 効果は現時
点ではサポートされません）
Windows Vista Ultimate（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Server 2008
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Red Hat Enterprise Linux 4.5

Red Hat Enterprise Linux 5.0

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1

openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2） 

openSUSE 10.3

Turbolinux 10 Server

Solaris 10 Update 3

Novell Netware 6.5 SP5

Ubuntu Linux 6.10 

Ubuntu Linux 7.04

Mandriva Linux 2007

Mandriva Corporate Desktop 4.0

FreeBSD 6.2

以下の 64 ビット ゲストのサポートが追加されています。

Windows Vista Enterprise（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Vista Business（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Vista Home Basic および Windows Vista Home Premium（3D 効果は現時
点ではサポートされません）
Windows Vista Ultimate（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Server 2008

Red Hat Enterprise Linux 4.5

Red Hat Enterprise Linux 5.0

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1

openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）

openSUSE 10.3

Turbolinux 10 Server

Solaris x86 10 Update 3

Ubuntu Linux 6.10 

Ubuntu Linux 7.04



Workstation ユーザーマニュアル

30 VMware, Inc.

Mandriva Linux 2007

Mandriva Corporate Desktop 4.0

FreeBSD 6.2

64 ビット ゲストのサポート強化
Intel EM64T VT 対応のプロセッサ上で実行される 64 ビットのゲスト OS は、完全にサ
ポートされます。

仮想マシンのアプライアンス ビュー
ブラウザ ベースのインターフェイスを使用する Web サーバなどのアプライアンスと
して仮想マシンを使用できるようにセットアップする場合は、デフォルトのビューを
オペレーティング システムのコンソールではなく、新しく提供されるアプライアン
ス ビューに指定できます。アプライアンス ビューでは、サーバやアプライアンスの
種類についての概略が示され、ホスト システムでブラウザを開いてアプライアンス
の管理コンソールに接続するためのリンクを使用できます。アプライアンス ビュー
は、Workstation 6 の仮想マシンで使用できます。「アプライアンスとしての仮想マシ
ンの表示（P.176）」を参照してください。

ゲストOSからのバッテリのステータス監視
ノート型コンピュータで仮想マシンを実行する場合は、ホストの物理バッテリの状態
を監視するように仮想マシンを構成できます。ゲスト OS がバッテリ不足に応答する
ように構成されている場合は、これを効果的に行うことができます。「ゲスト OS で
のバッテリ状態のレポート（P.166）」を参照してください。

デバッグ情報収集機能の向上
デバッグ情報を生成するように設定するために、またはサスペンドする必要がなくな
りました。また、新たに追加されたモードを使用すると、仮想マシンに関する広範な
統計情報を収集できます。この統計情報は、一部のワークロード下において仮想マシ
ンの実行速度が低下する要因を判断する上で有用です。「デバッグ モードをオフにす
る（P.396）」を参照してください。

準仮想化 Linux カーネルのサポート
VMware VMI（Virtual Machine Interface）3.0 が有効なカーネルを Linux ゲスト OS で
使用する場合は、仮想マシンで準仮想のサポートを有効にできます。これにより、パ
フォーマンスが向上します。「Linux ゲストでの準仮想化カーネルによるパフォーマ
ンスの向上（P.402）」を参照してください。
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仮想ディスクのドライブ レターへのマップ用ユーザー インター
フェイス

マップされたドライブを Workstation メニュー コマンドから使用することにより、
仮想マシンを操作せずに仮想ディスクに接続できます。従来は、コマンド ライン 
ユーティリティを使用しないと、この機能を利用できませんでした。また、
Windows Explorer で仮想ディスク ファイル（.vmdk）を右クリックしても、ドライ
ブをマップできます。この機能は、ホストとゲストの間の新しいファイル転送方法
として利用できます。「マップされたドライブの使用（Windows のみ）（P.186）」を
参照してください。

VMware Tools の最新バージョンへの自動アップデート
仮想マシンのパワーオン時にはゲスト OS で、ホストにインストールされている
VMware Tools とゲストの VMware Tools の間のバージョンが比較されます。アップ
デートが存在する場合は、ウィンドウのステータス バーにメッセージが表示されま
す。従来は、メニュー項目を使用して新バージョンにアップグレードする必要があり
ました。

Workstation 6 の Windows および Linux ゲストでは、仮想マシンのパワーオン時に
VMware Tools を自動的にアップグレードするように設定できます。Windows ホスト
では、自動アップグレードを選択しない場合は、ゲストのタスクバーの通知領域で
[Tools] のアイコンを右クリックして VMware Tools コントロール パネルを開き、[ アッ
プグレード ] ボタンをクリックしてアップグレードを実行できます。「VMware Tools
のアップグレード（P.120）」を参照してください。

共有フォルダの制限機能の向上
セキュリティを維持するため、別の場所からダウンロードしたりコピーしてきた仮想
マシンに対して共有フォルダを無効にする機能が追加されました。これにより、共有
フォルダを利用してホスト マシン上のデータにアクセスしようとする悪質な仮想マ
シンをパワーオンすることを防止できます。ただし、このデフォルトの動作は変更可
能です。

旧バージョンの Workstation で共有フォルダを使用していた場合は、Workstation 6.0
にアップグレードした後でフォルダ共有を再び有効にする必要があります。フォルダ
を共有する場合は、さまざまなレベルのセキュリティを設定できます。

特定の仮想マシンについて、一部またはすべての共有フォルダを有効にする。

次回のパワーオン時に共有フォルダを無効にするように設定する。

他のユーザーが作成した仮想マシンに存在する共有フォルダもすべてデフォルト
で有効にする。
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「共有フォルダの使用（P.179）」を参照してください。

VMware Player 2.0 でも共有フォルダを利用可能になりました。「VMware Player で仮
想マシンを共有（P.202）」を参照してください。

ファイル共有およびコピーと貼り付け機能の向上
Workstation 6.0 リリースで強化された機能を、以下に示します。

Solaris ゲスト上での共有フォルダの使用。（従来は、共有フォルダを利用できる
のは Linux および Windows ゲストのみでした。）「共有フォルダの使用（P.179）」
を参照してください。

Linux または Windows ホストと Linux、Windows、または Solaris ゲストの間のファ
イルのドラッグ アンド ドロップ。（Linux ホスト、Linux ゲスト、および Solaris
ゲストでは、X Window を実行する必要があります。）「ドラッグ アンド ドロッ
プ機能を使用（P.177）」を参照してください。

Windows または Linux ホストと Windows、Linux、または Solaris ゲストの間のテキ
ストのコピーと貼り付け。「コピーと貼り付け機能を使用（P.178）」を参照して
ください。

Windows または Linux ホストと Windows、Linux、または Solaris ゲストの間のファ
イルのコピーと貼り付け。「コピーと貼り付け機能を使用（P.178）」を参照して
ください。

Linux ホストとゲストでは、パフォーマンス、パーミッション処理、共有のマウ
ントについて、さまざまな機能が向上しています。詳細については、「Linux ゲ
ストの共有フォルダのパーミッションとフォルダのマウント（P.184）」を参照し
てください。

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

PC ハードウェア
x86 または x86-64 互換性のある標準 PC

733MHz 以上の CPU

主な互換プロセッサは次のとおりです。

Intel：Celeron、Pentium II、Pentium III、Pentium 4、Pentium M（Centrino
モバイル テクノロジ搭載コンピュータを含む）、Xeon（Prestonia を含む）、
および Core 2 プロセッサ
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AMD：Athlon、Athlon MP、Athlon XP、Athlon 64、Duron、Opteron、
Turion 64

AMD Sempron

互換性を持たないプロセッサに関する注記等の情報は、VMware ナレッジ 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

サポートされる 64 ビット システム：AMD Opteron、AMD Athlon 64、AMD 
Turion 64、AMD Sempron、Intel EM64T。これらのプロセッサについて、64 ビッ
ト ゲスト OS のサポートは以下のバージョンでのみ提供されています。

AMD Athlon 64、リビジョン D 以降

AMD Opteron、リビジョン E 以降

AMD Turion 64、リビジョン E 以降

AMD Sempron、64 ビット対応版リビジョン D 以降

EM64TおよびIntel Virtualization Technologyを実装するIntel Pentium 4および
Core 2 プロセッサ

メモリ
512MB 以上（2GB を推奨）。

ホスト OS を実行するのに十分なメモリ、および各ゲスト OS とホスト / ゲスト上の
アプリケーションを実行するためのメモリが必要です。ゲスト OS とアプリケーショ
ンに必要なメモリ量は、各付属のドキュメントを参照してください。

バージョン 6.0 の Workstation では、単一のホスト上で実行されるすべての仮想マシ
ンに対して割り当てることのできるメモリの総量には、制限はありません。各仮想マ
シンの最大メモリ容量は 8GB です。

ディスプレイ
16 ビットまたは 32 ビットのディスプレイ アダプタを推奨。

ディスク ドライブ
ゲスト OS は物理ディスクパーティションまたは仮想ディスクファイルに存在するこ
とができます。

http://www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=967
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ハード ディスク
IDE および SCSI ハード ドライブをサポート。

各ゲスト OS およびそこで使用するアプリケーション ソフトウェア用に、1GB 以
上の空きディスク容量が推奨されます。デフォルトのセットアップを使用する場
合は、実際に必要なディスク容量は、ゲスト OS とアプリケーションを物理コン
ピュータにインストールして実行する場合とほぼ同じです。

インストール時　基本インストールには、Linux で 200MB、Windows で 650MB の
空きディスク容量が必要です。後でインストーラを削除して、ディスク容量を再
利用することができます。

オプティカル CD-ROM/DVD-ROMドライブ
IDE および SCSI オプティカル ドライブをサポート。

CD-ROM および DVD-ROM ドライブをサポート。

ISO ディスク イメージ ファイルをサポート。

フロッピー ドライブ
仮想マシンをホストのフロッピー ドライブに接続できます。フロッピー ディスクの
イメージ ファイルもサポートされています。

LAN（オプション）
ホスト OS がサポートするすべてのイーサネット コントローラをサポート。

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

ホストOS
VMware Workstation は、Windows と Linux の両ホスト OS で利用できます。

Windows ホスト OS（32 ビット）
Workstation は次の Windows32 ビット ホスト OS をサポートしています。

Windows Vista Enterprise Edition
Windows Vista Business Edition
Windows Vista Home Basic Edition および Windows Vista Home Premium Edition
Windows Vista Ultimate Edition
Windows Server 2008、SP1
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Windows Server 2003 Standard Edition、SP1、SP2
Windows Server 2003 Web Edition、SP1
Windows Server 2003 Small Business Edition、SP1、SP2
Windows Server 2003 Enterprise Edition、SP1、SP2
Windows Server 2003 R2

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

Windows XP Home Edition、SP1、SP2
Windows XP Professional、SP1、SP2

Windows 2000 Server SP3、SP4
Windows 2000 Professional、SP3、SP4 
Windows 2000 Advanced Server、SP3、SP4

Windows ホスト OS（64 ビット）
Windows Vista Enterprise Edition
Windows Vista Business Edition
Windows Vista Home Basic Edition および Windows Vista Home Premium Edition
Windows Vista Ultimate Edition

Windows Server 2008 x64 Edition SP 1

Windows Server 2003 x64 Edition SP 1
Windows Server 2003 x64 Edition R2

Windows XP Professional x64 Edition

ヘルプ システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。

Linux ホスト OS（32 ビット）
サポートされるディストリビューションおよびカーネルのリストを以下に示します。
これらの要件を満たしていないシステム上では、Workstation は稼動しません。

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、当社
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。VMware では、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最善を尽くしています。しかし、下記のリストに追
加されていないカーネルやディストリビューションについては、VMware 製品での使
用はサポートされません。最新のプレビルト モジュールは、VMware Web サイトの
ダウンロード エリア（ www.vmware.com/download/）で確認してください。

http://www.vmware.com/download/


Workstation ユーザーマニュアル

36 VMware, Inc.

Mandriva Linux 2006 および 2007 
Mandriva Corporate Desktop 4.0
Mandriva Corporate Server 4.0
Mandrake Linux 10.1
Mandrake Linux 9.0　ストック 2.4.19

Red Hat Enterprise Linux 5.0 

Red Hat Enterprise Linux WS 4.5（旧称 4.0 アップデート 5）
Red Hat Enterprise Linux AS 4.0、アップデート 1、2、3、4
Red Hat Enterprise Linux ES 4.0、アップデート 1、2、3、4
Red Hat Enterprise Linux WS 4.0、アップデート 1、2、3、4

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0、アップデート 1、2、3、4、5、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0、アップデート 1、2、3、4、5、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0、アップデート 1、2、3、4、5、6、7、8

Red Hat Enterprise Linux 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 Enterprise Server 10 SP1
SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4
SUSE Linux Enterprise Server 9、9SP1、9SP2、9SP3

（サービスパックを適用していない場合もサポート）
SUSE Linux Enterprise Server 8　ストック 2.4.19

openSUSE 10.3
openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）
SUSE Linux 10.1
SUSE Linux 10 
SUSE Linux 9.3
SUSE Linux 9.2、SP1
SUSE Linux 9.1　ストック 2.6.4-52
SUSE Linux 9.0　ストック 2.4.21-99
SUSE Linux 8.2　ストック 2.4.20
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Ubuntu Linux 7.04
Ubuntu Linux 6.10 
Ubuntu Linux 6.06
Ubuntu Linux 5.10
Ubuntu Linux 5.04

ヘルプ システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。

Linux ホスト OS（64 ビット）
サポートされるディストリビューションおよびカーネルのリストを以下に示します。
これらの要件を満たしていないシステム上では、Workstation は稼動しません。

Mandriva Linux 2006 および 2007
Mandriva Corporate Desktop 4.0
Mandriva Corporate Server 4.0

重要：64 ビット Mandriva ホストでは、32 ビット互換ライブラリ（特に 32 ビッ
ト glibc、X11、および libXtst.so）が必要です。

Red Hat Enterprise Linux 5.0

Red Hat Enterprise Linux 4.5（旧称 4.0 Update 5）
Red Hat Enterprise Linux AS 4.0、アップデート 3、4
Red Hat Enterprise Linux ES 4.0、アップデート 3、4
Red Hat Enterprise Linux WS 4.0、アップデート 3、4

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0、ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0、ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0、ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15、6、7、8

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1
SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4
SUSE Linux Enterprise Server 9、SP1、SP2、SP3

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

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、当社
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。VMware では、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最善を尽くしています。しかし、下記のリストに追
加されていないカーネルやディストリビューションについて、VMware 製品での使用
はサポートされません。最新のプレビルト モジュールは、VMware Web サイトのダ
ウンロード エリア（www.vmware.com/download/）を確認してください。

http://www.vmware.com/download/
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openSUSE 10.3
openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）
SUSE Linux 10.1
SUSE Linux 10
SUSE Linux 9.3 
SUSE Linux 9.2、SP1
SUSE Linux 9.1　ストック 2.6.4-52

Ubuntu Linux 7.04
Ubuntu Linux 6.10
Ubuntu Linux 6.06
Ubuntu Linux 5.10
Ubuntu Linux 5.04

重要：64 ビット Ubuntu 6.x ホストでは、32 ビット互換ライブラリ（特に 32
ビット glibc および X11）が必要です。

これらのオペレーティング システムのバージョンの詳細については、『ゲスト OS イ
ンストールガイド』を参照してください。ヘルプ システムを利用するには、Web ブ
ラウザが必要となります。

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

プロセッサ
ホスト コンピュータと同じプロセッサ。

1 つ以上の論理プロセッサを備えるホスト上では 1 つの仮想プロセッサ。

2 つ以上の論理プロセッサを備えるホスト上では2 つの仮想プロセッサ（2 Way仮
想対称型マルチプロセッシング、または仮想 SMP）。

以下のホストは 2 つの論理プロセッサを備えていると見なされます。

複数の物理 CPU を備えたマルチプロセッサ ホスト

マルチコア CPU を備えたシングルプロセッサ ホスト

ハイパースレッド対応のシングルプロセッサ ホスト

「2Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（試験的）（P.382）」を参照して
ください。
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チップ セット
Intel 440BX 搭載マザーボード 

NS338 SIO

82093AA IOAPIC

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

メモリ
最大 8GB（ホストのメモリ サイズによって異なります）。

すべての仮想マシンに使用できる合計メモリには制限がありません。

グラフィックス
VGA および SVGA をサポート 

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

ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可。

最大 950GB の IDE 仮想ディスク。

CD-ROM は、物理デバイスでも ISO イメージ ファイルでも可。

SCSI デバイス
最大 60 個のデバイス。

最大 950GB の SCSI 仮想ディスク。

ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可。

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

LSI Logic LSI53C10xx Ultra320 SCSI I/O コントローラ。
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Mylex（BusLogic）BT-958 互換のホスト バス アダプタ（Windows XP および
Windows Server 2003 では、VMware が提供するアドオン ドライバが必要となり
ます）。

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/Linux ファイル、または名前付きパイプに出力。

パラレル（LPT）ポート
最大 3 つの双方向パラレル（LPT）ポート。

パラレル ポートまたはホスト OS のシステム ファイルに出力。

USB ポート
3 個以上のデバイスを接続できるように（透過的な）仮想ハブを使用する USB 1.1 
UHCI コントローラ。

最大6個のデバイスをサポートするUSB 2.0 EHCIコントローラ（仮想マシン設定エ
ディタを使用して USB 2.0 のサポートを有効にする必要があります。詳細につい
ては、「USB 2.0 コントローラの有効化と無効化（P.370）」を参照してください。）

USB プリンタ、スキャナ、PDA、ハード ディスク ドライブ、メモリ カード リー
ダ、デジタル カメラなどのほとんどのデバイス、および Web カメラ、スピー
カ、マイクロホンなどのストリーミング デバイスをサポート。

キーボード
104 キー Windows 95/98 拡張キーボード 

マウスおよび描画タブレット
PS/2 マウス 

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

AMD PCnet-PCI II 対応。

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

サウンド
サウンド入出力。

Creative Labs Sound Blaster AudioPCI のエミュレーション。MIDI 入力、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（USB デバイスを
除く）。

仮想ネットワーキング
Microsoft Windows ホスト OS の場合 10 個の仮想イーサネット スイッチをサポー
ト。Linux ホストの場合は 100 個の仮想イーサネット スイッチをサポート。内 3
つはデフォルトでブリッジ、ホストオンリーおよび NAT ネットワークに構成さ
れています。

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

NAT での PPTP の VPN サポートを含む、組み込みの NAT による TCP/IP、FTP、DNS、
HTTP および Telnet を使ったクライアントソフトウェアのサポート。

対応ゲストOS 
このセクションでは、VMware Workstation で実行する仮想マシン向けにサポートさ
れるゲスト OS の簡単なリストを記載しています。特定のオペレーティング システム
のバージョン、サービス パック、サポートされるアップデートなど、対応ゲスト OS
の最新のリストについては、『ゲスト OS インストールガイド』

（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。このインストールガイド
では、一般的なゲスト OS のインストールについても解説しています。

リストに記載されていないオペレーティング システムは、Workstation の仮想マシン
ではサポートされません。

Microsoft Windows 32 ビット
Windows Vista（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Server 2008

http://pubs.vmware.com/guestnotes/
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Windows Server 2003、Small Business Server 2003
Windows Server 2003 Web Edition

Windows XP Professional および Home Edition

Windows 2000 Professional  
Windows 2000 Server 
Windows 2000 Advanced Server 

Windows NT Workstation および Server 4.0
Windows NT 4.0 Terminal Server Edition

Windows Me

Windows 98 

Windows 95

Windows for Workgroups

Windows 3.1 

これらのオペレーティングシステムのサービス パックおよびバージョンの詳細につ
いては、『ゲスト OS インストールガイド』を参照してください。

Microsoft Windows 64 ビット
Windows Vista x64 Edition（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Server 2008 x64 Edition

Windows Server 2003 x64 Edition  

Windows XP Professional x64  

これらのオペレーティングシステムのサービス パックおよびバージョンの詳細につ
いては、『ゲスト OS インストールガイド』（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参
照してください。

Microsoft MS-DOS
MS-DOS 

Linux 32 ビット
Mandriva Linux 2006 および 2007

Mandrake Linux

Red Hat Linux

http://pubs.vmware.com/guestnotes/


VMware, Inc. 43

第 1章 製品の紹介とシステム要件

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server、Enterprise Server、および Workstation

SUSE Linux

SUSE Linux Enterprise Server  

openSUSE Linux

Turbolinux Server、Enterprise Server、Workstation、Desktop

Novell Linux Desktop

Sun Java Desktop System（JDS）

Ubuntu Linux

Turbolinux 10 Server

これらのオペレーティングシステムのバージョンの詳細については、『ゲスト OS イ
ンストールガイド』（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

Linux 64 ビット
Mandriva Linux 2006 および 2007

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server、Enterprise Server、および Workstation

SUSE Linux Enterprise Server  

SUSE Linux

openSUSE Linux

Ubuntu Linux 

Turbolinux 10 Server

これらの OS のバージョンの詳細については、『ゲスト OS インストールガイド』
（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

Novell NetWare 32 ビット
NetWare 

この OS のバージョンの詳細については、『ゲスト OS インストールガイド』
（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

http://pubs.vmware.com/guestnotes/
http://pubs.vmware.com/guestnotes/
http://pubs.vmware.com/guestnotes/
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Novell Open Enterprise Server 32 ビット
Open Enterprise Server 32 ビット

この OS のバージョンの詳細については、『ゲスト OS インストールガイド』
（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

FreeBSD 32 ビット
FreeBSD 32 ビット

FreeBSD 4.0 - 4.3 で 2GB を超えるの SCSI 仮想ディスクを使用する場合、ゲスト OS は
起動しません。この問題の回避策については、『ゲスト OS インストールガイド』

（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

FreeBSD 64 ビット
FreeBSD 64 ビット

この OS のバージョンの詳細については、『ゲスト OS インストールガイド』
（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

Sun Solaris 32 ビット
Solaris x86 32 ビット

これらの OS のバージョンの詳細については、『ゲスト OS インストールガイド』
（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

Sun Solaris 64 ビット
Solaris x86 64 ビット

これらの OS のバージョンの詳細については、『ゲスト OS インストールガイド』
（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）を参照してください。

64 ビット ゲストOS
Workstation は、次のプロセッサを備えるホスト マシン上で実行される 64 ビット ゲ
スト OS の仮想マシンをサポートしています。

AMD Athlon 64、リビジョン D 以降

AMD Opteron、リビジョン E 以降

AMD Turion 64、リビジョン E 以降

http://pubs.vmware.com/guestnotes/
http://pubs.vmware.com/guestnotes/
http://pubs.vmware.com/guestnotes/
http://pubs.vmware.com/guestnotes/
http://pubs.vmware.com/guestnotes/
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AMD Sempron、64 ビット対応版リビジョン D 以降

Intel EM64T VT 対応プロセッサ

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

さらに、VMware が提供する独立したユーティリティを利用することで、
Workstation を使用せず、ホスト CPU が 64 ビット ゲスト OS の Workstation 仮想マ
シンに対応するかを確認することができます。64 ビット プロセッサの確認ユーティ
リティは、www.vmware.com/download からダウンロードできます。

64 ビット ゲスト OS の仮想マシンは、Workstation 5.5 以降でのみサポートされてい
ます。Workstation 5.0 以前を使用しており、64 ビット ゲスト OS のサポートを必要
とする場合は、バージョン 6.5 以降にアップグレードする必要があります。
Workstation Version 5.5 で作成された 64 ビット OS の仮想マシンは、Versions 5.0 以前
の Workstation でパワーオンまたはレジュームすることはできません。

www.vmware.com/download
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この章では、Linux や Windows のホスト システムに Workstation をインストールす
る手順について説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

インストールの前提条件（P.47）

Windows ホストへの Workstation のインストール（P.48）

Linux ホストへの Workstation のインストール（P.53）

インストール後のタスク（P.57）

新規のインストールではなくアップグレードを行う場合は、第 3 章「VMware 
Workstation のアップグレード（P.59）」を参照してください。

インストールの前提条件
VMware Workstation のインストールは、通常は標準的なインストール ウィザードを
使用して簡単な操作で実行できます。このセクションでは、インストールを開始する
前に必要となるタスクについて説明します。また、Workstation と同じコンピュータ
上に複数の VMware 製品をインストールして使用する場合の互換性に関する重要な
注意点について説明します。

インストールを開始する前に、以下の事項を確認してください。

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

（P.32）」を参照してください。

Workstation のインストール ソフトウェア　Workstation のパッケージ ボックス
を購入された場合は、パッケージ内の 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
のインストール 2
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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 プラットフォームのインストール用ファイルは同じ
CD-ROM に含まれます。

Workstation のシリアル番号　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。ダウンロード版の Workstation を購入された場合、シリアル番号
は電子メールで送信されます。

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 Workstation を使用
できるように設定されています。たとえば、Windows ホスト向けのシリアル番
号を使用して、Linux ホスト上でソフトウェアを実行することはできません。必
ず正しいオペレーティング システムのシリアル番号を入力してください。

別のホスト OS 上で Workstation を使用するには、VMware Web サイトでライセ
ンスを購入する必要があります。このサイトでは、30 日の無料評価版をダウン
ロードすることも可能です。詳細については、www.vmware.com/download/ を参
照してください。

ゲストOS　Workstation をインストールした後、オペレーティング システムのイ
ンストール CD または OS イメージを使用して、ゲストをセットアップする必要
があります。

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

上記の前提条件を確認した上で Workstation のホストとして使用するコンピュータを
決定したら、以下の該当するセクションを参照してインストールを行ってください。

Windows ホストへの Workstation のインストール（P.48）

Linux ホストへの Workstation のインストール（P.53）

Windows ホストへのWorkstation のインストール
インストールを実行する前に、Workstation 6 のシリアル番号が手元にあることを確
認してください。インストール後にシリアル番号を入力することも可能ですが、イン
ストール時に入力することをお勧めします。

以下に、Workstation インストール ウィザードの実行方法を説明します。ウィザード
を使用せずに、コマンド ライン インターフェイスから多数のコンピュータにサイレ

http://www.vmware.com/download/
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ント インストールを実行する場合は、「Workstation のサイレント インストール
（P.51）」を参照してください。

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

1 Administrator ユーザーあるいは 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ます。

Workstation を Windows XP や Windows Server 2003 ホストにインストールす
るには、ローカルの Administrator としてログインします（ドメイン アカウン
トもローカルの Administrator でない場合は、ドメインにログインしないでく
ださい）。

Workstation を Windows XP や Windows Server 2003 に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通
常のユーザー権限でプログラムを実行できます。

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

CD からインストールしている場合は、D:\setup.exeと入力します。D：の
個所には CD-ROM ドライブに相当するドライブ名を入力します。

ダウンロードしたファイルを使用してインストールしている場合は、ダウ
ンロードしたインストーラ ファイルの保存先ディレクトリからインストー
ラを実行します。（インストーラには、
VMware-Workstation-<xxxx-xxxx>.exe のようなファイル名が付けられ
ています。<xxxx-xxxx> にはバージョン番号とビルド番号を表す数字が入
ります。）

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

3 ウィザードが起動して必要な領域の計算が終わったら、[ 次へ ] をクリックして
[ ようこそ ] ページを閉じます。

注意   各ユーザーについてライセンスが 1 つ必要になります。

注意   以前のバージョンの Workstation がシステムにインストールされている場
合、インストーラはそのバージョンを削除してから、新しいバージョンをインス
トールします。アンインストールが完了した後、インストーラによって新バー
ジョンのインストールが開始される前に、コンピュータの再起動を求めるプロン
プトが表示されることがあります。
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4 [ セットアップタイプ ] ページで [ 標準 ] を選択します。ただし、該当する
Workstation IDE プラグ インをインストールしない場合や、通常とは異なる場所に
Eclipse をインストールしてある場合は、以下の操作を実行します。

Visual Studio 2005 または Eclipse をインストール済みの場合は、統合仮想デ
バッガ（IDE プラグ イン）がインストールされます。プラグ インのインス
トールをしない場合は、[ カスタム ] セットアップを選択して、このコン
ポーネントをインストールしないことを選択します。

C:\EclipseまたはC:\Program Files\Eclipse以外の場所にEclipseをイン
ストール済みであり、Eclipse 用の統合仮想デバッガをインストールする場
合は、[ カスタム ] セットアップを選択して、このコンポーネントをインス
トールすることを選択します。

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

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

指定したディレクトリが存在しない場合は、新規に作成されます。

6 [ 次へ ] をクリックします。

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。パスがこの制限を超える
場合は、エラー メッセージが表示されます。その場合、短いパスを選択しなお
すか、入力しなおしてください。

注意   Eclipse や Visual Studio をインストールしていない場合は、プラグ インはイ
ンストールされません。Workstation のインストール後にこれらのプログラムを
インストールする場合は、Workstation のインストーラを再び実行し、[ 変更 ] オ
プションを選択してプラグ インをインストールします。

また、64 ビット Windows ホストには、Eclipse Virtual Debugger をインストール
しないでください。

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。
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7 [ ショートカットの構成 ] ページでは、作成しないショートカットの選択を解除
します。

8 [ プログラムのインストール準備 ] ページで、[ インストール ] をクリックしま
す。これまでの設定内容を変更する場合は、[ 戻る ] をクリックします。

9 （任意入力）[ インストール ] をクリックした後で [ 登録情報 ] ページに名前、会
社名、およびシリアル番号を入力し、[ 次へ ] をクリックします。

シリアル番号は、パッケージに含まれている登録カード、または弊社からの電
子メール（Workstation をオンラインで購入された場合）に記載されています。
ここに入力したユーザー情報および企業情報は、[ バージョン情報 ] ボックス

（[ ヘルプ ] - [ バージョン情報 ]）に表示されます。

このステップを省略した場合、後で仮想マシンをパワーオンする前にシリアル番
号の入力が必要となります。

10 [ インストール完了 ] ページが表示されたら、[ 終了 ] をクリックします。

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

Workstation のサイレント インストール
Workstation を複数の Windows ホスト コンピュータにインストールする場合は、
Microsoft Windows Installer のサイレント インストール機能を利用できます。これは、
大規模な組織でインストールを実施する場合などに有用です。

Workstation のサイレント インストールを開始する前に、ホスト コンピュータで
MSI 2.0 以降のランタイム エンジンを使用できること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。またこのインストーラを Microsoft 社から入手することもできます。
Microsoft Windows Installer の使用方法の詳細は、Microsoft 社の Web サイトをご覧
ください。

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

1 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。

注意   Windows Vista ホストにインストールしている場合は、後で権限の問題が
起きないように、この時点でシリアル番号を入力してください。管理者権限を
持つユーザーが Workstation をインストールした後で、管理者権限のないユー
ザーがシリアル番号を入力しようとしても、そのユーザーには必要な権限があ
りません。
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setup.exe /a /s /v"/qn TARGETDIR=<InstallTempPath>"

setup.exe は、CD 上のインストーラの名前です。ダウンロードしたインストー
ラを使用している場合は、ファイルには VMwareWorkstation-<xxxx>.exe の
ような名前が付いています。<xxxx> にはバージョン番号とビルド番号を表す数
字が入ります。

<InstallTempPath> には、管理用インストール イメージの保存先フォルダのフ
ル パスを入力してください。

2 msiexec、および前のステップで取得した管理用インストール イメージを使用
して、サイレント インストールを実行します。

msiexec -i "<InstallTempPath>￥VMware Workstation.msi"
[INSTALLDIR="<PathToProgramDirectory>"] ADDLOCAL=ALL
[REMOVE=<featurename,featurename>] /qn

コマンドは 1 行で入力してください。Workstation をデフォルト以外の場所にイ
ンストールする場合は、INSTALLDIR= の後のパスを任意の場所に変更してくだ
さい。

必要に応じて、REMOVE=<プロパティ > を使用すると、特定の機能のインストー
ルを省略できます。REMOVE=<プロパティ > 設定には、表 2-1 に一覧されている
値の中からいずれか 1 つ、または複数を指定できます。

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

次の表のインストール プロパティを <プロパティ >="<値 >" という形式でコマ
ンドに追加すると、インストールをさらにカスタマイズできます。値 1 は True

表 2-1.  REMOVEプロパティに使用できる値

値 詳細

Authd VMware 認証サービス。ユーザーがシステム管理者として Workstation を実
行していない場合に、タスクを実行するために使用されます。

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

DHCP 仮想 DHCP サーバ。

NAT 仮想 NAT デバイス。

注意   REMOVE=Network を指定すると、NAT や DHCP などの特定のネットワーク 
コンポーネントのインストールが省略されます。DHCP や NAT を個別に指定す
る必要はありません。
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を意味します。値 0 は False を意味します。シリアル番号のプロパティを使用す
る場合は、シリアル番号にハイフンを含めて入力してください

（xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx）。
 

Windows ホストからのWorkstation のアンインストール
Workstation のアンインストールは、[ コントロール パネル ] の [ プログラムの追加と
削除 ] から実行します。VMware Workstation のエントリを選択して、[ 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。

Windows Vista の場合は、[ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ プログラム ] - [ プ
ログラムと機能 ] - [ プログラムのアンインストール ] を選択します。
[VMware Workstation] を選択して、[ アンインストール ] をクリックします。

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

以前に tar インストールを実行したことがある場合は、再度 tar ファイルからイン
ストールを実行する前に、前の vmware-distrib ディレクトリを削除してくだ
さい。このディレクトリの場所は、以前のインストール時にこのディレクトリを
どこに配置したかによって異なります。通常は、以下の場所になります。

/tmp/vmware-distrib

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

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

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

表 2-2.  プロパティの値

プロパティ プロパティ作用
デフォ
ルト値

DESKTOP_SHORTCUT デスクトップにショートカットをインストールします。 1

DISABLE_AUTORUN ホストで CD の自動再生機能を無効にします。 1

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

0

SERIALNUMBER シリアル番号を入力します。
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Workstation を Linux ホストにインストールするには、次の手順に従ってください。

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

2 インストールの初期操作を実行するために、ターミナル ウィンドウで以下のコ
マンドを使用してルートになります。

su -

3 Workstation の CD-ROM をマウントします。

4 CD 上の Linux ディレクトリに移動します。

5 使用するインストーラの該当セクションに従って、インストールを続けてくだ
さい。

tar インストーラの使用（P.54）

RPM インストーラの使用（P.55）

tar インストーラの使用

アーカイブのコピーおよび解凍の手順を省略して、CD 上の vmware-distrib

ディレクトリから直接インストールを実行できます。

a tar アーカイブをハード ドライブの一時ディレクトリ（/tmp など）にコ
ピーします。

cp VMware-<xxxx>.tar.gz /tmp

b この一時ディレクトリに移動します。

cd /tmp

c アーカイブを解凍します。

tar zxpf VMware-<xxxx>.tar.gz 

d インストール ディレクトリに移動します。

cd vmware-distrib

e インストール プログラムを実行します。

./vmware-install.pl 

注意   以下に、CD-ROM からのインストール手順について説明します。ソフト
ウェアをダウンロードした場合も同じ手順を実行しますが、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。
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f 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
ント ファイル、および init スクリプトについては、デフォルトのディレク
トリをそのまま使用します。

g vmware-config.pl を起動するかどうかを確認するプロンプトが表示され
たら、Yes と入力します。

h 「vmware-config.pl の実行（P.56）」の説明に従って、プロンプトに応答し
ます。

RPMインストーラの使用

a インストール ファイルを指定して、RPM を起動します。

rpm -Uhv VMware-<xxxx>.rpm

VMware-<xxxx>.rpm は、CD 上のインストール ファイルです。ファイル名
の <xxxx> には、バージョン番号とビルド番号に対応する数字が入ります。

b 構成プログラムを実行します。

vmware-config.pl 

c 「vmware-config.pl の実行（P.56）」の説明に従って、プロンプトに応答し
ます。

vmware-config.pl によるWorkstation の構成
このセクションでは、vmware-config.pl を使用して VMware Workstation のインス
トールを構成する手順について説明します。

必要な構成の変更
次のような場合は、vmware-config.pl を使用して構成する必要があります。

初めて VMware Workstation をインストールする場合

お使いの Workstation のバージョンをアップグレードする場合

ホスト OS のカーネルをアップグレードする場合（カーネルのアップグレード後
に Workstation を再インストールする必要はありません。）

Workstation のネットワーク オプションを再構成する場合（ホストオンリー ネッ
トワークの追加、削除など）

注意   RPM インストーラを実行する場合、このプログラムをコマンド ラインから別に
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、コンフィ
ギュレーション プログラムの起動はプロンプトで促されますので、 Yes と応答してく
ださい。
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vmware-config.pl の格納場所
インストーラは vmware-config.pl を /usr/bin に格納します。/usr/bin がデフォ
ルトのパスに見つからない場合は、次のコマンドでプログラムを実行してください。

/usr/bin/vmware-config.pl

vmware-config.pl の実行
インストーラを実行して新規インストールまたはアップグレードを実行した後、
vmware-config.pl を実行する必要があります。ルート アカウントでログインして
いない場合は、以下の手順を実行する前に、ターミナル ウィンドウを開いてルート 
アカウントに切り替えてください。

vmware-config.pl を使用するには、以下の手順に従ってください。

1 必要に応じて、以下のコマンドを使用してプログラムを開始します。

vmware-config.pl

2 プロンプトに応答します。ほとんどの場合は、デフォルトの応答で問題ありま
せん。

以下の点に留意してください。

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して
おかないと、仮想マシンでブリッジ ネットワークとホストオンリー ネット
ワークの両方を使用することはできません。

Eclipse をインストール済みであり、Workstation の Eclipse 用 Integrated 
Virtual Debugger をインストールする場合は、プロンプトが表示されたと
きに Yes を選択してください （デフォルトは No です）。

Eclipse 用 Integrated Virtual Debugger をインストールする場合は、VIX API の
インストールのプロンプトと使用許諾契約書が表示されたら、これらの内容
を確認して受け入れます。VIX API がない場合、デバッガを実行できません。

構成を正常に完了したことを通知するメッセージが構成プログラムで表示されな
い場合は、再び構成プログラムを実行してください。

3 インストールが完了したら、ルート アカウントを終了します。

exit 

初めて仮想マシンをパワーオンすると、Workstation 6 のシリアル番号の入力を求め
られます。
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Linux ホストからのWorkstation のアンインストール
このセクションでは、RPM インストレーションおよび tar インストレーションをアン
インストールする方法について説明します。

Workstation の RPMインストレーションをアンインストール
RPM インストーラを使用して 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てください。

rpm -e VMwareWorkstation<xxxx>

<xxxx> は、バージョン番号とビルド番号を表します。Workstation が正しくインス
トールされていれば、次のコマンドを実行して Workstation のビルト番号を確認でき
ます。

rpm -qa | grep VM

Workstation の tar インストレーションをアンインストール
tar インストーラを使用して 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てください。

vmware-uninstall.pl

インストール後のタスク
Workstation をインストールしたら、以下のタスクを実行できます。

1 仮想マシンの作成。

第 5 章「仮想マシンの新規作成（P.91）」を参照してください。

2 新しい仮想マシンへのゲスト OS のインストール。

「ゲスト OS のインストール（P.100）」、または [ ヘルプ ] メニューから『ゲスト
OS インストールガイド』を参照してください。

3 仮想マシンへの VMware Tools パッケージのインストール。

第 6 章「VMware Tools のインストールと使用（P.117）」を参照してください。

4 仮想マシンの使用開始。

第 4 章「Workstation の基本操作（P.67）」および第 7 章「仮想マシンの実行
（P.155）」を参照してください。
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この章では、Windows ホストや Linux ホスト上の VMware Workstation 4 または 5 を
アップグレードする手順と、既存の仮想マシンを Workstation 6 で使用する手順につ
いて説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

アップグレードを開始する前に（P.59）

Windows ホスト上でのアップグレード（P.61）

Linux ホスト上でのアップグレード（P.63）

Workstation 4 または 5 で作成した仮想マシンを Workstation 6 で使用（P.63）

Workstation 6 では、Workstation 3 で作成した仮想マシンからの直接アップグレード
は実行できません。

アップグレードを開始する前に
このセクションでは、スムーズにアップグレードを実行する上で必要となるタスクに
ついて説明します。

スナップショットの削除とサスペンド状態の仮想マシンのシャット
ダウン

旧バージョンの Workstation で作成された仮想マシンを使用するには、新しいリリー
スの Workstation にアップグレードした後で仮想マシンをアップグレードします。仮
想マシンがバージョン 5.5 より前の Workstation で作成されており、かつ、その仮想
マシンにスナップショットが設定されている場合は、アップグレード前に、「スナッ
プショット マネージャでのスナップショットの操作（P.245）」の説明に従ってスナッ
プショットを削除してください。

VMware Workstation
のアップグレード 3
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Workstation を削除する前に、そのバージョンで作成した仮想マシンを完全にシャッ
トダウンします。仮想マシンがサスペンド状態になっている場合は、レジュームして
からゲスト OS をシャットダウンし、します。

仮想マシンのバックアップ
Workstation 4 または 5 で作成した仮想マシンを Workstation 6 に移行する場合は、そ
の仮想マシンのディレクトリに存在する全ファイルのバックアップを作成しておいて
ください。バックアップの対象となるのは、.vmdk、.dsk、.vmx、.cfg、および
.nvram ファイル等です。アップグレード パスによっては、Workstation 6 と旧バー
ジョンの Workstation の両方で仮想マシンを実行できないことがあります。

Workstation 6 では、Workstation 2 または 3 で作成した仮想マシンからの直接アップ
グレードは実行できません。

Workstation 2 または 3を削除してWorkstation 6 をインストール
Workstation 2 または 3 がすでにインストールされているコンピュータ上に
Workstation 6 をインストールするには、旧バージョンをアンインストールしてから
新バージョンをインストールします。

Windows ホストで、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
がアンインストーラで表示されることがありますが、旧バージョンを再インストール
する可能性がある場合は、ライセンスを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問題ありません。

Linux がホストの場合、ライセンスはそのまま残されます。ライセンスは今までと同
じ場所に残しておくことができます。

旧バージョンのアンインストールを完了したら、以下のセクションの手順に従って
Workstation 6 をインストールできます。

Windows ホストへの Workstation のインストール（P.48）

Linux ホストへの Workstation のインストール（P.53）

注意   他の VMware 製品や異なるバージョンの 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 ボックスが表示されます。サスペンド状態を
復元するには [ 保持 ] をクリックし、正しい VMware 製品またはバージョンを使用し
て仮想マシンをレジュームします。[ 破棄 ] 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なくなります。
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Windows ホスト上でのアップグレード 
以下で説明するように、VMware Workstation 6 のインストール プログラムを実行す
ることによって、Workstation 4 または 5 から Workstation 6 にアップグレードできま
す。アップグレードを開始する前に、Workstation 6 のシリアル番号が手元にあるこ
とを確認してください。Workstation 4 より前のバージョンからのアップグレードは、
サポートされていません。詳細については、「Workstation 2 または 3 を削除して
Workstation 6 をインストール（P.60）」を参照してください。

Workstation 4 または 5からアップグレードするには、次の手順に従ってください。

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

2 ダウンロード ディレクトリまたは CD-ROM から Workstation 6 のインストーラを
起動します。

Workstation により旧バージョンが自動的にアンインストールされます。

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

4 インストール ウィザードに従って、操作を完了します。

インストーラの実行の詳細については、「Windows ホストへの Workstation のイ
ンストール（P.48）」を参照してください。

5 コンピュータ再起動のプロンプトが表示された場合は、再起動します。

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

Windows Vista ホストへのアップグレード 
このセクションでは、Windows Vista に関連するさまざまなアップグレードのシナリ
オにおける手順を説明します。Workstation 5 のアンインストールの指示があるセク
ションでは、アンインストールする必要があるのは VMware Workstation アプリケー
ションのみです。作成した仮想マシンをアンインストールする必要はありません。
Workstation 5 をアンインストールしてから Workstation 6 をインストールした後で、
仮想マシンをパワーオンして、必要に応じて仮想マシンをアップグレードできます。
この手順については、「仮想マシンのバージョン変更（P.64）」を参照してください。

注意   Workstation 2 または 3 で作成した仮想マシンを Workstation 6 で使用する場合
は、仮想マシンを Workstation 4 以降にアップグレードした上で Workstation 6 をイン
ストールします。
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Windows XP から Windows Vista へのアップグレード時に、仮想マシンの場所が変更さ
れる場合があります。Windows Vista のアップグレードではレジストリを使用して、

C:\Documents and Settings\<user>\My Virtual Machines 

に格納されている既存の仮想マシンを、以下の場所にマップします。

C:\Users\<user>\Documents\My Virtual Machines

アップグレードが完了した後、Workstation の [ お気に入り ] リストは正常に機能し
ます。

Windows XP 上のWorkstation 5 からWindows Vista 上のWorkstation 6
Windows XP ホスト上に Workstation 5 がインストールされている場合は、まず
Workstation 5 をアンインストールします。[ コントロール パネル ] の [ プログラムの
追加と削除 ] の項目を使用して、Workstation をアンインストールします。次に、オ
ペレーティング システムを Windows Vista にアップグレードします。最後に、

「Windows ホストへの Workstation のインストール（P.48）」の説明に従って、
Workstation 6 をインストールします。

Windows Vista 上のWorkstation 5 からWindows Vista 上のWorkstation 6
Windows Vista ホスト上に Workstation 5 がインストールされている場合は、まず
Workstation 5 をアンインストールします。[ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ プ
ログラム ] - [ プログラムと機能 ] - [ プログラムのアンインストール ] を選択します。
[VMware Workstation] を選択して、[ アンインストール ] をクリックします。次に、

「Windows ホストへの Workstation のインストール（P.48）」の説明に従って、
Workstation 6 をインストールします。Windows Vista 上での Workstation 5 の使用は、
試験的にサポートされています。

Windows XP 上のWorkstation 6 からWindows Vista 上のWorkstation 6
このセクションの説明では、Windows XP Service Pack 2 を使用していることを想定し
ています。

Windows XP からWindows Vista にWorkstation 6 をアップグレードするには、次の
手順を実行します。

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

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

3 Microsoft のドキュメントの指示に従って、ホスト OS を Windows Vista にアップ
グレードします。
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4 Workstation を起動し、仮想マシンをパワーオンします。

Linux ホスト上でのアップグレード
第 2 章「VMware Workstation のインストール（P.47）」で説明されているように、
VMware Workstation 6 のインストール プログラムを実行することによって、
Workstation 4 または 5 から Workstation 6 にアップグレードできます。アップグレー
ドを開始する前に、Workstation 6 のシリアル番号が手元にあることを確認してくだ
さい。インストールの完了後、Workstation  6 を初めて起動する際に、シリアル番号
を入力するためのプロンプトが表示されます。

Workstation 4 または 5 のインストールで tar インストーラを使用し、バージョン 6 で
も tar インストーラを使用する場合は、旧バージョンをアンインストールする必要は
ありません。

同様に、バージョン 4 または 5 のインストールで RMP インストーラを使用し、バー
ジョン 6 でも RMP インストーラを使用する場合は、旧バージョンをアンインストー
ルする必要はありません。

バージョン 4 または 5 のインストールで tar インストーラを使用し、バージョン 6 で
RMP インストーラを使用する場合（またはこの逆を行う場合）は、旧バージョンを
アンインストールする必要はありません。

Workstation 4 または 5で作成した仮想マシンを
Workstation 6 で使用

以下のいずれかの方法を使用します。

アップグレードを行わず旧バージョンの仮想マシンを使用（P.63）

仮想マシンのバージョン変更（P.64）

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

Workstation 4.x で作成された仮想マシンには、GSX Server 3.x、ESX Server 2.x、お
よび ACE 1.0 との互換性があります。

注意   Workstation 5 以降、vmware-config.pl を実行しても Samba は自動的に構成
されなくなりました。
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Workstation 5.x で作成された仮想マシンには、VMware Server 1.x、ESX Server 3.x、
および VMware Player 1.x との互換性があります。

これらの仮想マシンは Workstation 6 で実行できますが、Workstation 6 の新機能を活
用することはできません。

各 VMware 製品間での互換性についての情報は、『VMware 仮想マシン モビリティ プ
ラン ガイド』を参照してください。

仮想マシンのアップグレードを行わない場合でも、VMware Tools を新バージョンに
アップグレードする必要があります。「VMware Tools のインストールとアップグレー
ド（P.119）」で、ご使用のゲスト OS 用の手順に従ってください。新しいバージョン
をインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

仮想マシンのバージョン変更
旧バージョンの Workstation で仮想マシンを作成している場合は、新しいバージョン
にアップグレードして最新の機能を活用できます。新機能の詳細については、「バー
ジョン 6 の新機能（P.23）」を参照してください。

ただし、Workstation 6 で作成した仮想マシンを他の VMware 製品にデプロイして実
行する場合は、その製品と互換性のあるバージョンにダウングレードする必要がある
ことがあります。

バージョン変更ウィザードを使用すると、これらのタスクを実行できます。

Workstation 6 では、アップグレードおよびダウングレードについて以下の選択肢が
あります。

Workstation 4で作成した仮想マシンをバージョン5またはバージョン6にアップ
グレードする。

Workstation 5 で作成した仮想マシンをバージョン 6 にアップグレード、または
バージョン 4 にダウングレードする。

Workstation 6で作成した仮想マシンをバージョン4またはバージョン5にダウン
グレードする。

使用するハードウェア バージョンを決定する場合にも、バージョン変更ウィザード
を利用できます。

仮想マシンの仮想ハードウェアのバージョンを変更する場合は、以下の事項を留意し
てください。

元の仮想マシンのバージョンを変更するか、または完全クローンを作成するかを
選択できます。完全クローンを作成する場合、元の仮想マシンはそのままの状態
で残されます。
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ESX Serverと交換性のあるWorkstation 4または5の仮想マシンをWorkstation 6
にアップグレードした場合、後でバージョン変更ウィザードを使用して ESX
互換の仮想マシンに再度ダウングレードすることはできません。

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

物理ディスクから実行する仮想マシンをアップグレードしようとすると、仮想マ
シンのアップグレード中に、「< 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。[OK] をクリックして、アップグレードを続行してく
ださい。

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

アップグレードまたはダウングレードを開始する前に、仮想ディスクのバック
アップを作成してください。

仮想マシンの仮想ハードウェア バージョンを変更するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ゲスト OS で、NIC を書き留めておきます。

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

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

2 ゲスト OS をシャットダウンしてからします。

3 仮想マシンを選択し、Workstation のメニュー バーから [VM] - [ バージョンの
アップグレードまたは変更 ] を選択します。

4 バージョン変更ウィザードの各ページを操作していきます。

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

5 マシンをパワーオンします。
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6 ゲスト OS で NIC 設定を確認して、変更されている場合は調整します（手順 1 を
参照）。

7 仮想マシンに最新バージョンの VMware Tools がインストールされていない場合
は、VMware Tools をアップグレードします。

バージョン 4 の仮想マシンをバージョン 6 ではなくバージョン 5 にアップグ
レードする場合でも、VMware Tools は Workstation 6 に含まれるバージョンに
アップグレードしなければなりません。「VMware Tools のインストールとアップ
グレード（P.119）」を参照してください。新しいバージョンをインストールする
前に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

注意   物理ディスクから実行する仮想マシンをアップグレードしようとすると、
「< ドライブ名 > をアップグレードすることができません。パラメータの 1 つが
無効です」といった内容のエラー メッセージが表示されることがあります。こ
のエラーメッセージは、無視しても構いません。[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。
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この章では、Workstation プログラムの起動手順について説明し、さらに
VMware Workstation ウィンドウの概要について説明します。この章の内容は、
以下のとおりです。

Workstation の開始（P.67）

Workstation ウィンドウの概要（P.68）

製品アップデートの確認（P.81）

仮想マシンの作成の概要（P.81）

Workstation の環境設定の概要（P.83）

[ 仮想マシン設定 ] の概要（P.86）

仮想マシンを閉じる /Workstation を終了する（P.88）

キーボード ショートカット（P.89）

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。

Workstation の開始
Workstation アプリケーションの開始方法は、ご使用のホスト OS によって異なり
ます。

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

1 [ スタート ] メニューから [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Workstation] を選択
するか、またはデスクトップのショートカットをダブル クリックします。

Workstation の基本操作 4



Workstation ユーザーマニュアル

68 VMware, Inc.

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

VMware Workstation ウィンドウが開きます。

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

1 ターミナルウィンドウを開きます。

2 vmware & と入力して <Enter> を押します。

デフォルトでは、インストーラは /usr/bin にファイルを置きます。/usr/bin

がデフォルトのパスにない場合は、次のコマンドでプログラムを実行してくだ
さい。

/usr/bin/vmware &

3 使用許諾契約書（EULA）を読んで内容を確認し、同意します。

Workstation ウィンドウが開きます。

Workstation ウィンドウの概要
Workstation で作成される仮想マシンは、物理コンピュータのデスクトップで、物理
コンピュータとは別にウィンドウ上で実行されるコンピュータと考えることができま
す。しかし、Workstation が表示できるのは、別のコンピュータのスクリーンだけで
はありません。Workstation ウィンドウからは、仮想マシン、および仮想マシン チー
ムにアクセスし、実行することが可能です。また、仮想マシンから別の仮想マシンへ
の切り替えも容易な操作で実行できます。

このセクションでは、VMware Workstation ウィンドウのナビゲーションと使用、ま
たお気に入りリストのセットアップ手順について説明します。使用頻度が高く、簡単
なアクセスで使用できると便利な仮想マシンやチームを、お気に入りと呼びます。

注意   Linux ホストでは、Workstation インストーラによって [ スタート ] メ
ニューに VMware Workstation のエントリが追加されます。お使いの Linux ディ
ストリビューションによっては、このメニュー エントリが配置されるサブメ
ニューが異なります。たとえば、次のとおりです。

SUSE Linux 9.1 の場合、[Start] - [System] - [More Programs] - [VMware Workstation]

Red Hat Enterprise Linux AS/WS Release 3 の場合、[Start] - [System Tools] - [More 
System Tools] - [VMware Workstation]
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図 4-1.  VMware Workstation ウィンドウ

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

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

タブ　開いている仮想マシンは、それぞれ個別のタブに表示されます。タブをク
リックすると、仮想マシンがアクティブになります。タブを閉じるには [X] をク
リックします。タブを閉じると、その仮想マシンは Workstation の設定に応じ
て、パワーオフされるか、バックグランドで引き続き実行されます。

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

Workstation ACE Edition をご使用の場合は、ACE Management Server のセクショ
ンがサイドバーに追加で表示されます。この製品の詳細については、

「Workstation ACE Edition へのアップグレード パス（P.23）」を参照してください。

ステータス バー　Workstation のメッセージ、および取外し可能デバイスのアイ
コンが表示されます。アイコンを右クリックすると、デバイスの切断や構成の編
集を行うことができます。
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メッセージ ログ　選択している仮想マシンのメッセージ ログに未読メッセージ
がないかどうかを表す注意アイコンです。アイコンの表示が薄いときは、すべ
てのメッセージが既読であることを表します。メッセージ ログを開くには、ア
イコンをダブル クリックするか、または右クリックして [ メッセージ ログを開
く ] を選択します。または、メニュー バーから [VM] - [ メッセージ ログ ] を選択
します。

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

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

ホームページ
[ ホーム ] タブをクリックすると、Workstation のホームページが表示されます。ホー
ムページのアイコンを使用して、新しい仮想マシンを作成したり、既存の仮想マシン
を開くことができます。

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

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

注意   [ 概要 ] タブは、開いている仮想マシンでのみ表示されます。表示されていない
仮想マシンを開くには、[ ファイル ] - [ 開く ] - [ 仮想マシン ] を選択し、仮想マシンの
.vmx ファイルに移動して [ 開く ] を選択します。[ 概要 ] タブや [ コンソール ] タブ
は、仮想マシンが開いている間は常に表示されます。
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図 4-2 は、Workstation のサマリ ビューの一例です。Workstation ACE Edition の概要
ビューには、ポリシー、パッケージ設定および履歴など、ACE 限定の機能が追加の
セクションとして表示されます。詳細については、『VMware ACE 管理者マニュアル』
を参照してください。

図 4-2.  仮想マシンのサマリ ビュー（Windows ホスト）

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

[ 概要を表示 ]ボタン



Workstation ユーザーマニュアル

72 VMware, Inc.

図 4-3.  コンソール ビュー（Windows ホスト）

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

アプライアンス ビュー
ブラウザ ベースのコンソールを使用する Web サーバなどの「アプライアンス」とし
て仮想マシンを使用できるようにセットアップする場合は、デフォルトのビューをア
プライアンス ビューに指定できます。アプライアンス ビューでは、サーバやアプラ
イアンスの種類についての概略が示され、ホスト システムでブラウザを開いてアプ
ライアンスの管理コンソールに接続するためのリンクを使用できます。

[ コンソールを表示 ]ボタン
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図 4-4.  アプライアンス ビュー（Windows ホスト）

アプライアンス ビューは、アプライアンスに指定した仮想マシンについてのみ利用
可能です。詳細については、「アプライアンスとしての仮想マシンの表示（P.176）」
を参照してください。

複数の仮想マシンを同時に表示
同じチーム内に存在しない複数の仮想マシンを同時に表示するには、複数の
Workstation ウィンドウを開き、各ウィンドウで仮想マシンを起動します。または、
チームを使用すると、単一のコンソール ウィンドウ内で複数の仮想マシンを調整し
て使用できます。チームのコンソール ビューについては、「チームとチーム内の仮想
マシンの表示（P.274）」を参照してください。

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

図 4-5.  Workstation ツールバー

[アプライアンス ビュー ] ボタン

[ パワー ] ツールバー [ スナップショット ] [ 表示 ] ツールバー [ 再生 ] ツールバー
ツールバー
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次に、ツールバー ボタンのリストを示します。ツールバーの表示をカスタマイズす
る手順については、「ツールバーのカスタマイズ（P.76）」を参照してください。

[ パワー ] ツールバー

パワーオフ　ハードウェア コンピュータの電源ボタンと同様に、アクティ
ブな仮想マシンやチームをオフにします。Workstation のパワーオフ動作は、
ソフト パワーオフ（シャットダウン）またはハード パワーオフ（パワーオ
フ）に構成可能です。詳細については、「仮想マシンのシャットダウン

（P.160）」または「チームの開始と停止（P.278）」を参照してください。

サスペンド　後でレジュームして作業を再開できるように、仮想マシンまた
はチームを停止します。「サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.237）」
を参照してください。

パワーオンまたはレジューム　選択されたパワーオフ状態の仮想マシンや
チームをパワーオン、またはサスペンド状態の仮想マシンやチームをレ
ジュームします。

パワーオン　「仮想マシンの起動（P.156）」または「チームの開始と停
止（P.278）」を参照してください。

レジューム　「サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.237）」を参
照してください。

リセット　物理コンピュータのリセット ボタンと同様に、仮想マシンや
チームをリセットします。「パワーオフとシャットダウン、リセットと再起
動（P.160）」を参照してください。

[ スナップショット ] ツールバー

スナップショットの設定　ワープロ文書を保存する場合と同様に、仮想マシ
ンの状態を保存できます。修正が必要な場合は、[ 復元 ] ボタンを使用して
保存時の状態に戻ることができます。「スナップショットの使用方法

（P.239）」を参照してください。

復元　スナップショットの設定により過去に保存された親の状態の仮想マシ
ンに戻ることができます。「スナップショットの使用方法（P.239）」を参照
してください。

注意   チームがアクティブのときに [ パワーオン ]、[ パワーオフ ]、[ サスペンド ]、
[ レジューム ]、または [ リセット ] ボタンをクリックすると、チーム内のすべての
仮想マシンに対して操作が適用されます。
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スナップショットの管理　スナップショット マネージャが開き、仮想マシ
ンの既存のスナップショットの表示、スナップショットの復元、新しいス
ナップショットの設定、またはスナップショットからのクローン作成を実行
できます。「スナップショット マネージャでのスナップショットの操作

（P.245）」を参照してください。

[ 表示 ] ツールバー

サイドバーの表示 /非表示　サイドバーの表示 / 非表示を切り替えます。「サ
イドバー（P.78）」を参照してください。

クイック スイッチ　ホスト モニタで Workstationコンソールを全画面表示し
ます。コンソール タブが表示され、仮想マシン間およびチーム間をクリッ
クひとつでスイッチできます。「クイック スイッチ モードの使用（P.165）」
を参照してください。

フル スクリーン　ホスト モニタで仮想マシンを全画面表示します。仮想マ
シンの画面はウィンドウ内に表示されなくなります。「フル スクリーン モー
ドの使用（P.164）」を参照してください。

ゲストのディスプレイ モードがホストのディスプレイ モードより小さいた
めにフル スクリーン モードに切り替えることができない場合は、次の行を
仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に追加してください。

mks.maxRefreshRate=1000

このファイルの詳細については、「仮想マシンを構成するファイル（P.112）」
を参照してください。

概要ビュー　サマリ ビューを表示します。「概要 ビュー（P.70）」を参照し
てください。

アプライアンス ビュー　アプライアンス ビューを表示します。「アプライア
ンス ビュー（P.72）」を参照してください。

コンソール ビュー　コンソール ビューを表示します。「コンソール ビュー
（P.71）」を参照してください。

注意   フル スクリーン モードでは、Workstation のメニューとツールバーは
表示されません。カーソルを画面上端に移動させると、フル スクリーン 
ツールバーが表示されます。<Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押すと、Workstation
ウィンドウに戻ります。



Workstation ユーザーマニュアル

76 VMware, Inc.

[ 再生 ] ツールバー

最後の記録を再生　この仮想マシンに対して実行した最後の記録を再生し
ます。

記録　この仮想マシンのアクティビティの記録を開始します。

停止　この仮想マシンのアクティビティの記録を停止します。

この試験的な記録 / 再生機能の詳細については、「仮想マシン アクティビティの
記録と再生（P.254）」を参照してください。

ツールバーのカスタマイズ
ツールバー ボタンの追加、削除、並べ替えによって、Workstation のツールバーをカ
スタマイズできます。Windows ホストのツールバー ボタンは、パワー ボタン、ス
ナップショット ボタン、表示ボタン、および記録 / 再生ボタンが、それぞれ別の
ツールバーに配列されています。Linux ホストでは、すべてのボタンが 1 つのツール
バーに含まれています。

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

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

2 [ パワー ]、[ スナップショット ]、[ 表示 ]、または [ 再生 ] を選択して、対応する
ツールバー ボタンの追加や削除を実行します。

選択したアイテムにチェックマークが付くと、該当するボタンが表示されます。

3 メニューの下部でツールバー ボタンの表示スタイルを選択します。
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Windows ホストでツールバーの表示をカスタマイズするには、次の手順に従ってく
ださい。

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

2 [ パワー ]、[ スナップショット ]、[ 表示 ]、または [ 再生 ] を選択して、対応する
ツールバー ボタンの追加や削除を実行します。

選択したアイテムにチェックマークが付くと、該当するツールバーが表示され
ます。

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

3 [ パワー ]、[ スナップショット ]、[ 表示 ]、または [ 再生 ] ツールバーを右ク
リックして、[ カスタマイズ ] をクリックして、 ツールバーの変更ウィンドウを
開きます。

対応するツールバーの [ カスタマイズ ツールバー ] ウィンドウが表示されます。
[ 現在のツールバー ボタン ] にあるボタンが、このウィンドウに表示されている
順序で現在ツールバーに表示されています。

4 以下の変更を実行できます。

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

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

カスタマイズ ツールバー ウィンドウを開かずに、現在表示されているボタ
ンの順番を変えることもできます。<Shift> キーを押さえながら、ツール
バーのボタンをドラッグ アンド ドロップして移動させます。

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

5 [ 閉じる ] をクリックします。
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サイドバー
サイドバーにはお気に入りのリストが表示され、パワーオン状態の仮想マシンや仮
想マシン チームが示されます。Workstation ACE Edition をご使用の場合は、
ACE Management Server のセクションがサイドバーに追加で表示されます。この製
品の詳細については、「Workstation ACE Edition へのアップグレード パス（P.23）」を
参照してください。

サイドバー リストの表示 /非表示を切り替るには、次の手順に従ってください。

[ 表示 ] - [ サイドバー ] を選択します。

サイドバーが表示されている場合は非表示になります。非表示になっている場合は表
示されます。

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

図 4-6.  サイドバーのお気に入りリスト

[ お気に入り ] リストは、以下のような便利な機能を提供します。

右クリック メ
ニュー

[サスペンド ]
アイコン

[パワーオン ]
アイコン

Workstation 4
の仮想マシン
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迅速なアクセス　使用頻度の高いアイテムに即座にアクセスできます。仮想マシ
ンやチームを [ お気に入り ] リストに追加することにより、ホスト ファイル シス
テムを検索せずに開くことができます。さらに、ブラウザのブックマーク機能と
同様に、[ お気に入り ] リストのアイコンをフォルダ内に整理したり、追加、並
べ替え、または削除を実行したりできます。

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

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

お気に入りを整理するフォルダを作成するには、次の手順に従ってください。

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

2 [ 新しいフォルダ ] ダイアログボックスが表示されますので、必要な作業を行っ
てダイアログ ボックスを終了します。

ドラッグ アンド ドロップの操作で、フォルダの中に別のフォルダを配置するこ
とも可能です。

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

[ お気に入り ] リストに仮想マシンまたはチームを追加するには、次の手順に従って
ください。

1 Workstation を起動します。手順については、「Workstation の開始（P.67）」を参
照してください。

2 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択して、お気に入りに追加する仮想マシン（.vmx ファ
イル）またはチーム（.vmtm ファイル）を参照します。

3 [ ファイル ] - [ お気に入りリストに追加 ] を選択します。

仮想マシンまたはチーム名が [ お気に入り ] リストに表示されます。
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[ お気に入り ] リストにパワーオン状態の仮想マシンまたはチームを追加するには、
次の手順に従ってください。

1 サイドバーで、[ パワーオン ] リスト内の仮想マシンまたはチームを右クリック
します。

2 表示されるコンテキスト メニューから [ お気に入りリストに追加 ] を選択します。

仮想マシン名が [ お気に入り ] リストに表示されます。

[ お気に入り ] リストから仮想マシンまたはチームを削除するには、次の手順に従っ
てください。

1 [ お気に入り ] リストで名前をクリックして選択します。

2 [ ファイル ] - [ お気に入りから削除 ] を選択します。

仮想マシン名が [ お気に入り ] リストから削除されます。

いつでも [ お気に入り ] リストから仮想マシン名を削除することができます。名前を
削除しても、仮想マシンのファイルや操作には影響ありません。またいつでもその仮
想マシンをリストに追加することができます。

現在開いている仮想マシンを [ お気に入り ] リストから削除するには、次の手順に
従ってください。

[ ファイル ] - [ お気に入りから削除 ] を選択します。

仮想マシン名が [ お気に入り ] リストから削除されます。

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

1 名称変更するお気に入りアイテムを右クリックします。

2 コンテキスト メニューから [ 名称変更 ] を選択します。

3 新しい名前を入力し、<Enter> を押します。

仮想マシンやチームの名前を変更する別の方法として、[VM] - [ 設定 ] - [ オプショ
ン ] - [ 全般 ]（仮想マシンの場合）、または [ チーム ] - [ 設定 ] - [ オプション ]

（チームの場合）を選択して、[ 名前 ] フィールドに新しい名前を入力する操作を
実行できます。

注意   変更されるのは表示名のみで、ホスト上の仮想マシン ファイルの名前は変
更されません。
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[ パワーオン ] リスト
このリストでは、現在パワーオン状態の仮想マシンまたはチームが分かります。[ パ
ワーオン ] リスト内のアイテムを右クリックすると、その仮想マシンまたはチームに
使用できるコマンド メニューが表示されます。

また、ホストのタスクバーの通知領域で仮想マシンのステータス アイコンを右ク
リックすると、同様にパワーオン状態のマシンが分かります。

製品アップデートの確認
Workstation は、製品アップデートを自動的に確認します。デフォルトでは週に一度、
Workstation の起動時に確認します。以下の手順を使用すると、自動確認の間隔を変
更できます。

VMware Workstation の自動確認を設定するには、次の手順に従ってください。

1 [ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ワークスペース ] を選択します。

2 [ ソフトウェアのアップデートを確認 ] ドロップ ダウン メニューで間隔を設定し
ます。

[ ワークスペース ] タブの [ ソフトウェアの更新 ] セクションには、最後に自動確認を
行った時間とその結果、および次回の確認時間が表示されます。

[ ヘルプ ] - [ アップデートをオンラインで確認 ] を選択すると、手動で更新を確認で
きます。また、Linux の場合は、Workstation メニュー バーから [ 編集 ] - [ 環境設定 ]
を選択して表示される環境設定エディタの [ ワークスペース ] タブで、[ 今すぐ確認 ]
をクリックします。

仮想マシンの作成の概要
このセクションの手順を実行することで、すぐに仮想マシンの作成を開始できます。
仮想マシンを作成しておくと、本章で後述する説明がより分かりやすくなります。

新規仮想マシン ウィザードを最後まで迅速に操作できるように、このセクションの
手順では、デフォルトの設定を受け入れるよう指示しています。この手順の実行は、
チュートリアルを実行する場合と似ています。後で、作業環境や実稼働環境で実際に
使用する仮想マシンを作成する際は、使用できるすべてのオプションについてより詳
細に理解することが必要となります。この詳細情報については、第 5 章「仮想マシ
ンの新規作成（P.91）」を参照してください。

注意   製品アップデートの確認は、ホストがインターネットに接続している時のみ可
能です。
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特定のオペレーティング システムのインストール CD をお持ちの場合は、以下の手
順に従ってください。作業を簡略化するために、Windows のインストール CD を使
用することをお勧めします。ほとんどの Windows オペレーティング システムは 1 枚
の CD-ROM に収まっていますが、Linux では複数の CD が必要となります。

仮想マシンを作成してゲスト OS をインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 VMware Workstation を開始します。

手順については、「Workstation の開始（P.67）」を参照してください。

2 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択して新規仮想マシン ウィザードを開始
し、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 適切な構成の選択 ] ページで、[ 標準 ] を選択して [ 次へ ] をクリックします。

4 [ ゲスト OS の選択 ] ページで、新しい仮想マシンにインストールするオペレー
ティング システム（バージョンを含む）を選択して [ 次へ ] をクリックします。

5 ウィザードの残りのページを、以下のように指定します。

[仮想マシンの命名]ページ　[次へ]をクリックしてデフォルトを受け入れます。

[ ネットワークの種類 ]ページ　[NAT] を選択して [ 次へ ] をクリックします。
Windows ゲストの場合は、アンチウイルス ソフトウェアなどのセキュリ
ティ ソフトウェアをインストールするまでは、NAT を使用することをお勧
めします。

[ ディスク容量の指定 ] ページ　[ 完了 ] をクリックします。

[ 仮想マシンが正常に作成されました。]　[ 閉じる ] をクリックします。

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

6 オペレーティング システムのインストール ディスクを、ホスト コンピュータの
CD-ROM ドライブに挿入します。

7 Workstation ウィンドウで、新たに作成された仮想マシンのタブの [ コマンド ]
セクションで、[ 仮想マシンを起動 ] をクリックします。

Linux ホストでは、このコマンドは [ 仮想マシンをパワーオン ] となります。

仮想マシンのコンソール ビューが表示されます。すぐに起動デバイス
（CD-ROM）が検出され、オペレーティング システムのインストールを開始する
よう促すプロンプトが表示されます。
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8 後はオペレーティング システムベンダーのインストール指示に従ってください。

ゲスト OS のインストールが完了した後、VMware Tools をインストールできま
す。これは次のステップで説明します。ゲスト OS が実行中であること、およ
び、自身がログインしていること（必要な場合）を確認してください。

9 Workstation のメニュー バーで [VM] - [VMware Tools インストール ] を選択して、
ゲスト OS に表示されるインストール ウィザードに従って操作します。

ウィザードに表示されるデフォルト設定を受け入れます。

ここでは、Windows ゲスト OS を使用していると想定します。Windows シス
テムでの VMware Tools のインストールは、[ 次へ ] をクリックしてウィザー
ドの操作を完了するだけで簡単に実行できます。Linux および Solaris システ
ムへの VMware Tools のインストールでは、コマンド ライン プログラムを使
用する必要があります（「VMware Tools のインストールとアップグレード

（P.119）」を参照）。

仮想マシンの作成とゲスト OS のインストールが完了したので、この仮想マシンとゲ
スト OS を参照しながら、この章の残りのセクションを読み進めてください。

Workstation 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（Windows ホス
トで使用可能なオプション）は、仮想マシンを初めてパワーオンする際に、シリアル
番号の入力を求めるプロンプトが表示されます。シリアル番号は、パッケージに含ま
れる登録カード、またはダウンロード版の受注確認電子メールに記載されています。
シリアル番号を入力して、[OK] をクリックします。

入力したシリアル番号は保存され、再び入力が必要になることはありません。製品
に組み込まれている特定の Web リンク（たとえば、[ ヘルプ ] - [VMware オンライ
ン ] - [ 今すぐ登録 ] や [ ヘルプ ] - [VMware オンライン ] - [ サポートに連絡 ]）を使用
すると、利便性を高めるために VMware Web サイトにシリアル番号が自動的に通
知されます。これによって、お使いの製品に合った登録ページやサポート ページに
アクセスできます。

Workstation の環境設定の概要
[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスでは、実行中の仮想マシンの種類に関わらず、
VMware Workstation 自体に適用される各種の設定を変更できます。

ほとんどの場合、Workstation の環境設定はデフォルトの設定値で適切に機能します。
本製品に習熟しているユーザー以外は設定を変更しないでください。

注意   Linux ホストでは、ルートの権限でログインしなければ、グローバル環境の変
更を保存できません。
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これらの設定を変更するには、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。図 4-7 は
Workstation の環境設定エディタの一例です。

図 4-7.  環境設定エディタの [ ワークスペース ] タブ（Linux ホスト）

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

[ ワークスペース ] タブ　以下の設定を構成できます。

[格納場所]セクション　新しく作成される仮想マシンの保存先ディレクトリ
を変更できます。「仮想マシンの格納場所（P.158）」および「仮想マシンを
構成するファイル（P.112）」を参照してください。

[ 仮想マシン ] セクション　オプションの一部は、仮想マシンをパワーオンし
たままの状態で Workstation を終了する操作に関連しています。「仮想マシ
ンを閉じる /Workstation を終了する（P.88）」を参照してください。共有
フォルダの有効化については、「共有フォルダの使用（P.179）」を参照して
ください。
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[ ソフトウェアのアップデート ] セクション　「製品アップデートの確認
（P.81）」を参照してください。

[ 入力 ] タブ　仮想マシンのキーボードとマウスによる制御操作を調整できます。
たとえば、デフォルトでは、仮想マシンの内側をクリックすると、仮想マシンで
のキーボードおよびマウスの入力が有効になります。

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

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

「Workstation コンソールを仮想マシンのディスプレイに合わせて表示（P.171）」
および「フル スクリーン モードの使用（P.164）」も参照してください。

[ メモリ ] タブ　VMware Workstation でのメモリ設定の調整については、「メモリ
（P.390）」を参照してください。Linux では、環境設定エディタの [ メモリ ] タブ
で設定を変更するには、ルートの権限で Workstation を実行していなければなり
ません。

[ 優先順位 ] タブ　このタブでのスナップショットの設定については、「バックグ
ラウンド アクティビティとしてスナップショットを有効化（P.243）」を参照して
ください。Linux では、この設定を変更するには、ルートの権限で Workstation
を実行していなければなりません。

Workstation ホストで使用可能なプロセス順位の設定については、「Windows ホ
スト上でのプロセスのスケジューリングの構成（P.390）」を参照してください。

[ ロックアウト ] タブ　（Windows ホストのみ）新しい仮想マシンの作成、仮想マ
シンの構成の編集、およびネットワーク設定の変更を実行できるユーザーを限定
できます。詳細については、「インターフェイスのロックアウト機能（Windows
ホストのみ）（P.405）」を参照してください。

[ツール]タブ　WindowsとLinuxのゲストOS上のVMware Toolsを新しいバージョ
ンが利用可能になったときに自動的にアップグレードするかどうかを指定できま
す。Linux ホストでは、環境設定エディタの [ ツール ] タブで設定を変更するに
は、ルートの権限で Workstation を実行していなければなりません。

VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを強化し、
Workstation による仮想マシンの管理機能を向上させるユーティリティです。
第 6 章「VMware Tools のインストールと使用（P.117）」を参照してください。
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[ デバイス ] タブ　（Windows ホストのみ）デフォルトでは、このタブに表示され
る自動再生機能は無効化されています。このため、「取外し可能デバイスの接続
と切断（P.189）」の説明に従って、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューを使用
して、手動で CD-ROM ドライブに接続する必要があります。

このリストに記載した相互参照に加えて、Workstation のオンライン ヘルプでは各タ
ブの設定についての詳細情報が記載されています。オンライン ヘルプを表示するに
は、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスの [ ヘルプ ] ボタンをクリックします。

[ ワークスペース ] タブ、[ 入力 ] タブ、[ ホットキー ] タブ、[ 優先順位 ] タブ、およ
び [ ツール ] タブの設定は、ホスト コンピュータにログイン中のユーザーにのみ適用
されます。

[ ディスプレイ ] タブ、[ メモリ ] タブ、[ ロックアウト ] タブ、および [ デバイス ] タ
ブの設定は、実行中の仮想マシンやホストコンピュータにログインしているユーザー
に関係なく適用されます。

[ 仮想マシン設定 ] の概要
Workstation は、新規仮想マシン ウィザードで選択したゲスト OS に基づいて、新し
い仮想マシンを構成します。仮想マシンが作成された後は、仮想マシン設定エディ
タ（[VM] - [ 設定 ]）を使用するとウィザードで設定された構成オプションを変更で
きます。

[ ハードウェア ] タブ
[ ハードウェア ] タブを使用すると、選択された仮想マシンについて仮想デバイスの
追加、削除、および構成を実行できます。ハードウェアの追加と削除、およびさまざ
まな構成設定の変更を実行する場合は、このダイアログ ボックスを表示する前にし
ておく必要があります（このとき仮想マシンを閉じないでください）。
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図 4-8.  [ 仮想マシン設定 ] - [ ハードウェア ] タブ

[ ハードウェア ] リストからアイテムを選択すると、このアイテムに対応するオプ
ションがダイアログ ボックス右側に表示されます。図 4-8 の例では、[ メモリ ] アイ
テムが選択されているので、メモリのオプションが表示されています。

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

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

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

一部のオプションを使用すると、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスの同様のオプ
ション（すべての仮想マシンに使用されるグローバル設定）が上書きされます。
たとえば、[ 詳細 ] オプションを使用すれば、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスの
[ 優先順位 ] タブに設定されているプロセス順位を上書きできます。
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新規仮想マシン ウィザードで最初に指定した設定を変更できるオプションもあ
ります。たとえば、[ 全般 ] オプションを使用すると仮想マシンの名前を変更で
きます。

図 4-9.  [ 仮想マシン設定 ] - [ オプション ] タブ

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

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

仮想マシンをバックグラウンドで引き続き実行する。Workstation を終了した後
も仮想マシンを実行する場合は、VNC などのサービスを使用して仮想マシンと
通信できます。
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仮想マシンをサスペンドする。サスペンドでは、仮想マシンの状態が保存されま
す。詳細については、「サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.237）」を参
照してください。

する。「ソフト」パワーオフを実行するように電源操作を構成している場合は、
パワーオフ前にゲスト OS を完全にシャットダウンするための VMware Tools ス
クリプトが実行されます。詳細については、「パワーオフとシャットダウン、リ
セットと再起動（P.160）」を参照してください。

Workstation の終了時、または仮想マシンやチームを閉じるときに毎回プロンプトを
表示させたくない場合は、終了時に常に仮想マシンをバックグラウンドで実行するよ
うに指定できます。

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

次のいずれかを実行します。

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

Workstation の環境を設定します。

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

b [ ワークスペース ] タブで [ パワーオン中の仮想マシンを閉じた後にバック
グラウンドで実行する ] を選択して、[OK] をクリックします。

これにより、タブを閉じたり Workstation を終了したりしても、仮想マシンは
バックグラウンドで実行されます。プロンプトは表示されなくなります。

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

キーボード ショートカット
キーボードから操作する場合は、表 4-1 に示すキーボード ショートカットを使用し
てください。環境設定でホットキーの組み合わせを変更している場合は、表 4-1 の
ショートカット リストの <Ctrl>+<Alt> を必要に応じて新しい設定で置き換えてくだ
さい。
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表 4-1.  キーボード ショートカット

ショートカット 操作

<Ctrl>+<B> パワーオン。

<Ctrl>+<E> パワーオフ。

<Ctrl>+<R> 仮想マシンをリセット。

<Ctrl>+<Z> サスペンド。

<Ctrl>+<N> 新しく仮想マシンを作成。

<Ctrl>+<O> 仮想マシンを開きます。

<Ctrl>+<F4> 選択した仮想マシンのサマリ / コンソール ビューを閉じる 。
仮想マシンがパワーオンの状態の場合に限り確認ダイアログが表示され
ます。

<Ctrl>+<D> 仮想マシンの構成を編集。

<F9> サイドバーの表示 / 非表示の切り替え。

<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 モードとウィンドウ モードの切り替え。

<Ctrl>+<Alt> マウス カーソルの解放。仮想マシンの状態が排他モードというフル スク
リーン モードである場合は、<Ctrl>+<Alt> を押すと、仮想マシンの
モードが排他モードからフル スクリーン モードに切り替わります。

<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
マシン間で切り替え。VMware Workstation がアクティブになっている必
要があります。

<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
マシン間で切り替え。VMware Workstation がアクティブになっている必
要があります。

<Ctrl>+<Shift>
+< 右矢印 >

フル スクリーン モードで、パワーオン状態の次の仮想マシンに切り替え。

<Ctrl>+<Shift>
+< 左矢印 >

フル スクリーン モードで、ひとつ前のパワーオン状態の仮想マシンに切
り替え。
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この章では、新しく仮想マシンを作成し、ゲスト OS をインストールする手順につい
て説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

新規仮想マシンのセットアップ（P.91）

ゲスト OS のインストール（P.100）

他のフォーマットからの仮想マシンのインポート（Windows ホストのみ）
（P.103）
仮想マシンを構成するファイル（P.112）

新規仮想マシンのセットアップ
このセクションでは、まったく新規に仮想マシンを作成する手順について説明しま
す。また、システム イメージやサード パーティ製の仮想マシンから仮想マシンを作
成することも可能です。詳細については、「他のフォーマットからの仮想マシンのイ
ンポート（Windows ホストのみ）（P.103）」を参照してください。

作業を始める前に
新規仮想マシン ウィザードでは、仮想マシンについてさまざまな設定を指定する必
要があります。このセクションは、ウィザードの実行にあたってどのような設定を適
用するかを判断できるように、仮想マシン作成に関する事項について説明します。

標準構成とカスタム構成
他の多くのインストール ウィザードと同様に、新規仮想マシン ウィザードでは標準
インストールまたはカスタム インストールを選択する必要があります。[ 標準 ] を選

仮想マシンの新規作成 5
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択すると、ユーザーは次の項目に関してデフォルト設定を使用するか、特定値を指定
することができます。

ゲスト OS。詳細については、「ゲスト OS の指定（P.93）」を参照してください。

仮想マシン名と仮想マシンのファイルの格納場所。詳細については、「仮想マシ
ンの格納場所（P.93）」を参照してください。
ネットワーク接続の種類。詳細については、「ネットワーク接続の種類（P.94）」
を参照してください。
仮想ディスク作成時にすべての領域を仮想ディスクに割り当てるかどうか。詳細
については、「ディスク容量（P.96）」を参照してください。
仮想ディスクを 2GB のファイルに分割するかどうか。詳細については、「ディス
ク容量（P.96）」を参照してください。

仮想マシンのバージョンを指定するためのプロンプトが表示されることはありませ
ん。仮想マシンのバージョン（Workstation 4、5、または 6）は、環境設定エディタ
に指定されているバージョンであると見なされます（Workstation のメニュー バーか
ら [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、[ デフォルトのハードウェアの互換性 ] の設定を確
認してください）。

状況によっては、カスタムのインストールを選択する必要があります。[ カスタム ]
は、次のような場合に選択します。

環境設定エディタに指定されているバージョン以外のバージョンの仮想マシンを
作成する場合（Workstation のメニュー バーから [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、
[ デフォルトのハードウェアの互換性 ] の設定を確認してください）。

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

特定のオペレーティング システムに対してデフォルトで作成される仮想ディス
クの種類を確認するには、[ カスタム ] オプションを選択し、[ 次へ ] をクリック
しながらウィザード ページを進み、任意のゲスト OS を選択して [ ディスク タイ
プの選択 ] ページが表示されるまでウィザードを操作します。すでに選択されて
いるのがデフォルト設定です。

仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する場合（本製品に精通している
ユーザー向けのオプションです）。このトピックについては、「仮想ディスクと物
理ディスク（P.96）」で説明しています。

新規に仮想ディスクを作成するのではなく、既存の仮想ディスクを使用する場
合。このトピックについては、「仮想ディスクと物理ディスク（P.96）」で説明し
ています。

デフォルト以外のメモリ オプションを設定する場合。
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複数の仮想プロセッサを仮想マシンに割り当てる場合。このトピックについて
は、「プロセッサ数（P.94）」で説明しています。

エンド ユーザー向けに仮想マシンを作成する場合。このトピックについては、
「フル スクリーン切替モードの使用（Windows ホストのみ）（P.409）」で説明し
ています。

ゲストOSの指定
このウィザードでは、ゲストにインストールするオペレーティング システムの種類

（Windows 2000 Professional、Red Hat Linux 4、Ubuntu 64 ビットなど）を指定する必
要があります。Workstation では、この選択に応じて以下の処理が行われます。

必要なメモリ量など、適切なデフォルト値を設定する。

仮想マシンに関連したファイルに名前をつける。

パフォーマンスの最適化のために設定を調節する。

ゲスト OS 内の特別な動作やバグに対処する。

ここで 32 ビット ゲスト OS を選択した後に 64 ビット オペレーティング システムの
インストールは行わないでください。

使用するオペレーティング システムがリストにない場合は、オペレーティング シス
テムとバージョンの両方で [ その他 ] を選択します。

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

Windows ホスト　Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 で
は、Windows XP Professional 仮想マシンのデフォルト フォルダは次の場所にな
ります。

    C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Virtual 
Machines\Windows XP Professional

Windows Vista では、デフォルト フォルダは次の場所になります。

    C:\Users\<username>\Documents\Virtual Machines\Windows XP Professional

注意   Workstation は、Workstation Version 5.5 以降のみで、またサポートされている
プロセッサを備えたホスト マシンのみで、64 ビット ゲスト OS をサポートしていま
す。64 ビット ゲスト OS について Workstation でサポートされるプロセッサのリスト
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』に記載されて
います。この資料は [ ヘルプ ] メニューから利用できます。
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Linux ホスト　Windows XP Professional 仮想マシンのデフォルトの場所は、
<homedir>/vmware/Windows XP Professional です。<homedir> は、ログイ
ン中のユーザーのホーム ディレクトリを表します。

仮想ハード ディスクがネットワーク ドライブにある場合は、仮想マシンのパフォー
マンスが低下する可能性があります。最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 ドライブに設定します。ただし他のユーザーがその仮想マ
シンにアクセスする必要がある場合は、他のユーザーがアクセス可能な場所に仮想マ
シンのファイルを保存する必要があります。詳細については、「仮想マシンを他の
ユーザーと共有（P.201）」を参照してください。

プロセッサ数
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。複数の論理プロセッサを備え
るホスト マシンでのみ、2 個のプロセッサを使用する仮想マシンを設定できます。

（バージョン 4 の仮想マシンを作成する場合は、このパネルは表示されません。）

以下のホストは 2 つの論理プロセッサを備えていると見なされます。

ハイパースレッド対応のシングルプロセッサ ホスト

デュアルコア対応のシングルプロセッサ ホスト

ハイパースレッド対応またはデュアル コアであるかどうかに関係なく、2 つの
CPU を備えるマルチプロセッサ ホスト

Virtual SMP のサポートについては、「2Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用
（試験的）（P.382）」を参照してください。

ネットワーク接続の種類
以下のオプションを選択できます。

ブリッジネットワーク　ホスト コンピュータがネットワークに接続されており、
仮想マシンに独自の IP アドレスを設定できる（または DHCP サーバから自動的
に IP アドレスが割り当てられる）場合は、[ ブリッジネットワークを使用 ] を選
択します。ネットワーク上の他のコンピュータは、仮想マシンと直接通信でき
ます。

NAT　仮想マシンに独自のIPアドレスを割り当てずにインターネット接続を可能
にする場合は、[NAT を使用 ] を選択します。仮想マシンとホストはネットワー
ク外部では認識されないネットワーク ID を共有します。
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ホストオンリー　ホストオンリー ネットワークは、ホスト OS が認識できる仮想
イーサネット アダプタを使用して、仮想マシンとホスト コンピュータの間の
ネットワーク接続を提供します。ホストオンリー ネットワークを使用した場合、
仮想マシンが通信できるのは、ホスト、およびホストオンリー ネットワーク内
の他の仮想マシンのみです。このアプローチは、隔離された仮想ネットワークを
構築する必要がある場合に便利です。

接続しない　仮想マシンを作成した後で、いつでも接続をセットアップでき
ます。

Workstation のネットワーク オプションの詳細については、「仮想ネットワーク
の構成（P.287）」を参照してください。

SCSI アダプタの種類
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。IDE アダプタと SCSI アダプ
タが、仮想マシンにインストールされます。IDE アダプタは常に ATAPI です。SCSI ア
ダプタには、BusLogic または LSI Logic のいずれかを選択できます。ゲスト OS のデ
フォルトは既に設定されています。Windows Vista、Windows Server 2003、Red Hat 
Enterprise Linux 3、および NetWare 以外のすべてのゲストは、デフォルトで
BusLogic アダプタを使用します。Windows Vista ゲストに選択できるのは、LSI Logic
のみを選択です。

どの SCSI アダプタを使うかは、仮想ディスクを IDE または SCSI ディスクにするか
を決める上で影響はありません。ただし、32 ビットの Windows XP などの一部のゲ
スト OS には BusLogic や LSI Logic アダプタ用のドライバが含まれていませんので、
LSI Logic 社の Web サイトからダウンロードする必要があります。

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、『ゲスト OS
インストールガイド』を参照してください。

ディスク モード（通常モード /独立モード）
このオプションは、Linux ホストでカスタム構成を選択した場合にのみ使用できま
す。デフォルトでは、通常モードは設定したすべてのスナップショットのディスクを

注意   LSI Logic アダプタの性能は向上しており、標準の SCSI デバイスを使用する場合
は、こちらのアダプタの方がスムーズに動作します。さらに、LSI Logic アダプタは
ESX サーバ 2 以降でサポートされています。仮想マシンを他の VMware 製品に移動す
る場合は、このことに留意しておいてください。

注意   LSI Logic 社の Web サイトで Mylex（BusLogic）互換のホスト バス アダプタ用
ドライバを見つけるには、サポート ページをモデル番号で検索します。たとえば、
BT/KT-958 ドライバは「958」で検索します。



Workstation ユーザーマニュアル

96 VMware, Inc.

含みますが、 この動作は変更可能です。仮想マシンのスナップショットを設定する際
にディスク上のデータを記録したくない場合には、ディスクを独立モードとして構成
できます。詳細については、「スナップショットの使用方法（P.239）」を参照してく
ださい。

さらに、ディスクを独立モードとして構成する場合は、する際やスナップショットま
で戻る際に、ディスクに対して加えた変更内容を保持するのか破棄するのかを指定で
きます。

Linux ホストでは、これらの設定を、新規仮想マシン ウィザードの [ ディスク タイ
プの選択 ] ページにある [ モード ] セクションで指定できます。Windows ホストで
は、仮想マシン設定エディタを使用できます。仮想マシンを作成した後で、その仮
想マシンを選択して、Workstation のメニュー バーから [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェ
ア ] - [ ハード ディスク ] - [ 詳細 ] を選択します。

仮想ディスクと物理ディスク
このオプションは、カスタム構成でのみ使用できます。標準構成を使用する場合は、
仮想マシン用に新しい仮想ディスクが作成され、使用されます。一般的に、仮想マシ
ンには仮想ディスクの使用をお勧めします。仮想ディスクは簡単に素早く設定でき、
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。

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

物理ハード ディスク（Raw ディスク）または IDE ディスク パーティションを使用す
る場合は、「仮想マシンでの物理ディスクの使用（P.217）」を参照してください。本
製品に精通しているユーザー以外は物理ディスク構成を使用しないことをお勧めし
ます。

ディスク容量
ウィザードには、SCSI 仮想ディスクのサイズを 0.1 ～ 950GB の範囲で指定するよう
に促すプロンプトが表示されます。続いて、すぐにすべてのディスク領域を割り当て
るか、または使用に応じて仮想マシンが拡張できるようにするかを選択します。ディ
スクを拡張できるように設定しておくことをお勧めします。

オプションの [ 事前に割り当てる ] を選択すると、仮想マシンのパフォーマンスが幾
分か向上されます。すべてのディスクをすぐに割り当てる場合は、後でディスクの圧
縮機能を使用できません。
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[ ディスクを 2GB ファイルに分割 ] というオプションもありますので。2GB よりも大
きいファイルをサポートしないファイル システムに仮想ディスクを格納する場合は、
このオプションを使用してください。

新規仮想マシン ウィザードの実行
新規仮想マシン ウィザードを使用すると、新しい仮想マシンを作成するための主要
な作業を順を追って実行し、さまざまなオプションやパラメータを設定できます。後
から仮想マシン設定を変更する場合は、仮想マシン設定エディタ（メニュー バーか
ら [VM] - [ 設定 ] を選択）を使用できます。

このセクションでは、以下の手順について解説します。

標準セットアップを使用して仮想マシンを作成するには、次の手順に従ってくだ
さい。（P.97）

カスタム セットアップを使用して仮想マシンを作成するには、次の手順に従っ
てください。（P.98）

使用するセットアップのタイプを決定するうえでの参考情報が必要な場合は、「標準
構成とカスタム構成（P.91）」を参照してください。

標準セットアップを使用して仮想マシンを作成するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 VMware Workstation を開始します。

手順については、「Workstation の開始（P.67）」を参照してください。

2 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択して新規仮想マシン ウィザードを開始
し、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 適切な構成の選択 ] ページで、[ 標準 ] を選択して [ 次へ ] をクリックします。

4 [ ゲスト OS の選択 ] ページで、新しい仮想マシンにインストールするオペレー
ティング システム（バージョンを含む）を選択して [ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「ゲスト OS の指定（P.93）」を参照してください。

5 [ 仮想マシンの名前 ] ページで、仮想マシンの名前とフォルダを選択して [ 次へ ]
をクリックします。

注意   すべてのディスク領域を事前に割り当てる操作はキャンセルできず、また時間
がかかります。さらに、仮想ディスクに指定したサイズと同じだけの物理ディスク領
域を必要とします。
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ここで指定した名前は、VMware Workstation の [ お気に入り ] リストに仮想マシ
ンを追加した場合に使用されます。また、この仮想マシンに関連するすべての
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。詳細については、「仮
想マシンの格納場所（P.93）」を参照してください。

6 [ ネットワークの種類 ] ページで、仮想マシンのネットワーク機能を構成して
[ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「ネットワーク接続の種類（P.94）」を参照してください。

7 [ ディスク容量の指定 ] ページで、仮想ディスクのサイズを入力し、ディスク容
量の割り当て方法を指定してから、[ 完了 ] をクリックします。

詳細については、「ディスク容量（P.96）」を参照してください。

これで仮想マシンが作成されました。「ゲスト OS のインストール（P.100）」に進ん
でください。

カスタム セットアップを使用して仮想マシンを作成するには、次の手順に従ってく
ださい。

1 VMware Workstation を開始します。

手順については、「Workstation の開始（P.67）」を参照してください。

2 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択して新規仮想マシン ウィザードを開始
し、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 適切な構成の選択 ] ページで、[ カスタム ] を選択して [ 次へ ] をクリックし
ます。

4 [ 仮想マシンのハードウェア互換性の選択 ] ページで、Workstation 4、5、または
6 のいずれの仮想マシンを作成するかを指定して [ 次へ ] をクリックします。

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

5 [ ゲスト OS の選択 ] ページで、新しい仮想マシンにインストールするオペレー
ティング システム（バージョンを含む）を選択して [ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「ゲスト OS の指定（P.93）」を参照してください。

6 [ 仮想マシンの名前 ] ページで、仮想マシンの名前とフォルダを選択して [ 次へ ]
をクリックします。
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ここで指定した名前は、VMware Workstation の [ お気に入り ] リストに仮想マシ
ンを追加した場合に使用されます。また、この仮想マシンに関連するすべての
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。詳細については、「仮
想マシンの格納場所（P.93）」を参照してください。

7 Workstation 5 または 6 の仮想マシンを作成する場合は、[ プロセッサ構成 ] ペー
ジで仮想マシンのプロセッサ数を選択して [ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「プロセッサ数（P.94）」を参照してください。

8 [ 仮想マシンのメモリ ] ページで、メモリ設定を調整するかデフォルト設定をそ
のまま受け入れて [ 次へ ] をクリックします。

ほんどの場合、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
アプリケーション、または大きなメモリ容量を必要とするアプリケーションを仮
想マシンで実行する場合は、メモリ設定を大きくすることが必要となる場合があ
ります。詳細については、「仮想マシンのメモリ サイズの設定（P.391）」を参照
してください。

9 [ ネットワークの種類 ] ページで、仮想マシンのネットワーク機能を構成して
[ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「ネットワーク接続の種類（P.94）」を参照してください。

10 [I/O アダプタ タイプの選択 ] ページで仮想マシンに使用する SCSI アダプタのタ
イプを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「SCSI アダプタの種類（P.95）」を参照してください。

11 [ ディスクの選択 ] ページで、仮想ディスクを新規に作成するか既存の仮想ディ
スクを使用するかを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「仮想ディスクと物理ディスク（P.96）」を参照してください。

12 [ ディスク タイプの選択 ] ページで、IDE ディスクを作成するか SCSI ディスクを
作成するかを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

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。このウィ
ザードで選択可能なすべての Linux ディストリビューション、および最近の数種
類の Windows オペレーティング システムおよび 64 ビット オペレーティング シ
ステムでは、デフォルトで SCSI 仮想ディスクが設定されます。

注意   2GB 以上のファイルをサポートしないファイル システム（FAT16 の
Windows 9x および Windows Me 等）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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13 （Linux ホストのみ）また、スナップショットからディスクを除外する場合は、
[ ディスク タイプの選択 ] ページの [ モード ] セクションで [ 独立 ] モードを選
択して、以下のいずれかのオプションを選択します。

［通常］　ディスクへの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］　ディスクへの変更は、するか、スナップショットまで戻っ
た時に破棄されます。

詳細については、「スナップショットの使用方法（P.239）」を参照してください。

14 [ ディスク容量の指定 ] ページで、仮想ディスクのサイズを入力し、ディスク容
量の割り当て方法を指定してから、[ 次へ ] をクリックします。

詳細については、「ディスク容量（P.96）」を参照してください。

15 [ ディスク ファイルの指定 ] ページで、仮想ディスクのファイルの場所を入力し
て [ 完了 ] をクリックします。

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。

これで仮想マシンが作成されました。「ゲスト OS のインストール（P.100）」に進ん
でください。

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

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

ゲストOSをインストールするには、次の手順に従ってください。

1 VMware Workstation を開始します。

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。

ホストの構成によっては、インストール CD-ROM から仮想マシンを起動できな
い場合があります。この場合、インストール用 CD-ROM から ISO イメージ ファ
イルを作成すれば、問題を迂回することができます。仮想マシン設定エディタ

（[VM] - [ 設定 ] を選択）を使用して、仮想マシンの CD ドライブを ISO イメージ 
ファイルに接続し、仮想マシンをパワーオンします。
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3 オペレーティング システムが複数の CD から構成される場合は、次の CD を挿入
するように促すプロンプトが表示されますので、以下の手順に従ってください。

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

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

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

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

e ゲスト OS で [OK] をクリックするか、またはプロンプトに応答して、イン
ストールを続行します。残りの CD についても上記の操作を繰り返します。

4 [ パワーオン ] ボタンをクリックして、仮想マシンをパワーオンします。

5 後はオペレーティングシステムベンダーの指示に従ってください。

以下は、Windows XP をゲスト OS としてインストールする場合の手順です。Linux
がホストの場合も、手順は変わりません。

他のゲスト OS のインストールの詳細については、VMware Web サイトまたは [ ヘル
プ ] メニューから『ゲスト OS インストールガイド』を参照してください。

例：Windows XP をゲストOSとしてインストールする
Windows XP Home Edition や Windows XP Professional は、フル インストール版の CD
を使用して仮想マシンにインストールします。

オペレーティング システムをインストールする前に、新規仮想マシン ウィザードを
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。「新規仮想マシンの
セットアップ（P.91）」を参照してください。

注意   Workstation は、Workstation Version 5.5 以降のみで、またサポートされている
プロセッサを備えたホスト マシンのみで、64 ビット ゲスト OS をサポートしていま
す。64 ビットのゲスト OS で Workstation がサポートするプロセッサのリストは、

『ゲスト OS インストールガイド』に記載されています。

注意   32 ビットの Windows XP 仮想マシンで SCSI ディスクを使用するには、特別な
SCSI ドライバが必要です。これは、当社 Web サイトのダウンロードのセクションで
入手することができます。新しくインストールした Windows XP でドライバを使用す
る場合は、Web サイトの指示に従ってください。
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Windows XP をゲストOSとしてインストールするには、次の手順に従ってください。

1 以下のいずれかの手順を実行して、ゲスト OS のインストール メディアにアクセ
スします。

ホストの CD-ROM ドライブを使用するよう仮想マシンを構成し、CD-ROM ド
ライブに Windows XP の CD を挿入します。「DVD/CD ドライブを仮想マシ
ンに追加（P.223）」を参照してください。

インストール ディスクの ISO イメージに接続します。「CD-ROM/DVD または
フロッピー ドライブをイメージ ファイルに接続（P.226）」を参照してくだ
さい。

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

3 残りの手順は、物理コンピュータで Windows XP のインストールを行う場合と同
じです。

4 インストーラが完了すると、仮想マシンが Window XP を実行します。

5 VMware Tools をインストールします（「VMware Tools のインストールとアップ
グレード（P.119）」を参照）。

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

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

ゲストOSをアップグレードするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 Workstation のメニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] をクリックします。

[ 全般 ] オプションが、デフォルトで選択されています。

注意   PXE サーバを使用してゲスト OS をネットワーク上でインストールする場
合は、OS インストレーション メディアは必要ありません。次のステップで仮想
マシンをパワーオンすると、仮想マシンが PXE サーバを検知します。
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4 [ バージョン ] フィールドで、アップグレードするバージョンを選択して [OK] を
クリックします。

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

5 マシンをオンにします。

6 後はオペレーティング システム ベンダーのアップグレードに関する指示に従っ
てください。

ゲストOSの構成
ゲスト OS をインストールした後、オペレーティング システム内の標準のツールを使
用して設定を構成できます。

他のフォーマットからの仮想マシンのインポート
（Windows ホストのみ）

Workstation 6 には、VMware Converter 製品の Converter インポート ウィザードが組
み込まれています。Converter インポート ウィザードを使用して VMware 仮想マシン
への変換を実行することには、以下のメリットがあります。

頻繁に使用するシステム構成向けのオペレーティング システムとアプリケー
ションの再インストールの回避。

レガシーの移行における問題の回避。一部のレガシー システムは、再インス
トールしても再現できないことがあります。

物理マシンから仮想マシンへの変換。

Norton、Symantec、および StorageCraft などの他社製品により作成された仮想マ
シンやシステム イメージの使用。

変換プロセスの概要
Workstation では、2 つの方法で仮想マシンやシステム イメージの変換を実行でき
ます。

[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドを使用して仮想マシンまたはシステムイメージを
迅速に変換し、開くことができます。Workstation はデフォルト設定を使用し
て自動的に変換を行うので、ユーザが情報を入力する必要がありません。元
の Microsoft Virtual PC、Symantec Backup Exec System Recovery、または
StorageCraft の構成ファイル（.vmc、.spf、または .sv2i）は変更されませ
ん。[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドを使用すると、ファイルを開くときにリン
ククローンが作成されます。
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パスワードで保護された仮想マシンまたはシステム イメージを開こうとすると、
Converter インポート ウィザードの使用を促すプロンプトが表示されます。

[ファイル] - [インポート]コマンドを使用すると、変換する仮想マシンに対するさ
まざまなオプションを指定できます。変換する仮想マシンの格納場所、変換され
た仮想マシンと元の仮想マシンまたはシステム イメージとの間で仮想ディスク
を共有するかどうか、および、Workstation 4.x、5.x、または 6.x、ESX 2.x または
3.x、GSX Server 3.x、VMware ACE 1.x または 2 と互換性のある仮想マシンとして
変換するかを設定できます。

詳細な手順については、「仮想マシンまたはシステム イメージの開始とインポート
（P.111）」を参照してください。

ウィザードにより、指定された仮想マシンやシステム イメージに基づいてまったく
新しい VMware 仮想マシンが作成されます。新しく移行された VMware 仮想マシン
では、元の仮想マシンまたはイメージの構成が保持されます。

移行プロセスは非破壊的なので、引き続きオリジナルの仮想マシンを Microsoft Virtual 
PC で使用、またはオリジナルのシステム イメージを Symantec Backup Exec System 
Recovery で使用することができます。ただし、新しい VMware 仮想マシンを元の
Virtual PC 仮想マシンと同じネットワークで実行する場合は、両方の仮想マシンが共存
できるように、いずれかの仮想マシンのネットワーク名と IP アドレスを変更する必要
があります。

このセクションでは、以下の項目について解説します。

VMware Converter と Workstation のインポート ウィザード（P.104）

Converter インポート ウィザードの概要およびサポートされるソース マシン
（P.105）

サポートされるインポート先（P.108）

変換が設定に与える影響（P.110）

仮想マシンまたはシステム イメージの開始とインポート（P.111）

VMware Converter と Workstation のインポート ウィザード
前述のように、Workstation 6 には、VMware Converter 製品の Converter インポート 
ウィザードが組み込まれています。VMware Converter は Windows ホスト向けのダウ
ンロード可能な別個のアプリケーションであり、物理マシンから仮想マシンへの移
行、および仮想マシンから仮想マシンへの移行を容易な操作で実行する、拡張性の高
いソリューションです。VMware Converter からは、Converter インポート ウィザー
ドの他に、多数のマシンの移行計画を支援するタスク マネージャが提供されます。
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Workstation に組み込まれている Converter インポート ウィザードを使用すると、
ローカルやリモートの物理マシン、または VMware 以外の製品を使用して作成した
仮想マシンやシステム イメージから VMware 仮想マシンを作成できます。さらに、
仮想マシンで使用される VMware フォーマットを別の VMware フォーマットに変更
する操作も、このウィザードで実行できます。たとえば、VMware Server 仮想マシン
をコピーし、そのコピーを使用して ESX 仮想マシンを作成できます。

Converter インポート ウィザードのこの機能は Workstation に含まれていますが、他
の VMware Converter の機能（タスク マネージャ、複数の仮想マシンの同時イン
ポート機能など）を使用するには、VMware Converter をダウンロードする必要があ
ります。

Converter インポート ウィザードの概要およびサポートされるソー
ス マシン

Workstation の VMware Converter インポート ウィザードでは、以下の種類の物理お
よび仮想マシンをインポートできます。

物理マシン

Windows NT SP6+（IInternet Explorer 5 以降が必要）

Windows 2000

32 ビットおよび 64 ビット Windows 2003

32 ビットおよび 64 ビット Windows XP Professional

VMware 仮想マシン（.vmx および .vmtn ファイル）

Workstation 4.x、5.x、および 6.x

VMware Player 1.x、および 2.x

ESX Server 3.x

ESX Server 2.5.x（仮想マシンが VirtualCenter 2.x で管理される場合）

GSX Server 3.x

VMware Server 1.x

VirtualCenter 2.x

マイグレーションを行う前にする必要があります。サスペンド状態の仮想マシン
をマイグレートすることはできません。

注意   Workstation に含まれる VMware Converter インポート ウィザードでは、
Windows Vista の物理マシンを仮想マシンに変換する機能は提供されていませ
ん。また、Windows Vista イメージの変換もサポートされていません。
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その他の仮想マシンおよびシステム イメージ

StorageCraft のイメージ（.spf ファイル）

Microsoft Virtual PC 7.x 以降（.vmc ファイル）

Microsoft Virtual Server のすべてのバージョン（.vmc ファイル）

Symantec Backup Exec System Recovery （旧 LiveState Recovery）の .sv2i

ファイル
Norton Ghost 9.x 以降のイメージ（.sv2i ファイル）

Microsoft Virtual PC または Virtual Server のソース仮想マシンのオペレーティング 
システムは、VMware プラットフォーム（Workstation 4、5、6 など）でサポー
トされている Windows のゲスト OS（ただし Windows 9x 以外）でなければなり
ません。サポートされているオペレーティング システムのリストは、当社 Web
サイトをご覧ください。www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html

各種ソースからのインポートで必要となる情報
このセクションでは、Converter インポート ウィザードの使用にあたって必要となる
検討事項について説明します。

物理マシンからインポートする場合
リモート マシンをインポートする場合は、コンピュータ名または IP アドレス、およ
び管理者権限でマシンにログインするために必要となるユーザー名とパスワードを提
供する必要があります。ユーザー名は、<DOMAIN>\<ユーザー名 > の形式で入力する
必要があります。

NT 仮想マシンからインポートする場合
ソース仮想マシンが WindowsNT SMP である場合は、サービス パックまたはホット
フィックスのファイルが必要となることがあります。必要なファイルはウィザードに
表示されますので、ファイルを参照して場所を指定する必要があります。ディスク、
ローカル システム、またはネットワーク上のファイルを指定できます。

Windows NT マシンでは、インポート中にスナップショット ドライバがダウンロード
されます。このドライバにより、ファイルとレジストリ設定のコピーおよび移動が行
われます。ドライバのタスクを完了するには再起動が必要です。タスクが終了する
と、ドライバはアンインストールされます。

注意   Virtual PC の Macintosh バージョンからの仮想マシンはサポートされていま
せん。

注意   VMware Converter Enterprise ライセンスもホスト上にインストールしている場
合を除き、現時点ではリモート物理マシンを ESX 互換フォーマットにインポートす
ることはできません。

http://www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html
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ESX 仮想マシンからインポートする場合
ESX サーバの名前、およびログインに必要となるユーザー名とパスワードを指定する
必要があります。

パスワードで保護されている仮想マシン
インポート元の仮想マシンがパスワードで保護されている場合は、そのパスワードを
提供する必要があります。

ページ ファイルとハイバネーション ファイル
物理または仮想マシンのすべてのディスクをインポートできますが、一部のボリュー
ムのみを選択すれば必要となる領域を抑えることができます。特定のボリュームを選
択する場合は、ページ ファイルとハイバネーション ファイルを無視できます。これ
らのファイルは大規模であり、ボリューム ベースのクローン作成ではコピーが必要
となる情報は含まれていません。

サポートされるボリュームの種類
一部のソース ボリュームはサポートされておらず、クローン作成中にスキップされ
ます。仮想マシンのインポートでは、基本ボリューム、および RAID 以外のすべての
動的ボリュームがサポートされます。Windows NT 4 のフォルト トレラント ボリュー
ムはサポートされません。マスタ ブート レコード（MBR）ディスクのみがサポート
されます。GUID パーティション テーブル（GPT）ディスクはサポートされません。

ディスク領域の割り当て
新規仮想マシン ウィザードを使用する場合と同様に、作成時にすべての領域を割り
当てるか、またはファイルが拡張できるように設定するかを選択する必要がありま
す。作成時にすべての領域を割り当てる場合は、より高いパフォーマンスが実現され
ますが、処理に時間がかかります。ディスクを拡張できるように設定しておくことを
お勧めします。

2GB を超えるファイルをサポートしないファイル システムに仮想ディスクを格納す
る場合は、[ ディスクを 2GB に分割 ] オプションを選択してください。

完全クローンとリンククローン
仮想マシンからインポートする場合は、完全クローンまたはリンククローンを作成で
きます。すべてのボリュームを使用する場合は、完全クローンを作成します。した
がって、完全クローンを作成するには [ サイズを保持してディスクをすべてインポー
ト ] を選択する必要があります。

リンククローンは、VMware 仮想マシン、Symantec Backup Exec System Recovery 仮
想マシン（.sv2i ファイル）、Microsoft Virtual PC および Virtual Server 仮想マシン、
StorageCraft ファイル（.spf ファイル）から作成できます。VMware 仮想マシンから
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リンククローンを作成する場合は、インポート先マシンの仮想ハードウェアのバー
ジョンがインポート元のバージョンを超えることはできません。

サポートされるインポート先
Converter インポート ウィザードでは、次に示す製品と互換性のある仮想マシンを作
成できます。

Workstation 4.x、5.x、および 6.x

VMware Player 1.x、および 2.x

ESX Server 3.x（リモート物理マシンのインポートはサポートされません。）

ESX Server 3.x（VMware Converter Enterprise のライセンスもホスト上にインス
トールしている場合を除き、リモート物理マシンのインポートはサポートされま
せん。） 

GSX Server 3.x

VMware Server 1.x

VirtualCenter 2.x

仮想マシンのインポート先を指定するときに必要となる情報
このセクションでは、Converter インポート ウィザードの使用にあたって、新しく作
成された仮想マシンのインポート先を指定するために必要となる検討事項について説
明します。

ESX 仮想マシンにインポートする場合
ESX サーバの名前、およびログインに必要となるユーザー名とパスワードを提供する
必要があります。

警告   リンククローンを選択した場合は、インポート後にソースに変更が加えられる
と、インポータで作成された仮想マシンが破損してしまいます。これは、Virtual PC
マシン、Virtual Server マシン、および Symantec Backup イメージからインポートされ
たリンククローンについても同じです。Virtual PC および Virtual Server のソース仮想
マシンの場合は、VirtualPC または VirtualServer 上でパワーオンするだけで仮想マシン
が変更されてしまいます。

注意   Workstation 4 仮想マシンは VMware GSX Server 3.0、ESX Server 2.x および
ACE 1.x と互換性があります。
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VirtualCenter 仮想マシンにインポートする場合
以下の情報を提供する必要があります。

VirtualCenter サーバの名前、およびログインに必要となるユーザー名とパス
ワード。

仮想マシンの保存先として指定する VirtualCenter インベントリのフォルダ名。

仮想マシンの実行元として指定するホスト、クラスタ、またはホストかクラスタ
内のリソース プールの名前。手動モードのクラスタを選択する場合は、クラス
タのホストを選択する必要があります。

仮想マシンの構成ファイルおよびディスクのデータストア名。複数のデータスト
アに仮想マシンのディスクを分散させる場合は、詳細設定を使用します。

ネットワーク アダプタ
インポート先で利用可能なネットワークを選択する必要があります。ESX または
Virtual Center ではなく Workstation で使用する仮想マシンを作成する場合は、
Workstation のネットワークの選択の詳細について、第 13 章「仮想ネットワークの
構成（P.287）」を参照してください。

ゲストOSのカスタマイズ（オプション）
ウィザードでは、仮想マシンの ID（コンピュータ名、セキュリティ ID など）、ネッ
トワーク情報などを変更できます。また、ESX 仮想マシンに変換された仮想マシンに
ついては、ウィザードに VMware Tools をインストールさせるように選択できます。

可能なカスタマイズは以下のとおりです。

コンピュータ情報

コンピュータ名　最大 63 文字の英数字を使用して名前を指定します。ハイ
フン（-）および下線（_）も使用できます。

セキュリティ ID　必要に応じて、新しいセキュリティ ID を生成します。

Sysprep ファイルの場所　ウィザードが格納場所を特定できた場合は、ウィ
ザード ページにその情報が表示されます。検出されない場合は、場所を指
定する必要があります。

Windows ライセンス情報

プロダクト ID　空白のままにすることも可能です。

Windows Server のライセンス情報　Microsoft Windows 2000 Server および
2003 Server についてのみ必要です。

タイム ゾーン
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ネットワーク情報

ネットワーク アダプタ（インターフェイス）　ウィザードで変更できます。
また、複数のネットワーク アダプタが変更されている場合は、リセットし
てデフォルトに戻します。

DHCP　DHCPで IPアドレスを取得するか、または手動で入力するかを選択し
ます。また、DHCP で DNS サーバ アドレスを取得するか、手動で入力する
かを選択します。

DNS　DNS サフィックスを入力して、仮想マシンが接続に使用する順序をカ
スタマイズします。

WINS　プライマリおよびセカンダリ WINS アドレスを指定します。

ワークグループまたはドメイン　ワークグループには最大 15 文字の名前を
指定します。ドメインには、該当するユーザー名とパスワードと共に
Windows Server ドメインを指定します。

変換が設定に与える影響
Converter インポート ウィザードで作成された VMware 仮想マシンには、ソース仮想
マシンまたはシステム イメージとまったく同じ状態のディスク コピーが含まれます
が、一部のハードウェアに依存するドライバとマッピングされたドライブ文字はイン
ポートされない場合があります。

次の設定は、ソースコンピュータと同一のまま残ります。

オペレーティング システムの構成（コンピュータ名、セキュリティ ID、ユー
ザー アカウント、プロファイル、環境設定など）。

アプリケーションおよびデータ ファイル。

各ディスク パーティションのボリュームのシリアル番号。

ターゲットとソースの仮想マシンやシステム イメージは、同一の ID（名前、SID な
ど）を持つため、両方を同じネットワーク上で実行すると競合が起こることがありま
す。ソース仮想マシンまたはシステム イメージを再展開する予定があれば、同時に
ターゲットとソース仮想マシンまたはシステム イメージを同じネットワークで実行
することのないように十分注意してください。

または、Windows 2000 System Preparation Tool（Sysprep）などのツールを使用し
て、ID の重複に関する問題を解決することができます。たとえば、元の Virtual PC マ
シンを廃止せずに Virtaul PC 仮想マシンを VMware 仮想マシンとして実行可能かどう
かを Converter インポートを使用してテストする場合、ID 重複の問題を解決する必
要があります。
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ハードウェア変更による移行の潜在的問題
マイグレーションを行った仮想マシンの構成とデータ ファイルはソース仮想マシン
と同じ場所に格納されているので、ほとんどの変換済みアプリケーションは VMware
仮想マシンで正常に機能します。しかし、基盤となるハードウェアの特性（シリアル
番号やデバイス メーカーなど）に依存するアプリケーションは、正しく機能しない
ことがあります。

仮想マシンを移行した後のトラブルシューティングでは、次のようにハードウェアが
変更される可能性があることに注意してください。

CPU のモデルおよびシリアル番号（有効な場合）が移行後は異なることがありま
す。このような情報は VMware 仮想マシンをホストしている物理コンピュータ
に対応して変化します。

MAC アドレスが異なると、イーサネット アダプタが異なることがあります
（AMD PCNet または VMXnet）。各インターフェイスの IP アドレスを個別に再設
定する必要があります。

グラフィックス カードが異なることがあります（VMware SVGA カード）。

ディスクとパーティションの数は同じであっても、各ディスク デバイスのモデ
ルやメーカー文字列が異なることがあります。

プライマリ ディスク コントローラがソース マシーンのコントローラと異なるこ
とがあります。

仮想マシン内で利用できないデバイスに依存するアプリケーションは、動作しな
いことがあります。

仮想マシンまたはシステム イメージの開始とインポート
これまでのセクションでは、変換を行う場合に指定する必要のある設定、および、仮
想マシンを変換するための 2 通りの方法における制限について説明しました。この
セクションでは、[ ファイル ] - [ 開く ] コマンドと [ ファイル ] - [ インポート ] コマン
ドの両方の使用手順について詳しく説明します。

[ 開く ] コマンドを使用して仮想マシンまたはシステム イメージを変換するには、次
の手順に従ってください。

1 Workstation のメニュー バーで、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択します。

2 [ ファイル名 ] フィールドで、変換する仮想マシンまたはシステム イメージの構
成ファイル（.vmx、.vmc、.spf、または .sv2i）を参照して開きます。

[ ファイルの種類 ] フィールドを使用すると、フィルタを適用して特定のファイ
ル拡張子のファイルを表示させることがきます。
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3 [ 開く ] をクリックします。

変換された仮想マシンまたはシステム イメージの VMware 構成ファイル（.vmx）
を持つ VMware 仮想マシンが作成されます。変換された仮想マシンはオリジナ
ルの仮想マシンまたはシステム イメージの仮想ディスクにリンクします。元の
Virtual PC、Symantec Backup Exec System Recovery、または StorageCraft の構成
ファイル（.vmc、.spf、または .sv2i）は変更されません。

パスワードで保護された仮想マシンまたはシステム イメージを開こうとすると、
Converter インポート ウィザードの使用を促すプロンプトが表示されます。

[ インポート ] コマンドを使用して仮想マシンまたはシステムイメージを変換するに
は、次の手順に従ってください。

1 Converter インポート ウィザードを使用するために必要な情報を準備します。

インポート元を選択するときに必要な情報については、「各種ソースからの
インポートで必要となる情報（P.106）」を参照してください。

インポート先を選択するときに必要な情報については、「仮想マシンのイン
ポート先を指定するときに必要となる情報（P.108）」を参照してください。

2 仮想マシンをインポートする場合は、その仮想マシンがパワーオフされているこ
とを確認します。

3 Workstation のメニュー バーで [ ファイル ] - [ インポート ] を選択して、
VMware Converter インポート ウィザードを起動します。

4 ウィザードを最後のページまで操作します。

ウィザードの使用中は、どの段階を操作しているかを左側のナビゲーション ペ
インで把握できます。

新しい段階（ステップ）に進むとリストが展開され、現在のステップに含まれる
ウィザード ページの名前が表示されます。1 つのステップを完了すると、次のス
テップのリストが展開されます。

ウィザード内を戻って操作する場合は、ナビゲーション ペインでページ名をク
リックすると、そのページに戻ることができます。

仮想マシンを構成するファイル
仮想マシン用に使用されるファイルの名前と場所について、知っておく必要は特にあ
りません。仮想マシンのファイル管理は、VMware Workstation が実行します。した
がって、このセクションを読まずに先に進んでも問題ありません。
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通常、仮想マシンはホスト コンピュータに一組のファイルとして格納されています。
これらのファイルはすべて、仮想マシンごとに Workstation が作成するディレクトリ
に保存されます。

表 5-1 は、拡張子ごとの主要ファイルのリストです。これらの例では <vmname> とい
う名前を仮想マシン名として使用しています。

表 5-1.  仮想マシン ファイル

拡張子 ファイル名 詳細

.log <vmname>.log 

または、 
vmware.log

主要な VMware Workstation の動作についてログを
記録します。このファイルはトラブルシューティン
グに便利です。このファイルは、仮想マシンの構成
ファイル（.vmx) と同じフォルダに保存されます。

.nvram <vmname>.nvram

または、
nvram

仮想マシンの BIOS の状態を保存します。

.vmdk <vmname>.vmdk 仮想マシンのハード ディスク ドライブの内容を格
納する仮想ディスク ファイルです。
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。仮想マシン設定エディタに
は、仮想ディスクを格納するのに使用する 1 組の
ファイルの内、最初のファイル（残りのファイルへ
のポインタを記録したファイル）の名前が表示され
ます。

（全領域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領
域が割り当てられ、後でサイズが増加することはあ
りません。）.vmdk ファイルの内容はそのほとんど
が仮想マシンのデータですが、わずか一部は仮想マ
シンのオーバーヘッドに割り当てられます。
仮想マシンが直接物理ディスクに接続されている
場合、.vmdk ファイルは、仮想マシンがアクセス
を許可されたパーティションに関する情報を格納
します。
VMware 製品の旧バージョンでは、仮想ディスク 
ファイルに拡張子 .dsk を使用しています。
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.vmdk
（続き）

<vmname>-s<###>.vmdk ファイルのサイズ拡大を許可している場合は、ファ
イル名の番号に s が付きます（Windows XP 
Professional-s001.vmdk など )。

仮想ディスクを 2GB ずつのファイルに分割するよ
うに指定している場合は、.vmdk ファイルの数は仮
想ディスクのサイズによって決定されます。仮想
ディスクにデータが追加されると、.vmdk ファイル
のサイズも最大 2GB まで拡大します。

<vmname>-f<###>.vmdk 指定したディスク領域が事前に割り当てられている
場合も、同様のファイル名が使用されますが、s の
箇所に f が割り当てられます（Windows XP 
Professional-f001.vmdk など )。

<diskname>-<###>.vmdk 仮想マシンにスナップショットが設定されると作成
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 ###の箇所には独自のサフィッ
クスが付けられます。

.vmem <uuid>.vmem ホスト ファイル システム上にあるゲストのメイン 
メモリをバックアップする仮想マシンのページ 
ファイルです。このファイルは、仮想マシンが実行
されているとき、または仮想マシンがクラッシュし
た時にのみ存在します。

<snapshot_name_number>.vmem パワーオン状態の仮想マシンの各スナップショット
には関連する .vmem ファイルがあり、スナップ
ショットの一部として保存されたゲストのメイン 
メモリを含んでいます。

.vmsd <vmname>.vmsd スナップショットの情報とメタデータを保存する集
中ファイルです。

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

<vmname>-Snapshot<###>.vmsn スナップショットの状態を記録するファイルです。

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

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

表 5-1.  仮想マシン ファイル（続き）

拡張子 ファイル名 詳細
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仮想マシンの実行中にのみ存在するファイル等を含み、この他にもディレクトリに
ファイルが存在することがあります。例については、「ロック ファイル（P.209）」を
参照してください。

.vmx <vmname>.vmx 新規仮想マシン ウィザードや仮想マシン設定エ
ディタで指定した設定を保存する主要構成ファイル
です。旧バージョンの VMware Workstation を使用
して Linux ホストで仮想マシンを作成した場合は、
このファイルに拡張子 .cfg が付けられていること
があります。

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

表 5-1.  仮想マシン ファイル（続き）

拡張子 ファイル名 詳細
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6

この章では、VMware Tools をインストール、アップグレード、および実行する手順
について説明します。この章の内容は、以下のとおりです。

VMware Tools について（P.117）

VMware Tools のインストールとアップグレード（P.119）

VMware Tools のアンインストール、およびインストールするモジュールの変更
（P.138）

VMware Tools の構成オプション（P.138）

VMware Tools のカスタマイズ（P.145）

VMware Tools について
VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS のパフォーマンスを向上させ、仮想マシ
ンの管理機能を強化する一連のユーティリティです。ゲスト OS に VMware Tools を
インストールすることは、非常に重要です。ゲスト OS は VMware Tools を使用しな
くても動作しますが、重要な機能や利便性が失われてしまいます。

VMware Tools のインストールでは、以下のものがインストールされます。

VMware Tools サービス　プログラム ファイルは、Windows ゲストでは
VMwareService.exe、Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストでは
vmware-guestd です。

このサービスは、ゲスト OS で以下に示すさまざまな機能を実行します。

ホスト OS からゲスト OS にメッセージを渡します。

VMware Tools のインス
トールと使用 6
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Workstation で電源操作を選択したときに、オペレーティング システムでコ
マンドを実行して、Linux、FreeBSDE、または Solaris システムのシャットダ
ウンや再起動を完全に実行します。

VMware Server で仮想マシンを使用する場合に、VMware Server にハートビー
トを送信します。

Windows ゲストでマウス カーソルの有効化と解放を行います。

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

ゲスト OS の時刻をホスト OS の時刻と同期化します。

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

サービスは、ゲスト OS の起動時に開始されます。

VMware デバイス ドライバのセット　以下のドライバが含まれます。

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

一部のゲスト OS 向け vmxnet ネットワーク ドライバ。

一部のゲスト OS 向け BusLogic SCSI ドライバ。

VMware マウス ドライバ。

共有フォルダを処理するカーネル モジュール（Windows では hgfs.sys、
Linux および Solaris では vmhgfs）。

VMware ユーザー プロセス　プログラム ファイルは、Windows ゲストでは
VMwareUser.exe、Linux および Solaris ゲストでは vmware-user です。

このサービスは、ゲスト OS で以下に示す機能を実行します。

ゲスト OS とホスト OS の間でのテキストのコピーと貼り付け、およびホスト
OS と Windows、Linux、および Solaris ゲスト OS との間でのファイルのコ
ピーと貼り付けを可能にします。

注意   VMware Tools サービスは、NetWare オペレーティング システムにはイン
ストールされません。代わりに、vmwtool プログラムがインストールされます。
このプログラムは時刻を同期化し、また、CPU アイドル プログラムのオン / オ
フを設定することができます。「NetWare ゲスト OS でシステム コンソールを利
用して VMware Tools を構成（P.144）」を参照してください。



VMware, Inc. 119

第 6章 VMware Tools のインストールと使用

ホスト OS と Windows、Linux、および Solaris ゲスト OS との間のファイルの
ドラッグ アンド ドロップ機能を有効にします。

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

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

VMware Tools コントロール パネル　Tools コントロール パネルを使用して、設
定の変更、仮想ディスクの圧縮、および仮想デバイスの接続と切断を実行でき
ます。

VMware Tools のインストールとアップグレード
このセクションでは、ゲスト ＯＳ に VMware Tools をインストールする手順につい
て説明します。

Windows、Linux、FreeBSD、Solaris、および NetWare のゲスト OS 向け VMware Tools
のインストーラは、VMware Workstation と共に、ISO イメージ ファイルとしてインス
トールされます。VMware Workstation のメニュー バーから [VM] - [VMware Tools イン
ストール ] を選択すると、仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブが、該当するゲ
スト OS 用の ISO イメージ ファイルに一時的に接続されます。これで、インストール 
プロセスを開始する準備ができました。

このメニュー コマンドを使用すると、VMware Tools のインストールまたはアップグ
レードを実行できます。また、Windows および Linux ゲストでは VMware Tools が自
動アップデートを実行するように設定できます。詳細については、次のセクション

（「VMware Tools のアップグレード（P.120）」）を参照してください。

VMware Tools のインストールについては、以下のセクションを参照してください。

Windows ゲストへの VMware Tools のインストール（P.122）

Linux ゲストへの VMware Tools のインストール（P.129）

Solaris ゲストへの VMware Tools のインストール（P.133）

FreeBSD ゲストへの VMware Tools のインストール（P.134）

NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストール（P.135）

注意   VMware Tools ユーザー プロセスは、NetWare オペレーティング システム
にはインストールされません。代わりに、vmwtool プログラムがインストール
されます。このプログラムは、マウス カーソルの有効化 / 解放を行います。ま
た、テキストのコピーと貼り付けを実行できるようにします。ホストと
NetWare ゲスト OS との間では、ファイルのドラッグ アンド ドロップや、コ
ピーと貼り付けは実行できません。
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VMware Tools のアップグレード
VMware Tools のインストーラ（ISO イメージ）は VMware Workstation と一緒にイン
ストールされるため、Workstation を新しいバージョンにアップデートすると、新し
いバージョンの VMware Tools が利用可能かどうかが自動的に確認されます。
Workstation のアップデートについては定期的に確認するように設定できますが、ゲ
スト OS での VMware Tools のアップデートの確認は仮想マシンのパワーオン時にの
み行われます。確認時には、ホストにインストールされている VMware Tools とゲス
トの VMware Tools の間でバージョンが比較されます。

VMware Tools を更新する場合は、以下のオプションを選択できます。

Windows および Linux ゲスト システムでは、仮想マシンがパワーオンしたときに
VMware Tools が自動更新されるように設定できます。この設定を行うと、アッ
プグレードの実行中には、ステータス バーに「VMware Tools をインストールし
ています ...」というメッセージが表示されます。Windows ゲストにログインし
ている場合は、アップグレードが完了すると再起動のプロンプトが 30 秒間表示
されます。ログインしていない場合は、プロンプトが表示されず、OS が自動的
に再起動します。

自動アップグレードは、Workstation 5.5（ビルド 29772）以降に組み込まれ
ているバージョンの VMware Tools で機能します。自動アップグレードは、
VMware Server 1.x で作成された仮想マシンに組み込まれているバージョンの
VMware Tools では機能しません。

自動更新を実行しないように指定できます。この場合は、新しいバージョンを利
用可能であることを示すメッセージがステータス バーに表示されます。アップ
デートをインストールするには、最初に VMware Tools をインストールしたとき
と同じ手順を実行します。プラットフォーム別のインストール手順については、

「Windows ゲストへの VMware Tools のインストール（P.122）」または「Linux ゲ
ストへの VMware Tools のインストール（P.129）」を参照してください。

注意   自動アップグレード チェックは、仮想マシンのパワーオン時に、起動シー
ケンスの一部として実行されます。起動シーケンスにおいてこのチェックが実行
される前に、サスペンド状態の仮想マシンをレジュームした場合や、スナップ
ショットまで戻った場合には、自動アップグレードは予定どおり実行されます。

ただし、自動アップグレード チェックが実行された後で、仮想マシンをレ
ジュームした場合や、スナップショットに戻る操作が行われた場合は、自動アッ
プグレードは実行されません。

注意   Windows では、VMware Tools コントロール パネルを開き（タスクバー
の通知領域にある [VMware Tools] アイコンをクリック）、[ オプション ] タブで
[ アップグレード ] をクリックする方法もあります。
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デフォルトでは、自動アップデートを実行しないようにポリシーが設定されていま
す。以下の手順では、自動アップグレード オプションを、各仮想マシンごとに設定
する方法、およびグローバル設定を使用するよう構成されている全仮想マシンに対し
てグローバル ベースで設定する方法について説明します。

グローバル設定を使用して VMware Tools を自動的にアップグレードするには、次の
手順に従ってください。

1 Workstation を起動します。UNIX ホストの場合は、ルート（su -）として
Workstation を起動します。

UNIX システムでは、ルート以外のユーザーが VMware Tools のアップグレードに
関する環境設定を変更することはできません。

2 VMware Workstation のメニュー バーで [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択して、[ ツー
ル ] タブをクリックします。

3 使用するアップデート ポリシーを指定して [OK] をクリックします。

このオプションの詳細については、[ ヘルプ ] をクリックし、このダイアログ 
ボックスに関するオンライン ヘルプを参照してください。

4 各仮想マシンごとに、以下の手順を実行します。

a 仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

b ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

c [ オプション ] タブをクリックし、[ ツール ] を選択します。

d [ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ツール ] で [ グローバル環境設定を使用 ] を選択して、
[OK] をクリックします。

各仮想マシン ごとに VMware Tools の自動アップグレード オプションを設定するに
は、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

注意   自動更新機能は、Windows および Linux のゲスト OS でのみ利用できます。
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3 [ オプション ] タブをクリックし、[ ツール ] を選択します。

4 使用するアップデート オプションを選択して [OK] をクリックします。

オプションについての詳細は、[ ヘルプ ] をクリックしてオンライン ヘルプを参
照してください。

Windows ゲストへの VMware Tools のインストール
VMware Tools は、すべての Windows ゲスト OS でサポートされています。

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
操作であっても、Windows 9x や Windows NT では手動で行わなければならないこと
があります。詳細については、「Windows の古いバージョンからの移行における追加
のステップ（P.123）」を参照してください。

Windows ホストで Workstation を実行しており、仮想マシンに CD-ROM ドライブが
1 つしか設定されていない場合、IDE または SCSI CD-ROM ドライブとして構成されて
いなければなりません。Generic SCSI デバイスとして構成することはできません。

IDE または SCSI CD-ROM ドライブの追加については「仮想マシン内でのデバイスの
追加、構成、削除（P.188）」を参照してください。Generic SCSI については「Generic 
SCSI デバイスへの接続（P.374）」を参照してください。

また、Windows ゲスト OS では VMware Tools のインストールを自動化できます。詳
細については、「Windows ゲストへの VMware Tools の自動インストール（P.126）」
を参照してください。

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

1 マシンをオンにします。

2 ゲスト OS が起動したら、[VM] - [VMware Tools インストール ] を選択します。

ここからの作業は仮想マシン内で行います。

3 VMware Tools をインストールするには、Windows NT、Windows 2000、
Windows XP、Windows Server 2003、または Wndows Vista のゲスト OS にアド
ミニストレータとしてログインする必要があります。

注意   オペレーティング システムのインストール時に仮想マシンの CD ドライブを
ISO イメージ ファイルに接続した場合は、ISO イメージとの接続を変更して物理ドラ
イブを自動検出するように設定する必要があります （した状態で、[VM] - [ 設定 ] - 
[CD-ROM] を選択して、[ 物理ドライブを使用 ] と [ 自動検出 ] を選択します）。
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Windows 95、Windows 98 または Windows Me ゲスト OS で VMware Tools のイ
ンストールを行う場合は、どのユーザー権限でも構いません。

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。

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ます。[ 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。

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

5 画面の指示に従って操作してください。

Windows Server 2003、Windows Me、Windows 98 SE、および Windows 98 が
ゲストの場合、SVGA ドライバがインストールされ、ゲスト OS は再起動後
にこのドライバ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。

6 VMware Tools コントロール パネルを開始して VMware Tools を構成します。詳細
については、「VMware Tools の構成オプション（P.138）」を参照してください。

VMware Tools には、Windows のコントロール パネル（[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コ
ントロール パネル ] - [VMware Tools] を選択）からアクセスできるほか、デフォ
ルトでタスクバーの通知領域に表示される VMware Tools アイコンをクリックま
たは右クリックしてアクセスできます。

Windows の古いバージョンからの移行における追加のステップ 
VMware GSX Server から Workstation への移行を行う場合に、お使いのオペレーティ
ング システムが Windows NT、Windows Me、Windows 98、または Windows 95 であ
る場合は、ビデオ ドライバを手動で構成する必要があります。インストール プロセ
スの最後で、メモ帳に指示が表示されます。メモ帳のウィンドウが表示されない場合
は、Windows タスク バーで [ メモ帳 ] ボタンをクリックします。

以下からお使いのゲスト OS に対応するステップを参照してください。

Windows NT ゲストOS から移行するには、次の手順に従ってください。

1 VMware Tools のインストールを完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

[ 画面のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。
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2 [ 画面のタイプ ] ボタンをクリックします。

[ 画面のタイプ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3 [ 変更 ] ボタンをクリックします。

[ ディスプレイの変更 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

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

5 [VMware SVGA] をディスプレイ アダプタとして選択して、[OK] をクリックし
ます。

6 サード パーティ製ドライバに関する画面上の質問に対して [ はい ] をクリックし
てドライバをインストールし、[OK] をクリックしてドライバのインストールを
確認します。

7 [ ディスプレイの種類 ] ダイアログ ボックスで [ 閉じる ] をクリックして、[ 画面
のプロパティ ] ダイアログ ボックスで [ 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 ドライバを
使用できるようになります。

9 仮想マシンを再起動すると、VMware tools バックグラウンド アプリケーション
が起動します。

Windows Me ゲストOSから移行するには、次の手順に従ってください。

1 VMware Tools のインストールを完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

[ ディスプレイの設定 ] 画面が表示されます。

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 ] ボタンをクリックし、デバイス ドライバの更新ウィザードが開始したら
[ 次へ ] をクリックします。

5 [ ドライバの場所を指定する ] オプションを選択して [ 次へ ] をクリックします。

6 [ 検索場所の指定 ] チェック ボックスにチェックを入れ、以下のパスを入力し
ます。

D:\video\win9x

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になります。

7 [OK] をクリックします。Windows Me でドライバの検索が行われます。

8 [VMware SVGA II] をディスプレイ アダプタとして選択して、[ 次へ ] をクリック
します。
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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 GSX Server 2 で作成された仮想マシンをアップグレードする場合は、
「The driver you are installing is not specifically designed for the hardware you have.... 
Do you wish to continue? （インストールしようとしているドライバは、お使い
のハードウェア向けではありません .... 続行しますか ?）」という警告メッセージ
が表示されることがあります。[ はい ] をクリックします。

10 ドライバがインストールされたら、[ 完了 ] をクリックします。

11 [ はい ] をクリックして Windows Me を再起動すると、新しいビデオ ドライバを
使用できるようになります。

仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグラウンド アプリケーション
が起動します。

Windows 98 ゲスト OSから移行するには、次の手順に従ってください。

1 VMware Tools のインストールを完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

[ 画面のプロパティ ] 画面が表示されます。

2 [ 詳細 ] ボタンをクリックします。

[ 標準ディスプレイ アダプタ（VGA）] ダイアログ ボックスが表示されます。

以前のバージョンの VMware ドライバからアップグレードする場合は、このダ
イアログ ボックスのタイトルは [VMware SVGA のプロパティ ] となります。

3 [ アダプタ ] タブをクリックします。

4 [ 変更 ] ボタンをクリックし、デバイス ドライバの更新ウィザードが開始したら
[ 次へ ] をクリックします。

5 [ 指定場所のドライバをすべて表示 ] オプションを選択して [ 次へ ] をクリックし
ます。

6 [ ディスクを指定 ] を選択します。

[ ディスクからインストール ] ダイアログ ボックスが表示されます。

7 以下のパスを入力します。

D:\video\win9x

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になります。

8 [OK] をクリックします。

9 [VMware SVGA] をディスプレイ アダプタとして選択して、[OK] をクリックします。



Workstation ユーザーマニュアル

126 VMware, Inc.

10 画面上に表示される質問に [ はい ] と答えて [ 次へ ] をクリックし、ドライバを
インストールします。

11 ドライバがインストールされたら、[ 完了 ] をクリックします。

12 [VMware SVGA のプロパティ ] ダイアログ ボックスで [ 閉じる ] をクリックして、
[ 画面のプロパティ ] ダイアログ ボックスで [ 閉じる ] をクリックします。

13 [ はい ] をクリックして Windows 98 を再起動すると、新しいビデオ ドライバを
使用できるようになります。

仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグラウンド アプリケーション
が起動します。

Windows 95 ゲスト OSから移行するには、次の手順に従ってください。

1 VMware Tools のインストールを完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

[ 画面のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 [ 詳細プロパティ ] ボタンをクリックします。

[ 詳細な画面のプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3 [ 変更 ] ボタンをクリックします。

[ デバイスの選択 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 [ ディスクを指定 ] を選択します。

5 以下のパスを入力して [OK] をクリックします。

D:\video\win9x

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になります。

6 [OK] を再びクリックしてドライバをインストールします。

7 [ 詳細な画面のプロパティ ] ダイアログ ボックスで [ 閉じる ] をクリックして、
[ 画面のプロパティ ] ダイアログ ボックスで [ 閉じる ] 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 ドライバを
使用できるようになります。

仮想マシンを再起動すると、VMware Tools バックグラウンド アプリケーションが起
動します。

Windows ゲストへの VMware Tools の自動インストール
Windows ゲスト OS では、Microsoft Windows Installer ランタイム エンジンを使用し
てソフトウェアをサイレント モード（quiet モード）でインストールすることによ
り、VMware Tools のインストールを自動化できます。VMware Tools を多数の
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Windows 仮想マシンにインストールする場合は、このサイレント インストール機能
を利用すると便利です。

サイレント モードで VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 VMware Tools をインストールするゲスト OS には、Microsoft Windows 
Installer（MSI）2.0 以降のランタイム エンジンがインストールされている必要
があります。

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

%WINDIR%\system32\msiexec.exe

2 このエンジンをアップグレードする場合は、VMware Tools インストーラに含ま
れる instmsiw.exe（Windows 95 および Windows 98 ゲストの場合は
instmsia.exe）を実行します。

MSI の使用の詳細については、以下の Web サイトを参照してください。
msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/about_windows_ins
taller.asp.

3 仮想マシンがパワーオンしたときの接続先として設定されている VMware Tools
の ISO イメージに CD-ROM ドライブが接続することを確認します。

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

b [ デバイスのステータス ] セクションで、[ 起動時に接続 ] チェック ボックス
を選択します。

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

d [OK] をクリックします。

4 必要に応じて、ゲスト OS で、署名されていないドライバのインストールについ
て表示されるプロンプトを閉じます。

VMware Tools によりインストールされるドライバには、Microsoft の署名があり
ません。このため、VMware Tools をインストールするときに、これらのドライ
バを本当にインストールするかどうかの確認画面が表示されます。

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/about_windows_installer.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/about_windows_installer.asp
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Windows Vista 以外のすべての Windows システムでは、以下の操作を実行し
ます。

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

b [ ハードウェア ] タブをクリックし、[ ドライバの署名 ] をクリックします。
[ ドライバ署名オプション ] ダイアログ ボックスが表示されます。

c [ 無視 ] をクリックし、［OK］を 2 回クリックします。

Windows Vista では、以下の操作を実行します。

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

b [ システムの詳細設定 ] - [ ハードウェア ] - [Windows Update ドライバ設定 ]
をクリックします。

c [ デバイスを接続したときにドライバを確認しない ] をクリックして、[OK]
を 2 回クリックします。

5 解凍したインストール パッケージに対してサイレント インストールを実行し
ます。

VMware Tools のすべてのコンポーネントをインストールする場合は、コマンド 
プロンプトで以下のように入力します。

msiexec -i "D:\VMware Tools.msi" ADDLOCAL=ALL /qn

Microsoft Windows Installer の標準のインストール オプションを使用して、イン
ストール コマンドをカスタマイズできます。VMware Tools のすべてのコンポー
ネントをインストールしない場合は、以下のリストを参照してインストールする
コンポーネントを決定します。

Toolbox　VMware Tools コントロール パネルとそのユーティリティ。ゲス
ト OS で VMware Tools を使用するために必要な機能であるため、インス
トールしてください。

Drivers　SVGA、マウス、BusLogic、および vmxnetドライバが含まれます。

SVGA　VMware SVGA ドライバ。この機能をインストールしないと、仮
想マシンのディスプレイ機能が制限されます。

Mouse　VMware のマウス ドライバ。この機能をインストールしないと、
仮想マシンのマウスのパフォーマンスが低下します。

Buslogic　VMware BusLogic ドライバ。LSI Logic ドライバを使用する
ように設定されている仮想マシンの場合は除外できます。
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VMXNet　VMware vmxnet ネットワーク ドライバ。

MemCtl　VMware メモリ コントロール ドライバ。VMware ESX Server で仮想
マシンを使用する場合は、インストールすることをお勧めします。この機能
を使用しないと、VMware ESX Server システムで動作する仮想マシンのメモ
リ管理機能が低下します。

Hgfs　VMware 共有フォルダ ドライバ。VMware Workstation で仮想マシン
を使用する場合は、インストールすることをお勧めします。この機能を使
用しないと、仮想マシンと Workstation ホストの間でフォルダを共有でき
なくなります。

インストールに含める機能は ADDLOCAL オプションで指定します。

インストール対象から除外するには、REMOVE オプションを使用します。

たとえば、共有フォルダ ドライバを除くすべてのコンポーネントをインストー
ルするには、以下のコマンド ラインを使用します。

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

SVGA、Mouse、BusLogic、vmxnet、および MemCtl は Drivers の子の機能で
す。したがって、コマンド ラインで

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

と入力すると、SVGA、Mouse、BusLogic、vmxnet、および MemCtl のドライバ
がすべてインストール対象から除外されます。

Linux ゲストへの VMware Tools のインストール
Linux ゲスト上で VMware Tools をインストールするには、X Window からインストー
ルする方法とコマンド ラインからインストールする方法があります。

X Window から VMware Tools をインストール（P.129）

TarまたはRPMインストーラを使用してコマンドラインからVMware Toolsをイン
ストールする（P.131）

X Window から VMware Tools をインストール 
以下に説明する手順の他に、ターミナル ウィンドウ内で .tar インストーラを使用し
て、X Window から VMware Tools をインストールすることも可能です。詳細につい
ては、「Tar または RPM インストーラを使用してコマンドラインから VMware Tools
をインストールする（P.131）」を参照してください。
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RPMインストーラを使用して Xから VMware Tools をインストールするには、次の
手順に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオンしてゲスト システムが起動したら、[VM] - [VMware Tools
インストール ] を選択します。

ゲスト OS が VMware Tools インストレーション仮想 CD をマウントします。
ウィンドウ マネージャが表示され、RPM インストーラと tar インストーラの各
ファイルが表示されることがあります。または、デスクトップに VMware Tools 
CD のアイコンが表示されることがあります。

2 次のいずれかを実行します。

デスクトップに [VMware Tools CD] のアイコンが表示される場合は、このア
イコンをダブル クリックして開き、CD-ROM のルートで RPM インストーラ
をダブル クリックします。

ファイル マネージャ ウィンドウが表示される場合は、RPM インストーラ 
ファイルをダブル クリックします。

一部の Linux ディストリビューションでは、[VMware Tools CD] のアイコンが表
示されないことがあります。この場合は、「Tar または RPM インストーラを使用
してコマンドラインから VMware Tools をインストールする（P.131）」の手順を
参照して VMware Tools をインストールします。

3 プロンプトでルートのパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

インストーラがパッケージの準備をします。

4 [ システムの準備完了 ] と表示されたダイアログ ボックスで [ 継続 ] をクリック
します。

ダイアログ ボックスにプログレス バーが表示されます。インストーラが完了し
た時点で VMware Tools がインストールされます。確認または完了ボタンはあり
ません。

5 X ターミナルで、ルート（su -）の権限で以下のファイルを実行して
VMware Tools を構成します。

vmware-config-tools.pl

画面に表示された質問に答えてください。デフォルト値を選択するには、
<Enter> を押してください。

6 インストールが完了したら、ルート アカウントを終了します。

exit 

7 X ターミナルで、VMware Tools コントロール パネルを起動します。

vmware-toolbox &
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コントロール パネルを使用して VMware Tools を構成する手順については、
「VMware Tools の構成オプション（P.138）」を参照してください。

Tar または RPMインストーラを使用してコマンドラインから VMware Tools
をインストールする
最初のステップはホストの Workstation メニューから実行し、その後のステップは仮
想マシン内で実行します。

tar または RPMインストーラを使用して VMware Tools をインストールするには、次
の手順に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオンしてゲスト システムが起動したら、[VM] - [VMware Tools
インストール ] を選択します。

ここからの作業は仮想マシン内で行います。

2 ルート（su -）の権限で、以下のように VMware Tools 仮想 CD-ROM イメージを
マウントして、ワーキング ディレクトリ（/tmp など）に移動します。

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

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /tmp

注意   VMware Tools は、ルートで実行することも一般のユーザーとして実行する
ことも可能ですが、仮想ディスクの圧縮したり、VMware Tools スクリプトを変
更したりするには、ルート（su -）の権限が必要です。

注意   一部の Linux ディストリビューションは自動的に CD-ROM をマウントしま
す。お使いのディストリビューションが自動マウントを使用している場合は、
この手順で説明している mount および umount コマンドを使用しないで下さい。
このときも、VMware Tools インストーラを /tmp に解凍する必要があります。

注意   以前にインストールしたものがある場合は、前回の
vmware-tools-distrib ディレクトリを削除した後でインストールを実行しま
す。このディレクトリの場所は、前回のインストール時にこのディレクトリを配
置した場所に応じて異なります。多くの場合、以下の場所に配置されています。

/tmp/vmware-tools-distrib
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3 インストーラを解凍して CD-ROM イメージのマウントを解除します。

tar インストーラを使用するか RPM インストーラを使用するかによって、いずれ
かの操作を実行します。

tar インストーラを使用する場合は、コマンド プロンプトで次のように入力
します。

tar zxpf /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.tar.gz
umount /dev/cdrom 

<xxxx> は、Workstation リリースのビルドとリビジョン番号を示します。

RPM インストーラを使用する場合は、コマンド プロンプトで次のように入
力します。

rpm -Uhv /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.i386.rpm
umount /dev/cdrom 

<xxxx> は、Workstation リリースのビルドとリビジョン番号を示します。

4 tar インストーラを使用するか RPM インストーラを使用するかによって、いずれ
かの操作を実行します。

tar インストーラを使用する場合は、次のように VMware Tools tar インストー
ラを実行します。

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

画面に表示される構成に関する質問に答えてください。デフォルト値を選択
するには、<Enter> を押してください。

RPM インストーラを使用する場合は、以下のように VMware Tools を構成し
ます。

vmware-config-tools.pl

画面に表示された質問に答えてください。デフォルト値を選択するには、
<Enter> を押してください。

5 ルート アカウントからログアウトします。

exit

6 X とグラフィック環境を起動します。

注意   前回 tar によるインストールを行った場合に rpm によるインストールを実
行しようとしたり、またその逆を試みると、インストーラは以前のインストー
ルを検出し、続行する前にインストーラ データベースのフォーマットを変換し
なければなりません。
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7 X ターミナルで、VMware Tools コントロール パネルを起動します。

vmware-toolbox &

コントロール パネルを使用して VMware Tools を構成する手順については、
「VMware Tools の構成オプション（P.138）」を参照してください。

Solaris ゲストへの VMware Tools のインストール
最初のステップはホストの Workstation メニューから実行し、その後のステップは仮
想マシン内で実行します。

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

1 仮想マシンをパワーオンしてゲスト システムが起動したら、[VM] - [VMware Tools
インストール ] を選択します。

ここからの作業は仮想マシン内で行います。

2 ルート権限（su -）でログインして、必要に応じて以下のように VMware Tools
仮想 CD-ROM イメージをマウントします。

通常は、Solaris ボリューム マネージャ（vold）によって /cdrom/vmwaretools

に CD-ROM がマウントされます。CD-ROM がマウントされない場合は、以下の
コマンドを使用してボリューム マネージャを再起動します。

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

3 CD-ROM イメージがマウントされたら、ワーキング ディレクトリ（/tmp など）
に移動して、以下のように VMware Tools を抽出します。

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

4 VMware Tools tar インストーラを実行します。

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

画面に表示される構成に関する質問に答えてください。デフォルト値を選択する
には、<Enter> を押してください。

注意   VMware Tools は、ルートで実行することも一般のユーザーとして実行する
ことも可能ですが、仮想ディスクの圧縮したり、VMware Tools スクリプトを変
更したりするには、ルート（su -）の権限が必要です。
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5 ルート アカウントからログアウトします。

exit

6 X とグラフィック環境を起動します。

7 X ターミナルで、VMware Tools コントロール パネルを起動します。

vmware-toolbox &

コントロール パネルを使用して VMware Tools を構成する手順については、
「VMware Tools の構成オプション（P.138）」を参照してください。

FreeBSD ゲストへの VMware Tools のインストール
最初のステップはホストの Workstation メニューから実行し、その後のステップは仮
想マシン内で実行します。

FreeBSD 仮想マシンに VMware Tools をインストールするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 仮想マシンをパワーオンしてゲスト システムが起動したら、[VM] - [VMware Tools
インストール ] を選択します。

ここからの作業は仮想マシン内で行います。

2 ゲスト OS は必ずテキスト モードで実行します。

X の実行中は VMware Tools をインストールできません。

3 ルート（su -）の権限で、VMware Tools 仮想 CD-ROM イメージをマウントし、
ワーキング ディレクトリ（/tmp など）に移動して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。

一部の FreeBSD ディストリビューションは自動的に CD-ROM をマウントしま
す。お使いのディストリビューションが自動マウントを使用している場合は、
以下の mount および umount コマンドを使用しないで下さい。このときも、
VMware Tools インストーラを /tmp に解凍する必要があります。

mount /cdrom 
cd /tmp

4 VMware Tools tar ファイルを解凍します。

tar zxpf /cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz
umount /cdrom 

注意   VMware Tools は、ルートで実行することも一般のユーザーとして実行する
ことも可能ですが、 仮想ディスクの圧縮や、VMware Tools スクリプトの変更を行
うには、ルート（su -）の権限が必要です。
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5 VMware Tools インストーラを実行します。

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

6 ルート 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 コントロール パネルを起動します。

vmware-toolbox &

コントロール パネルを使用して VMware Tools を構成する手順については、
「VMware Tools の構成オプション（P.138）」を参照してください。

FreeBSD 4.5 ゲスト OS では、インストールされた VMware Tools が起動しないことが
あります。この場合は、ゲスト OS を再起動するか、またはゲストでコマンド ライン
から VMware Tools を起動します。すると、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生じます。ライブラリの欠如の問題を修正するには、次の
操作を実行してください。

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

2 ディレクトリを移動し、インストール スクリプトを実行します。

cd /cdrom/compat3x
./install.sh

NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストール
最初のステップはホストの Workstation メニューから実行し、その後のステップは仮
想マシン内で実行します。

注意   VMware Tools は、ルートで実行することも一般のユーザーとして実行する
ことも可能ですが、 仮想ディスクの圧縮や、VMware Tools スクリプトの変更を行
うには、ルート（su -）の権限が必要です。
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NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストールするには、次の手順に従って
ください。

1 仮想マシンをパワーオンしてゲスト システムが起動したら、[VM] - [VMware Tools
インストール ] を選択します。

ここからの作業は仮想マシン内で行います。

2 CD-ROM デバイスが ISO イメージをボリュームとしてマウントするようにドラ
イバを読み込みます。

次のいずれかを実行します。

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

LOAD CDDVD

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

LOAD CD9660.NSS

NetWare 4.2 仮想マシンのシステム コンソールに、次のように入力します。

load cdrom

続いて以下のように入力して、VMware Tools CD-ROM イメージをマウント
します。

cd mount vmwtools

ドライバの読み込みが完了したら、次のステップの説明に従って、VMware Tools
のインストールを開始します。

3 システム コンソールで、次のいずれかを入力します。

NetWare 5.1、6.0、または 6.5 の場合

vmwtools:\setup.ncf

NetWare 4.2 の場合

vmwtools:\setup

インストールが完了したら、[VMware Tools for NetWare are now running] という
メッセージがロガー画面（NetWare 6.5 と NetWare 6.0 のゲスト）またはコン
ソール画面（NetWare 4.2 および 5.1 のゲスト）に表示されます。

4 NetWare 4.2 の場合のみ、ゲスト OS をシャットダウンします。

システム コンソールで、次のように入力します。

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

restart server

VMware Tools のインストールが完了したら、VMware Tools 仮想 CD-ROM イメージ
（netware.iso）が仮想マシンに接続されていないことを確認してください。もし接
続されている場合は、取外してください。コンソール ウィンドウのステータス バー
にある CD-ROM アイコンを右クリックし、[ 切断 ] を選択します。

セッション マネージャを使用せずに VMware Tools を起動
UNIX ゲストの VMware Tools では、vmware-user という実行可能プログラムが使
用されます。このプログラムは、ゲストをウィンドウに合わせる機能などを実装し
ます。

通常 Linux では、VMware Tools サービス（vmware-guestd）が vmware-user の起動
と停止を実行します。Solaris では、VMware Tools を構成した後にデスクトップ環境
からログアウトして再びログインすると、vmware-user が自動的に起動します。

しかし、X Window のセッションを実行するときにセッション マネージャを使用しな
い場合（たとえば、startx を使用してデスクトップを起動し、xdm、kdm、または
gdm を使用しない場合など）は、vmware-guestd が vmware-user の起動と停止を実
行しないので、ユーザーが手動で実行する必要があります。

vmware-user を手動で開始するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかの方法を選択します。

Xアプリケーションの名前を/etc/vmware-tools/xautostart.confファイルに
追加します。

vmware-guestd プログラムは、xautostart.conf ファイルを検索して、この
中にリストされているアプリケーションが実行している場合には vmware-user

を実行しようとします。ファイルにリストされているアプリケーションがすべて
X Window で実行していない場合は、当該ユーザーのログイン中にのみ実行する
アプリケーションをユーザーのシステム上で検索して、リストに追加します。

対応する X Window の起動スクリプトに vmware-user を追加する。

vmware-user プログラムは、バイナリ プログラムのインストール先ディレクト
リに格納されます。このディレクトリは、デフォルトでは /usr/bin に設定され
ます。変更する起動スクリプトは、お使いのシステムによって異なります。

コピーと貼り付け、ドラッグ アンド ドロップなどの一部の機能が正常に動作し
ない場合は、別の方法によって X アプリケーション名を
/etc/vmware-tools/xautostart.conf ファイルに追加する必要があります。
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VMware Tools のアンインストール、およびインストールす
るモジュールの変更

このセクションでは、UNIX ゲスト OS および Windows ゲスト OS から VMware Tools
を削除する手順について説明します。

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

Windows ゲストの場合は、ゲスト OS の [ プログラムの追加と削除 ] を使用して
VMware Tools を削除します。

UNIX ゲストの場合は、ルート（su -）の権限でログインし、適切なコマンドを
入力します。

tar インストールを使用した場合は、次のコマンドを使用します。

vmware-uninstall-tools.pl

RPM インストールを使用した場合は、次のコマンドを使用します。

rpm -e VMwareTools

Windows ゲスト OSの VMware Tools を修復または変更するには、次の手順に従っ
てください。

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

2 [ 変更 ] をクリックして、インストールされている VMware Tools のコンポーネン
トを修復または変更します。

VMware Tools をアップグレードした後で、拡張されたファイル共有などの機能
が正しく動作していないようであれば、このボタンを使用する必要があります。
この場合は、[ 修正 ] オプションを使用して、該当するコンポーネントがインス
トールされているかどうかを確認できます。

3 ウィザードを最後まで操作します。

VMware Tools の構成オプション
このセクションでは、VMware Tools の構成オプションに関する次の項目について説
明します。

コントロール パネルを使用して VMware Tools を構成（P.139）

NetWare ゲスト OS でシステム コンソールを利用して VMware Tools を構成
（P.144）
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コントロール パネルを使用して VMware Tools を構成
このセクションでは、Windows XP ゲスト OS で利用可能な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が利用可能です。

VMware Tools コントロール パネルを開くには、次の手順に従ってください。

Windowsゲストの場合は、ゲストOSの通知領域で[VMware Tools]のアイコンをク
リックします。

Windows Vista ゲストの場合は、VMware Tools コントロール パネルを開くために
は Administrator ユーザーとしてログインする必要があります。

タスクバーの通知領域に [VMware Tools] のアイコンが表示されない場合は、
[ スタート ] - [ コントロール パネル ] を選択します。[VMware Tools] のアイコ
ンをダブルクリックして [VMware Tools のプロパティ ] ダイアログ ボックス
を表示します。

VMware Tools コントロール パネルの [ オプション ] タブで、[VMware Tools をタ
スクバーに表示 ] を選択して [ 適用 ] をクリックします。

Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストの場合は、ターミナル ウィンドウを開いて
次のコマンドを入力します。

/usr/bin/vmware-toolbox &

NetWare の場合は、次のいずれかを実行します。

NetWare 5.1 以降のゲストの場合は、[Novell] - [Settings] - [VMware Tools for 
NetWare] を選択します。

NetWare 4.2 のゲストの場合は、システム コンソールで VMware Tools コマン
ドを使用します。VMware Tools のプログラムは、vmwtool です。このプロ
グラムのオプションについては、「NetWare ゲスト OS でシステム コンソー
ルを利用して VMware Tools を構成（P.144）」を参照してください。

以下のセクションでは、VMware Tools コントロール パネルのタブについて説明し
ます。

[ オプション ] タブ（P.140）

[ デバイス ] タブ（P.141）

[ スクリプト ] タブ（P.141）

[ 共有フォルダ ] タブ（Windows ゲストのみ）（P.143）

[ 圧縮 ] タブ（P.143）

[ バージョン情報 ] タブ（P.144）
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[ オプション ] タブ
[ オプション ] タブでは、次のオプションを設定できます。

仮想マシンとホストオペレーティングシステムの時刻同期を有効にする　ゲスト
OS とホスト OS の時刻の同期化は、ゲスト OS の時刻がホスト OS の時刻より前
に設定されている場合にのみ実行可能です。ゲストの時刻がホストの時刻より後
に設定されている場合の時刻の同期化については、「VMware Tools コマンド ライ
ン インターフェイスの使用（P.150）」を参照してください。

状況によっては、この項目が選択されていない場合でも、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する場合は、し、
仮想マシンの構成ファイル（.vmx）をテキスト エディタで開き、以下のオプ
ションを FALSE に設定してください。

また、VMware Tools のコマンド ライン インターフェイスを使用してこれらのオ
プションをはじめとする時刻同期化オプションを設定することも可能です。コマ
ンド ライン インターフェイスを使用する場合は、する必要はありません。詳細
については、「VMware Tools コマンド ライン インターフェイスの使用（P.150）」
を参照してください。

VMware Tools をタスクバーに表示　（Windows ゲストのみ）このオプションを選
択すると、タスクバーに [VMware Tools] のアイコンが表示されます。

アップグレードがあると同時に通知する　（Windows ゲストのみ）このオプショ
ンを選択した場合、アップグレードが利用可能になると、[VMware Tools] のアイ
コン上に黄色の注意アイコンが表示されます。

[ アップグレード ] ボタン　（Windows ゲストのみ）アップグレードが利用可能に
なると、このボタンが有効になります。このボタンをクリックすると、
Workstation メニュー バーから [VM] - [VMware Tools インストール ] を選択する場
合と同じ操作を実行できます。

表 6-1.  時刻同期化のオプション

オプション名 時刻同期化が起きる状況

tools.syncTime 仮想マシンをパワーオンするとき。

time.synchronize.restore スナップショットまで戻るとき。

time.synchronize.resume.disk サスペンド状態の仮想マシンをレジューム
するとき。

time.synchronize.continue スナップショットを設定するとき。

time.synchronize.shrink 仮想ディスクを圧縮するとき。
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[ デバイス ] タブ
[ デバイス ] タブでは、チェック ボックスを選択または非選択にすることによって、
フロッピー ドライブ、CD-ROM ドライブ、USB デバイスなどの取り外し可能デバイ
スを有効または無効にできます。また、Workstation メニュー バーから [VM] - [ 取り
外し可能デバイス ] を選択して、取り外し可能デバイスを有効または無効に設定する
ことも可能です。

[ スクリプト ] タブ
VMware Tools がインストールされているゲスト OS で、[ ゲスト ] オプションを使用
するために仮想マシンの電源制御を構成する場合は、仮想マシンの電源状態を変更す
るとゲスト上でデフォルトのスクリプトが実行されます。

たとえば、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ パワー ]）を使
用して、[ パワーオフ ] コントロールで [ ゲストをシャットダウン ] を選択し、
Workstation ツールバーで [ パワーオフ ] ボタンをクリックすると
poweroff-vm-default スクリプトが実行されます。このスクリプトにより、ゲスト
OS が安全にシャットダウンされます。各スクリプトの詳細については、このセク
ションの表 6-2 で説明します。

Windows ゲストでは、デフォルト スクリプトは Program 

Files\VMware\VMware Tools フォルダに格納されています。UNIX では、デフォル
ト スクリプトは、/etc/vmware-toolsディレクトリに格納されています。

[ スクリプト ] タブを使用すると、これらのスクリプトを無効にしたり、[ サスペン
ド ]、[ レジューム ]、[ パワーオン ]、[ パワーオフ ]、および [ リセット ] ボタンにカ
スタム スクリプトを指定したりできます。

スクリプトを無効にするには、スクリプト イベントを選択して、[ スクリプトの
使用 ] チェック ボックスの選択を解除します。サスペンドとレジュームのデフォ
ルト スクリプトは、連携して動作するよう記述されます。これらのアクション
のうちどちらか一方のスクリプトを無効にする場合は、もう一方のアクションの
スクリプトも無効にします。

自分で作成したスクリプトを使用するには、スクリプト イベントを選択して [ ス
クリプトの使用 ] チェック ボックスを選択し、[ カスタム スクリプト ] を選択し
て [ 参照 ] ボタンでスクリプトを指定します。

また、[ 編集 ] ボタンを使用するとカスタム スクリプトを編集できます。スクリ
プトの作成方法については、「電源状態変更時のカスタム スクリプトの実行

（P.145）」を参照してください。
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すぐにスクリプトを実行するには、スクリプト イベントを選択して [ 今すぐ実
行 ] をクリックします。

VMware Tools コントロール パネルの [ 今すぐ実行 ] ボタンをクリックするとスク
リプトを正常に実行できるにもかかわらず、同じスクリプトを Workstation の電
源操作の一部として実行すると失敗することがあります。これは、[ 今すぐ実行 ]
をクリックすると、ログインしたユーザーとしてスクリプトが実行され、
vmware-guestdスクリプトの実行とは異なるワーキング ディレクトリが使用さ
れるためです。

注意   UNIX ゲストでは、[ スクリプト ] タブからスクリプトを編集する場合は、
ゲスト OS に xterm と vi がインストールされ、ユーザーの PATH 上に配置され
ている必要があります。スクリプトを編集するにはルート権限が必要です。ま
た、任意のテキスト エディタでこのスクリプトを編集できます。

表 6-2.  VMware Tools のスクリプト

スクリプト名 詳細

poweroff-vm-default ゲストをシャットダウンするようにパワーオフ操作を構成した場
合は、このスクリプトは仮想マシンがパワーオフしているときに
実行されます。
ゲストを再起動するようにリセット操作を構成した場合は、この
スクリプトは仮想マシンがリセットしているときに実行されます。
このスクリプトは、仮想マシンのネットワークには影響を与えま
せん。

poweron-vm-default ゲストを起動するようにパワーオン操作を構成した場合は、この
スクリプトは仮想マシンがレジュームではなくパワーオンしてい
るときに実行されます。
ゲストを再起動するようにリセット操作を構成した場合は、この
スクリプトは仮想マシンが再起動した後で実行されます。
このスクリプトは、仮想マシンのネットワークには影響を与えま
せん。
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[ 共有フォルダ ] タブ（Windows ゲストのみ）
Windows ゲストでは、[ 共有フォルダ ] タブでホスト上の共有フォルダへのアクセス
方法が提供され、この情報を使用してホストとゲストの間でファイルを共有できま
す。詳細については、「Windows ゲストで共有フォルダを表示（P.183）」を参照して
ください。

Linux または Solaris ゲストでは [ 共有フォルダ ] タブが表示されませんが、Linux お
よび Solaris ゲストでもフォルダを共有できます。「Linux または Solaris 10 ゲストで共
有フォルダを表示（P.183）」を参照してください。

[ 圧縮 ] タブ
[ 圧縮 ] タブでは、仮想ディスクの未使用領域を再利用できます。しかし、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。詳細については、「仮想ディスク
の圧縮（P.212）」を参照してください。

UNIX ゲストで仮想ディスクを圧縮するには、ルート（su -）の権限で VMware Tools
を実行する必要があります。ルート以外のユーザーとして仮想ディスクを圧縮する
と、仮想ディスクでルートの権限が必要な部分を圧縮する準備ができません。

resume-vm-default ゲストを起動するようにパワーオン操作を構成、またはゲストを
再起動するようにリセット操作を構成した場合は、このスクリプ
トは仮想マシンがサスペンド後にレジュームするときに実行され
ます。
Windows ゲストで、DHCP を使用するように仮想マシンを構成し
ている場合は、このスクリプトによって仮想マシンの IP アドレス
が更新されます。
Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストでは、このスクリプトに
よって仮想マシンのネットワーク通信が開始します。

suspend-vm-default ゲストをサスペンドするようにサスペンド操作を構成した場合は、
このスクリプトは仮想マシンがサスペンドしているときに実行さ
れます。
Windows ゲストで、DHCP を使用するように仮想マシンを構成し
ている場合は、このスクリプトによって仮想マシンの IP アドレス
が開放されます。
Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストでは、このスクリプトに
よって仮想マシンのネットワーク通信が停止します。

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

表 6-2.  VMware Tools のスクリプト（続き）

スクリプト名 詳細
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[ バージョン情報 ] タブ
[ バージョン情報 ] タブには、VMware Tools のバージョン（ビルド番号）と著作権の
情報が表示されます。Windows ゲストではこのタブに VMware Tools サービスの状態
も表示されます。

NetWare ゲスト OS でシステム コンソールを利用して
VMware Tools を構成

NetWare 仮想マシンでは、システム コンソールを利用して特定の仮想マシン オプ
ション（時刻同期化、CPU のアイドリング、VMware Tools とのデバイス構成など）
を設定できます。VMware Tools のコマンド ライン プログラムは vmwtool です。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
入力します。

vmwtool help

システム コンソールでは、以下の形式で vmwtool コマンドを入力します。

vmwtool <コマンド >

<コマンド > の部分には、表 6-3 のリストに含まれるコマンドのいずれか 1 つが入り
ます。

表 6-3.  Netware ゲスト向けの VMware Tools コマンド

vmwtool コマンド 詳細

help VMware Tools コマンドの概要と NetWare ゲストでの
オプションを表示します。

partitonlist 仮想ディスクに存在する全ディスク パーティションと
各パーティションが圧縮可能かどうかの状態を示す一
覧を表示します。

shrink [<パーティション >] 一覧されたパーティションを圧縮します。パーティ
ションを指定しないでこのコマンドを実行すると、仮
想ディスクのすべてのパーティションが圧縮されます。
圧縮プロセスの状態は、システム コンソールの下部に
表示されます。

devicelist 仮想マシンに存在する各取外し可能デバイスとそのデ
バイス ID、デバイスの有効 / 無効の状態を表示します。
取外し可能デバイスには仮想ネットワーク アダプタ、
CD-ROM、およびフロッピー ドライブが含まれます。

disabledevice [<デバイス名 >] 指定したデバイスを仮想マシン内で無効化します。デ
バイスを指定しないでこのコマンドを実行すると、仮
想マシンのすべての取外し可能デバイスが無効になり
ます。
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VMware Tools のカスタマイズ 
このセクションでは次の項目について説明します。

電源状態変更時のカスタム スクリプトの実行（P.145）

仮想マシンのパワーオフまたはリセット後のコマンド実行（P.147）

ホストからゲストにストリングを渡す（P.148）

ゲストと他のプログラムとの間での情報のやりとり（P.150）

電源状態変更時のカスタム スクリプトの実行
VMware Tools がインストール状態で、「ゲスト」または「ソフト」電源オプション
を使用するように仮想マシンの電源制御を構成すると、仮想マシンの電源状態を変
更するたびにゲスト上でデフォルトのスクリプトが実行されます。電源状態の変更
は、メニュー コマンドを使用するか、または [ サスペンド ]、[ レジューム ]、[ パ
ワーオン ]、または [ パワーオフ ] ボタンをクリックして実行します。

デフォルト スクリプトの動作はゲスト OS によって一部異なります。

enabledevice [<デバイス名 >] 指定したデバイスを仮想マシン内で有効化します。デ
バイスを指定しないでこのコマンドを実行すると、仮
想マシンのすべての取外し可能デバイスが有効になり
ます。

synctime [on|off] ゲスト OS のホスト OS への時刻同期機能のオン / オフ
を設定します。デフォルトでは、時刻同期はオフに
なっています。
オン / オフのオプションを指定せずにこのコマンドを実
行すると、時刻同期機能の現在の状態が表示されます。

idle [on|off] CPU アイドル プログラムのオン / オフを設定します。
デフォルトでは、アイドル プログラムはオンになって
います。CPU アイドル プログラムは、NetWare ゲスト
向けの VMware Tools に含まれています。
NetWare サーバは、オペレーティング システムがアイ
ドル状態になっても CPU を使用します。このため、
NetWare サーバ ソフトウェアがアイドル状態かビジー
状態かに関わらず、ホストから CPU 時間を消費してし
まうことになります。

表 6-3.  Netware ゲスト向けの VMware Tools コマンド（続き）

vmwtool コマンド 詳細
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Microsoft Windows ゲストでは、仮想マシンをサスペンドするときに実行される
デフォルトのスクリプトは、仮想マシンの IP アドレスを開放します。また、仮
想マシンをレジュームするときに実行されるデフォルトのスクリプトは、仮想マ
シンの IP アドレスを更新します（DHCP を使用するように構成されている仮想
マシンのみ）。

Windows ゲストでは、デフォルト スクリプトは Program 

Files\VMware\VMware Tools フォルダに格納されています。

UNIX ゲストでは、仮想マシンをサスペンドするときに実行されるデフォルト ス
クリプトは、仮想マシンのネットワーク通信を停止し、仮想マシンをレジューム
するときに実行されるデフォルト スクリプトは、仮想マシンのネットワーク通
信を開始します。

UNIX では、デフォルト スクリプトは、/etc/vmware-toolsディレクトリに格
納されています。

さらに、独自に作成したスクリプトをデフォルト スクリプトの代わりに使用するこ
とも可能です。

スクリプトは VMware Tools デーモン（Windows では WMwareService.exe、UNIX
および Windows Vista では vmware-guestd）によって実行されます。

vmware-guestd は UNIX ではルートとして、Windows Vista では System として実行
されるため、ログインしているユーザーのセッションとは別のセッションでスクリプ
トが実行されることになります。したがって、vmware-guestd はデスクトップ セッ
ションを認識しないために、グラフィカル アプリケーションを表示できません。

カスタム スクリプトを使用するには、次の手順に従ってください。

1 デフォルト スクリプトを確認して、デフォルト スクリプトに変更を加えて別
の場所に保存することによりカスタム スクリプトを作成するかどうかを判断し
ます。

Windows ゲストでは、デフォルト スクリプトは Program 

Files\VMware\VMware Tools フォルダに格納されています。

注意   VMware Tools コントロール パネルの [ 今すぐ実行 ] ボタンをクリックするとス
クリプトを正常に実行できるにもかかわらず、同じスクリプトを Workstation の電源
操作の一部として実行すると失敗することがあります。これは、[ 今すぐ実行 ] をク
リックすると、ログインしたユーザーとしてスクリプトが実行され、
vmware-guestd スクリプトの実行とは異なるワーキング ディレクトリが使用される
ためです。
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UNIX では、デフォルト スクリプトは、/etc/vmware-toolsディレクトリに格
納されています。

2 デフォルト スクリプトを修正して別名で保存するか、新しくスクリプトを記述
します。

新しいスクリプトを記述する場合は、バッチ ファイルとしてスクリプトを作成
します。UNIX では、任意の実行可能な形式でスクリプトを作成できます（シェ
ル、Perl スクリプトなど）。

3 各カスタム スクリプトを特定の電源操作に関連付けます。

詳細については、「[ スクリプト ] タブ（P.141）」を参照してください。

4 ゲスト OS が以下の条件を満たしていることを確認します。

仮想マシンで最新バージョンの VMware Tools が使用されていること。

VMware Tools サービスが仮想マシンで実行されていること。

スクリプトで実行される操作によっては、仮想ネットワーク アダプタが仮
想マシンに接続していることが必要となる場合があります。接続されていな
い場合は、電源操作に失敗します。

仮想マシンのパワーオフまたはリセット後のコマンド実行
Linux、Solaris、または FreeBSD ゲストでは、ゲスト OS をシャットダウンまたは再
起動するときに特定のコマンドを実行するように VMware Tools サービスを設定でき
ます。これは、ゲスト OS のシャットダウン時に実行するように指定したスクリプト
がある場合でも、それとは別の設定となります。

このようなコマンドを実行するには、/etc/vmware-tools/tools.conf を修正する
必要があります。

コマンドは以下のように指定します。

halt-command = <コマンド > 

<コマンド > の部分には、ゲスト OS をシャットダウンするときに実行するコマンド
を入れます。

reboot-command = <コマンド > 

警告   Workstation ソフトウェアのアップグレード後に VMware Tools を再インストー
ルする場合は、デフォルト スクリプトに加えた変更がすべて上書きされます。独自
に作成したカスタム スクリプトはそのまま残りますが、潜在的に変更によるデフォ
ルト スクリプト強化のメリットを得ることはできません。
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<コマンド > の部分には、ゲスト OS を再起動するときに実行するコマンドを入れ
ます。

ホストからゲストにストリングを渡す
このセクションでは、仮想マシンをパワーオンしたときに、ホスト OS 上の仮想マシ
ン構成ファイルからのストリングをゲスト OS に渡す手順について説明します。

この機能は、スクリプト言語（Perl や NetShell など）に習熟しており、またシス
テムの起動スクリプトの変更方法を知っている場合にのみ利用するようにしてくだ
さい。

ストリングを渡す方法
仮想マシンのゲスト OS にストリングを渡す場合には、2 種類の方法を利用できます。

ストリングを machine.id パラメータに設定することにより、仮想マシンの構成
ファイルにストリングを配置します。たとえば、以下のようにストリングを設定
できます。

machine.id = "Hello World." 

仮想マシンをパワーオンしたときに、コマンド ラインからゲスト OS にストリン
グを渡します。このセクションの最後で説明する手順を参考にしてください。

ストリングで使用できるアイテム
Windows システム ID（SID）、マシン名、IP アドレスなどのアイテムを渡すことがで
きます。ゲスト OS の起動スクリプトでは、サービスにストリングを取得させること
ができます。続いて、仮想マシンのシステム ID、マシン名、または IP アドレスを設
定する別のスクリプトで、このストリングが使用されます。

ストリングを渡すタイミング
たとえば、構成ファイルのコピーを複数作成して、各コピーに異なるストリングを追
加します（構成ファイル内またはコマンド ラインで）。同一の構成ファイルから作成
されたこれらの異なるコピーは、同じ仮想ディスクを読み取り専用モードで何度も起
動する場合（トレーニングやテスト環境）に利用できます。

同一の仮想ディスクを指定する 2 つの構成ファイルについて、以下に例を示します。
各構成ファイルには、それぞれ一意となる machine.idパラメータのストリング 
セットが含まれます。

<config_file_1>.vmx は以下を含みます。

ide0:0.present = TRUE
ide0:0.fileName = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
machine.id = "the_string_for_my_first_vm"
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<config_file_2>.vmx は以下を含みます。

ide0:0.present = TRUE
ide0:0.fileName = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
machine.id = "the_string_for_my_second_vm"

共通の構成ファイルを使用して、それぞれ一意の ID を持つ複数の仮想マシンをネッ
トワーク上にデプロイするときにも、この方法でストリングを渡すと便利です。こ
の場合は、コマンド ラインでストリングを指定します。vmware -s コマンドを使用
して各仮想マシンを起動します。操作の例については、「ストリングを取得して起動
スクリプトで使用するには、次の手順に従ってください。（P.149）」を参照してくだ
さい。

複数の仮想マシン間でディスク ファイル名を共有する場合は、各仮想マシンのディ
レクトリにディスク ファイルをコピーする必要があります。

次に示す例では、Windows ホストとゲストを使用して、仮想マシンのマシン名と IP
アドレスを設定するためのストリングをサービスを使用して取得する方法について説
明しています。ここでは、W2K-VM はマシン名、148.30.16.24 は IP アドレスを表して
います。

ストリングを取得して起動スクリプトで使用するには、次の手順に従ってください。

1 以下のいずれかの方法でストリングを指定します。

仮想マシンの構成ファイルに次の行を追加してください。

machine.id = "W2K-VM 148.30.16.24"  

この構成ファイルを使用して仮想マシンを開きます。

次を 1 行に入力して、コマンド ラインから仮想マシンを開きます。

“C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware -s 
'machine.id=W2K-VM 148.30.16.24' C:\Virtual 
Machines\win2000\win2000.vmx”

Linux ホストでは、以下の条件を満たしている場合に、コマンド ラインに渡され
るマシンの ID が優先的にゲスト OS に渡されます。

仮想マシンの ID が構成ファイルに指定されていること。

仮想マシンを開くときにこのファイルを使用すること。

コマンド ラインにもマシン ID を指定すること。

2 仮想マシンのストリングを取得します。

Windows ゲストでは、以下のコマンドがストリングを取得します。

VMwareService --cmd machine.id.get
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Linux ゲスト OS の起動スクリプトでは、ネットワーク起動セクションの前に
以下のコマンドを追加します。以下に例を示します。

/usr/sbin/vmware-guestd --cmd 'machine.id.get'

vmware-guestd の場所は、インストール時に指定したディレクトリによっ
て異なります。

3 この起動スクリプトをさらにカスタマイズして、起動時にサービスが取得するス
トリングをスクリプトが使用して、仮想マシンのネットワーク名を W2K-VM に
設定し、IP アドレスを 148.30.16.24 に設定するように指定します。

コマンドがネットワーク サービスを開始する前に、スクリプトにストリングを
配置します。たとえば、Windows 2000 ゲスト OS を使用している場合は、
NetShell ユーティリティ（netsh）を呼び出してストリングの内容を渡すと、こ
のストリングが使用されます。ストリングに最初に渡されたのが IP アドレスで
あれば、仮想マシンで新しい IP アドレスが設定されます。

ゲストと他のプログラムとの間での情報のやりとり
VMware Tools サービスを使用すると、ユーザー自身の独立したプログラム、または
パートナーやサード パーティが開発した既存のフレームワークから VMware プログ
ラミング インターフェイスを使用して、仮想マシンを管理できます。

VMware インフラストラクチャ SDK については、www.vmware.com/support/developer
を参照してください。

VMware Tools コマンド ライン インターフェイスの使用
VMware Tools コマンド ライン インターフェイスを使用すると、以下の操作を実行で
きます。

X Window を実行せずに、Linux ゲスト OS で時刻同期化を構成する。

最初にして構成ファイル（.vmx）を編集せずに、いくつかの特殊な時刻同期化
オプションを使用する。

VMware Toolbox のグラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）からではな
く、コマンド ラインから VMware Tools オプションを構成する。

各オプションの詳細については、「VMware Tools --cmd コマンドのオプション
（P.151）」を参照してください。

注意   サービスを介してホストからゲストにストリングが渡されないようにするに
は、仮想マシンの構成ファイルに次の行を指定します。

isolation.tools.getMachineID.disable = "TRUE"

http://www.vmware.com/support/developer/
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VMware Tools コマンド ライン インターフェイスを使用するには、次の手順に従って
ください。

1 ゲスト OS で、VMware Tools デーモンがあるディレクトリに移動します。

Microsoft Windows システムのデーモンは、VMwareService.exe です。

デーモンの場所は、C:\Program Files\VMware\VMware 

Tools\VMwareService.exe です。

UNIX システムのデーモンは、vmware-guestd です。

vmware-guestd の場所は、インストール時に指定したディレクトリによっ
て異なります。デフォルトは /usr/sbin/vmware-guestd です。

2 vmx.set_option コマンドを使用して、任意のオプションを設定します。

シンタックスは以下のとおりです。

<daemon> --cmd "vmx.set_option <option> <old-val> <new-val>"

ここで、

<daemon> は、UNIX システムでは vmware-guestd、Windows システムでは
VMwareService.exe となります。

<option> は、「VMware Tools --cmd コマンドのオプション（P.151）」で説明さ
れているオプションのいずれか 1 つです。

<old-val> と <new-val> は、それぞれ古い値と新しい値です。0 は FALSE、
1 は TRUE を意味します。

次に示す例は、Linux ゲストで時刻同期化を TRUE に設定する操作です。

./vmware-guestd --cmd "vmx.set_option synctime 0 1"

コマンド ライン オプションを使用すると、新しい設定は仮想マシンの構成ファイル
（.vmx）に書き込まれます。

VMware Tools --cmd コマンドのオプション
vmx.set_option コマンド ライン コマンドの引数として使用できるオプションを、
以下に示します。

synctime 

注意   --cmd コマンド以外の利用可能なコマンドについては、--help コマンド ライ
ン コマンドを使用してください。
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（デフォルトは 0、つまり FALSE）VMware Tools デーモンがゲスト OS の時刻が
ホストの時刻から遅れていないかどうかを定期的に（毎秒）に確認します。遅れ
ている場合は、ホストのクロックと一致するようにゲストのクロックを先に進め
ます。このオプション自体の時刻同期化は、時刻を先に進める方法のみが使用さ
れます。時刻を前に戻す方法による時刻同期化を行うには、
time.synchronize.tools.enable と併せて使用します。

synctime コマンド ライン オプションは、VMware Toolbox の [ オプション ] タ
ブで時刻同期化オプションを使用する操作に相当します。この時刻同期化オプ
ションは、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）の tools.syncTime というプロ
パティを設定します。

time.synchronize.tools.enable

（デフォルトは 0、つまり FALSE）synctime オプションを 1 に切り替えることに
より、即座に 1 回限りの時刻同期化を実行するかどうかを制御します。ゲスト
のクロックを先に進めるだけの通常の定期的な時刻同期化と異なり、この特殊な
時刻同期化により、ゲストのクロックを先に進めたり前に戻したりできます。時
刻を前に戻してゲストの同期化を実行することが確実にない場合にのみ、このオ
プションを無効にします。

time.synchronize.tools.startup 

（デフォルトは 0、つまり FALSE）VMware Tools デーモンが起動時に 1 回限りの
時刻同期化を実行するかどうかを制御します。この特殊な時刻同期化では、時刻
を先に進めることも前に戻すことも可能です。この設定はデーモンの起動時の動
作を制御するため、このオプションを有効にするにはデーモンを再起動する必要
があります。時刻を前に戻してゲストの同期化を実行することが確実にない場合
は、このオプションを必ず 0 に設定してください。

time.sychronize.restore 

（デフォルトは 1、つまり TRUE）ゲストがスナップショットに戻るとき、ホスト
とゲストの間の時刻同期化を行うかどうかを制御します。

time.sychronize.resume.disk 

（デフォルトは 1、つまり TRUE）サスペンドした仮想マシンをレジュームすると
き、ホストとゲストの間の時刻同期化を行うかどうかを制御します。

time.sychronize.continue 

（デフォルトは 1、つまり TRUE）仮想マシンのスナップショットを設定すると
き、ホストとゲストの間の時刻同期化を行うかどうかを制御します。
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time.sychronize.shrink 

（デフォルトは 1、つまり TRUE）仮想ディスクを圧縮するとき、ホストとゲスト
の間の時刻同期化を行うかどうかを制御します。

autohide 

（デフォルトは 1、つまり TRUE）ゲストのカーソルをゲスト スクリーンの外に移
動したときに、カーソルを非表示にします。ゲストのカーソルをゲスト スク
リーンの外に移動したときに、スクリーンの端にカーソルを残す場合は、このオ
プションを FALSE に設定します。

enableDnD 

（デフォルトは 1、つまり TRUE）ドラッグ アンド ドロップ機能を有効にして、
Windows または Linux ホストから、Windows、Linux、または Solaris ゲストに
ファイルやフォルダのドラッグ アンド ドロップ操作を実行できるようにします。
この機能についての詳細は、「ドラッグ アンド ドロップ機能を使用（P.177）」を
参照してください。
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この章では、以下のトピックについて説明します。

仮想マシンの起動（P.156）

VMware Tools の実行（P.158）

仮想マシンのシャットダウン（P.160）

仮想マシンの削除（P.162）

ディスプレイのコントロール（P.162）

新しいソフトウェアのインストール（P.173）

IDE から仮想マシンを実行（P.175）

アプライアンスとしての仮想マシンの表示（P.176）

ホストとゲストの間のファイルとテキストの転送（P.177）

仮想マシン内でのデバイスの使用（P.188）

仮想マシンのスクリーン ショットを作成（P.189）

仮想マシンのムービーを作成（P.189）

VNC クライアントによる仮想マシンへのリモート接続（P.191）

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。

Workstation の以下のタスクについては、別の章で説明します。

スナップショット使用　詳細については、第 10 章「仮想マシンの状態を保存
（P.237）」を参照してください。

仮想マシンの記録（試験的）　詳細については、第 10 章「仮想マシンの状態を
保存（P.237）」を参照してください。

仮想マシンの実行 7
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仮想マシンのクローン作成　詳細については、第 11 章「仮想マシンのクローン
（P.261）」を参照してください。

仮想マシン チームを使用する作業　詳細については、第 12 章「チームの構成
（P.269）」を参照してください。

仮想マシンの起動 
このセクションでは、仮想マシンを起動する手順について説明します。

Workstation が実行中の場合でも、実行中ではない場合でも、以下の説明に従っ
て仮想マシンを起動できます。

Workstation のユーザー インターフェイスから仮想マシンを作成するには、
次の手順を実行します。（P.156）

バックグラウンドで実行中の仮想マシンのコンソールを開くには、次の手順
に従ってください。（P.157）

また、コマンド ラインから仮想マシンを起動することもできます。「コマンド ラ
インから仮想マシンを作成するには、次の手順を実行します。（P.157）」を参照
してください。

Workstation のユーザー インターフェイスから仮想マシンを作成するには、次の手順
を実行します。

1 Workstation を起動します。

手順については、「Workstation の開始（P.67）」を参照してください。

2 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択してから、使用する仮想マシンの構成ファイル
（.vmx）を探して指定します。

ホスト OS での仮想マシンの検索については、「仮想マシンの格納場所（P.158）」
を参照してください。

[ お気に入り ] リストに仮想マシンの名前を追加すると、仮想マシンを開く際に
ファイルを検索する必要がなくなります。「お気に入りリスト（P.78）」を参照し
てください。

3 [ パワーオン ] ボタンをクリックして、仮想マシンを起動します。

4 仮想マシン コンソール内をクリックし、仮想マシンがマウスとキーボードをコ
ントロールするようにします。
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5 仮想マシン内のオペレーティング システムにログオンする必要がある場合は、
実際のコンピュータの場合と同様に名前とパスワードを入力します。

コマンド ラインから仮想マシンを作成するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを起動するには、該当するプラットフォーム用の手順を使用します。

Workstation および仮想マシンの起動オプション（P.421）

Windows ショートカットでの起動オプションの使用（P.423）

2 コマンド ライン プログラムを使用して仮想マシンを操作するには、「仮想マシ
ン操作用のコマンド ライン アプリケーション（P.423）」で説明する手順に従い
ます。

バックグラウンドで実行中の仮想マシンのコンソールを開くには、次の手順に従って
ください。

1 ホストのタスクバーの通知領域で、電源状態のアイコンをクリックします。

2 表示されるツールチップをクリックして、仮想マシンのリストを表示します。

このリストには、ログインしているユーザーに属する仮想マシンとチームが含ま
れます。

3 開くマシンをクリックします。

Workstation が起動し、仮想マシンのコンソール ビューが表示されます。

注意   Windows ホストで、Windows ゲスト OS でログイン前に
<Ctrl>+<Alt>+<Del> を押すよう求めるプロンプトが表示されたら、この代わ
りに <Ctrl>+<Alt>+<Ins> を押す必要がある場合があります。仮想マシンで拡
張仮想キーボードを使用していない場合は、<Ctrl>+<Alt>+<Ins> を使用する必
要があります。「Windows ホストの拡張仮想キーボード（P.358）」を参照してく
ださい。

注意   システム トレイに「パワーオン」アイコンが表示されていない場合は、こ
のアイコンを表示するように設定されていることを確認します。Workstation メ
ニュー バーで [ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ワークスペース ] を選択して、トレイのア
イコンを表示するようにチェック ボックスを選択します。

パワーオン状態の仮想
マシンのリスト

電源状態アイコン
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仮想マシンの格納場所
デフォルトでは、仮想マシン ファイルは仮想マシンのワーキング ディレクトリに格
納されます。

[Windows ホスト ] では、仮想マシン作成時にログイン中のユーザーの [ マイ ド
キュメント ] フォルダに仮想マシンが格納されます。

Windows Server 2003、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 Vista では、デフォルト フォルダの場所は
C:\Users\<username>\Virtual Machines\<guestOSname> です。

[Linux ホスト ] では、<homedir>/vmware/<guestOSname>に仮想マシンが格納さ
れます。<homedir> は、仮想マシン作成時にログイン中のユーザーのホーム 
ディレクトリになります。

また、サスペンド状態のファイル（.vmss）、スナップショット（.vmsn）、および
Redo ログ ファイルは、ワーキング ディレクトリに格納されます。ワーキング ディ
レクトリのパスは、仮想マシン設定エディタ（仮想マシンを選択して、[VM] - [ 設
定 ] - [ オプション ] - [ 全般 ] を選択）で確認できます。ワーキング ディレクトリの
詳細については、[ オプション ] - [ 全般 ] タブの [ ヘルプ ] ボタンをクリックして参
照してください。

VMware Tools の実行
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 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 サービスが開始されます。[VMware Tools] のアイコンは、ゲストの通
知領域に表示されます（アイコンを無効にしていない場合）。

Windows ゲストにおいて、[VMware Tools] のアイコンが黄色の注意アイコン付きで
表示されている場合は、アップデートが使用可能であることを示しています。アップ
デートを実行するには、アイコンをクリックして、表示される [ オプション ] タブで
[ アップグレード ] ボタンをクリックします。

VMware Tools アイコン
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[VMware Tools] のアイコンが赤い円と斜線付きで表示されている場合は、VMware Tools
サービスが実行されていないことを示しています。サービスを開始するには、
Windows の [ スタート ] メニューから [ ファイル名を指定して実行 ] を選択して、
services.msc と入力します。表示されたウィンドウで、[VMware Tools サービス ] とい
うサービスを開始します。

[VMware Tools] のアイコンが Windows ゲストのタスクバーの通知領域に表示されな
い場合は、以下に示す手順でゲスト OS の VMware Tools コントロール パネルを使用
してアイコンを表示します。

Windows システムの VMware Tools のプロパティ設定を変更するには、次の手順を
実行します。

1 お使いの Windows のバージョンに応じて、ゲスト システムで、[ スタート ] - 
[ 設定 ] - [ コントロール パネル ]、または [ スタート ] - [ コントロール パネル ]
をクリックします。

Windows Vista ゲストの場合は、VMware Tools コントロール パネルを開くために
は Administrator ユーザーとしてログインする必要があります。

2 [ コントロール パネル ] で、VMware Tools アイコンを見つけてダブル クリックし
ます。

3 表示される [VMware Tools のプロパティ ] ダイアログ ボックスの [ オプション ]
タブで、[VMware Tools をタスクバーに表示 ] を選択します。

この設定により、タスクバーの通知領域のアイコンが再びアクティベートされ
ます。

4 VMware Tools の他のプロパティを変更するには、このダイアログ ボックス内の
該当するタブを使用します。

プロパティの詳細については、[ ヘルプ ] ボタンをクリックしてください。

Linux、Solaris、および FreeBSD システムの VMware Tools のプロパティ設定を変更
するには、次の手順を実行します。

1 ゲスト OS を起動した後に X Window を開始し、グラフィック環境を起動します。

2 次のコマンドを使用して、VMware Tools のバックグラウンド アプリケーション
を起動します。

vmware-toolbox & 

VMware Tools は、ルートで実行することも一般のユーザーとして実行すること
も可能ですが、仮想ディスクの圧縮したり、VMware Tools スクリプトを変更し
たりするには、ルート（su -）の権限が必要です。
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3 VMware Tools の他のプロパティを変更するには、このダイアログ ボックス内の
対応するタブを使用します。

プロパティの詳細については、[ ヘルプ ] ボタンをクリックしてください。

仮想マシンのシャットダウン 
物理コンピュータと同様、仮想マシンまたはチームをパワーオフする前にゲスト OS
をシャットダウンできます。

Windows ゲスト OSをシャットダウンするには、次の手順を実行します。

1 ゲスト システムで、仮想マシンではなく実際のマシンを使用している場合と同
様の方法でオペレーティング システムをシャットダウンします。

たとえば、Windows XP で、[ スタート ] - [ シャットダウン ] をクリックします。
表示されるダイアログ ボックスで、[ シャットダウン ] を選択して [OK] をクリッ
クします。

2 ゲスト OS がシャットダウンしたら、[ パワーオフ ] をクリックして仮想マシン
をオフにします。

Workstation を終了する前に、ゲストをシャットダウンする必要はありません。
Workstation のみを終了させ、仮想マシンはシャットダウンせずにバックグラウンド
で引き続き実行させる方法については、「仮想マシンを閉じる /Workstation を終了す
る（P.88）」を参照してください。

パワーオフとシャットダウン、リセットと再起動
[ パワーオフ ] ボタンを構成して、2 つの方法のいずれかを使用して仮想マシンまた
はチームをオフにすることができます。

[ パワーオフ ] ボタンを電源スイッチと同じように動作するように設定できます。
仮想マシンは、今行っている作業に関係なく、突然パワーオフされます。

[ パワーオフ ] ボタンを設定すると、ゲスト OS にシャットダウン信号が送られま
す。このシャットダウン信号を認識するオペレーティング システムは安全に
シャットダウンします。

注意   このほかに、する前にゲスト OS をシャットダウンするよう [ パワーオフ ] ボタ
ンを構成することもできます。「パワーオフとシャットダウン、リセットと再起動

（P.160）」を参照してください。

警告   仮想マシンがディスクに書き込みを行っているときに [ パワーオフ ] コマンドを
使用すると、データが破損されることがあります。
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この [ ゲストをシャットダウン ] オプションを使用するには、ゲスト OS に
VMware Tools がインストールされていることを確認してください。これにより、
VMware Tools サービスがシャットダウン コマンドを発行し、完全にシャットダ
ウンするためのスクリプトを実行します。

同様に、[ リセット ] ボタンがリセット スイッチと同じように動作するように構成で
きます。これにより、仮想マシンは実行中の作業に関係なく、突然リセットされま
す。または、VMware Tools サービスからゲスト OS に再起動信号が送信されるよう
に [ リセット ] ボタンを設定できます。これにより、ゲスト OS が安全にシャットダ
ウンし、再起動します。

仮想マシンの電源オプションを構成するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンはパワーオン状態でもパワーオフ状態でも構いません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ パワー ] をクリックします。

4 ダイアログ ボックスの [ パワーコントロール ] 領域で、[ パワーオフ ] ボタンを
使用してゲストを安全にシャットダウンするか、または仮想マシンを突然にパ
ワーオフするかを指定します。

この設定は、[ パワーオフ ] ボタンの上にマウス ポインタを置いたときに表示さ
れるツールチップに反映されます。

5 同様に、[ リセット ] ボタンの動作について指定します。

リセット スイッチとして、ゲスト OS を突然にリセットするか、またはゲスト
OS に再起動信号を送信し、安全にシャットダウンして再起動します。

この [ ゲストを再起動 ] オプションを使用するには、ゲスト OS に VMware Tools
がインストールされていることを確認してください。

6 他の設定を変更する場合の詳細については、[ ヘルプ ] をクリックしてオンライ
ン ヘルプを表示してください。

注意   一部のゲスト OS は、[ パワーオフ ] ボタンからのシャットダウン信号や [ リ
セット ] からの再起動信号を認識しません。お使いオペレーティング システムが信号
に反応しない場合は、物理マシンと同じようにオペレーティング システムでシャッ
トダウンまたは再起動してください。
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UNIX ゲストで仮想マシンをパワーオンするときに X toolkit オプションを渡す手
順については、付録 A「Workstation コマンド ラインの参照リスト（P.421）」を
参照してください。

仮想マシンの削除
Workstation には、[ お気に入り ] リストから仮想マシンを削除するコマンドと、完全
に仮想マシンを削除するコマンドがあります。ホスト ファイル システムのファイル
を操作して仮想マシンを削除する必要はありません。

[ お気に入り ] リストから仮想マシンを削除するには、次の手順を実行します。

[ お気に入り ] リストで仮想マシン名を右クリックして、[ お気に入りから削除 ] を選
択します。

この設定は仮想マシン自体には影響しません。ホスト コンピュータのファイル シス
テム上の仮想マシンとチームのファイルは、変更されません。

システムから仮想マシンを削除するには、次の手順を実行します。

[ お気に入り ] リストで仮想マシン名を右クリックして、[ ディスクから削除 ] を選択
します。

または、仮想マシンを選択し、Workstation メニュー バーから [VM] - [ ディスクから
削除 ] を選択します。

仮想マシンをチームから削除するには、次の手順を実行します。

「チームを開く / 閉じる（P.272）」の説明に従って、チームを開きます。チームのサ
マリ ビューの [ 仮想マシンと LAN セグメント ] セクションで、仮想マシンの名前を
右クリックして [ チームから削除 ] を選択します。

または、[ お気に入り ] リストでチームを選択して、Workstation メニュー バーから
[ チーム ] - [ 削除 ] - [< 仮想マシン名 >] を選択します。

ディスプレイのコントロール
VMware Workstation のディスプレイを制御して、仮想マシンを操作する上で適切な
画面表示を選択できます。このセクションでは、以下の項目について解説します。

画面表示の簡素化（P.163）

フル スクリーン モードの使用（P.164）

クイック スイッチ モードの使用（P.165）

ゲスト OS でのバッテリ状態のレポート（P.166）

排他モードの使用（P.166）
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マルチモニタの使用（P.168）

Workstation コンソールを仮想マシンのディスプレイに合わせて表示（P.171）

非標準解像度の使用（P.173）

画面表示の簡素化
VMware Workstation ウィンドウに表示されるコントロールの多くは非表示にでき
ます。

[ 表示 ] メニューから、以下のコントロールの表示と非表示を切替えることができ
ます。

サイドバー

ツールバー

ステータス バー

仮想マシンのタブ

Windows ホストでは、メニュー バー、ツールバー、ステータス バー、およびサイド
バーを非表示に設定できます。タイトル バーにあるアイコンをクリックして、[ コン
トロールの非表示 ] を選択します。

図 7-1.  Windows ホストの [ コントロールの非表示 ] コマンド

Windows ホストで VMware Workstation ウィンドウを最も簡素化するには、[ 表示 ] - 
[ タブ ] を選択してタブを非表示にします。続いて、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 ] を選択します。これによって、
フル スクリーン モードにホストとゲストのタスク バーが表示されたような状態にな
ります。
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フル スクリーン モードの使用 
フル スクリーン モードでは、仮想マシンのディスプレイは画面全体に拡大され、
VMware Workstation ウィンドウの枠は見えなくなります。

図 7-2.  Windows ホストのフル スクリーン ツールバー

フル スクリーン モードを使用するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動し、1 つ以上の仮想マシンをパワーオン状態にしておきます。

2 モニタが複数ある場合は、フル スクリーン モードで仮想マシンを表示するため
に使用するモニタに Workstation ウィンドウを移動します。

3 フル スクリーン モードで表示するには、パワーオンしている仮想マシンを選択
し、以下のいずれかの操作を実行します。

のメニュー バーで、[ 表示 ] - [ フルスクリーン ] を選択します。

ツールバーにある [ フルスクリーン ] ボタンをクリックします。

<Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押します。

4 フル スクリーン モードからウィンドウ モードに切り替えて仮想マシンを
Workstation のウィンドウ内に表示するには、以下のいずれかの操作を実行し
ます。

注意   ノート型コンピュータでフル スクリーン モードを使用する場合は、「ゲスト OS
でのバッテリ状態のレポート（P.166）」も参照してください。

注意   最高のパフォーマンスを実現するには、ゲスト OS に VMware Tools がイン
ストールされていることを確認します。「VMware Tools のインストールとアップ
グレード（P.119）」を参照してください。

[ 複数のモニタをサイクル ]ボタン
[ 次へ ] ボタン

 選択矢印
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フル スクリーン ツールバーの [ リストア ] ボタンをクリックします。

<Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押します。

5 フル スクリーン モードを使用しているときにフル スクリーン ツールバーとメ
ニューを非表示にするには、画鋲アイコンをクリックしてツールバーの外にマウ
ス ポインタを移動します。

これによりツールバーを固定していた画鋲が外れ、ツールバーはモニタ上部へス
ライドして消えます。

6 マウス ポインタを画面上部に移動させると、ツールバーが再び表示されます。

ツールバーを画面上に常に表示させておくには、画鋲アイコンを再びクリックし
ます。

7 フル スクリーン モードのときにパワーオンしている仮想マシン間で表示を切り
替えるには、以下のいずれかを実行します。

図7-2に表示されているように、ツールバーの[次へ]ボタンをクリックします。

図 7-2 に表示されているように、仮想マシンの矢印をクリックします。

仮想マシン選択矢印を使用すると、パワーオン状態の特定の仮想マシンを選
択できます。

<Ctrl>+<Alt>+< 右矢印 > を押すと次の仮想マシンに移動します。
<Ctrl>+<Alt>+< 左矢印 > を押すと直前の仮想マシンに戻ります。

8 ツールバーの [VM] メニューを使用すると、通常 Workstation の [VM] メニューで
表示されるコマンドにアクセスできます。

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 モードに似ていますが、仮想マシンの切
り替えを行うためのタブが画面の上部に追加されます。また、クイック スイッチ 
モードは、パワーオン状態およびパワーオフ状態の両方の仮想マシンで使用できま
す。これに対して、フル スクリーン モードは、パワーオンされている仮想マシンで
のみ使用できます。

クイック スイッチ モードでは、仮想マシンの画面のサイズが変更され、タブ用のス
ペース分を除いた画面全体で表示されます。

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 ] を選択し
ます。

注意   2 つ以上のモニタを使用して仮想マシンをフル スクリーン モードで表示する手
順については、「マルチモニタの使用（P.168）」を参照してください。
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クイック スイッチ モードの使用中に Workstation のメニューとツールバーを表示す
るには、マウス ポインタを画面の上部に移動させます。

クイック スイッチ モードでゲスト OS の画面サイズを変更して、ほぼ全画面での表
示となるようにするには、できるだけ全画面に近い状態で表示させるには、[ 表示 ] - 
[ ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる ] を選択します。[ ゲストをウィンドウに今す
ぐ合わせる ] オプションは、ゲスト OS に最新バージョンの VMware Tools がインス
トールされている場合にのみ機能します。

クイック スイッチ モードを終了するには、マウス ポインタを画面上端に移動させて
メニューをアクティブにし、[ 表示 ] - [ クイック スイッチ ] を選択します。

ゲストOSでのバッテリ状態のレポート
ノート型コンピュータ上で仮想マシンをフル スクリーン モードで実行する場合は、
以下の手順を使用して、ゲストにバッテリ情報が確実にレポートされるようにしま
す。これにより、バッテリが少なくなっているかどうかを判別できます。

ゲストにバッテリの状態をレポートするには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブで [ パワー ] を選択します。

4 [ バッテリ情報をゲストに報告 ] チェック ボックスを選択して、[OK] をクリック
します。

排他モードの使用
グラフィックを集中的に使用するアプリケーション（ゲームなど）をフル スク
リーン モードで実行する場合は、排他モードの使用をお勧めします。フル スク
リーン モードと同様に、排他モードでは Workstation 仮想マシンが画面全体で表示
されます。

排他モードの使用には、次のような短所があります。

排他モードでは、フル スクリーン ツールバーを使用できません。仮想マシン設
定を構成するためには、<Ctrl>+<Alt> を押して排他モードを終了する必要があ
ります。

排他モードでは、複数のモニタを使用しません。
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排他モードではホストの解像度が変更されるため、ホストのデスクトップ上の項
目が移動してしまう場合があります。

最高のパフォーマンスを実現するためには、ゲスト OS に VMware Tools をインス
トールします。「VMware Tools のインストールとアップグレード（P.119）」を参照し
てください。

排他モードを使用するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動し、1 つ以上の仮想マシンをパワーオン状態にしておきます。

2 モニタが複数ある場合は、排他モードで仮想マシンを表示するために使用するモ
ニタに Workstation ウィンドウを移動します。

3 <Ctrl>+<Alt>+<Enter> を押して、フル スクリーン モードに変更します。

4 フル スクリーン ツールバーで、以下のいずれかを実行します。

Windows ホストの場合は、[Workstation] アイコンをクリックしてシステム 
メニューを表示し、[ 排他モード ] を選択します。

Linux ホストの場合は、フル スクリーン ツールバーの [ 表示 ] メニューをク
リックして、[ 排他モード ] を選択します。

システム メニュー
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5 フル スクリーン モードを終了してウィンドウ モードに戻るには、<Ctrl>+<Alt>
を押します。

排他モードでは、フル スクリーン ツールバーを表示できません。

マルチモニタの使用
ホストにマルチ モニタが設定されている場合、各モニタでそれぞれ別の仮想マシンを
実行できます。また、1 つの仮想マシンで複数のモニタを使用することも可能です。

複数のモニタを使用して 1 つの仮想マシンを表示する場合は、事前に、仮想マシン
で以下の要件を満たしておく必要があります。

仮想マシンが Workstation 6 以降の仮想マシンであること。

仮想マシンのゲスト OS に VMware Tools がインストールされ、かつ実行中である
こと。VMware Tools のバージョンは、Workstation 6 以降に含まれているバー
ジョンでなければなりません。手順については、「VMware Tools のインストール
とアップグレード（P.119）」を参照してください。

仮想マシンのゲスト OS が、Windows XP、Windows Vista、または Linux である
こと。

ホスト上で、モニタの画面設定が適合するトポロジーに設定されていること。た
とえば、左端のモニタは、他のモニタより下にすることはできません。各モニタ
の解像度や向きがそれぞれ違っていても差し支えはありません。フル スクリー
ン モードに切り替える際は、Workstation ウィンドウを含んでいるモニタを、他
のモニタより下にすることはできません。

つまり、 Windows で画面のプロパティのコントロールを使用する際、モニタ ア
イコンを選択して別の位置へとドラッグを開始すると、座標がポップアップで表
示されますが、 新しい位置へ移動したアイコンに表示される座標が負の値の場
合、その位置は機能しません。

このセクションでは、以下の手順について解説します。

複数モニタを使用して 1 つの仮想マシンを表示するには、次の手順を実行しま
す。（P.168）
複数モニタで複数の仮想マシンを表示するには、次の手順を実行します。

（P.170）

複数モニタを使用して 1つの仮想マシンを表示するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動し、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択します。

環境設定エディタが開きます。
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2 [ 環境設定 ] ダイアログ ボックスで [ ディスプレイ ] タブをクリックして、[ フル
スクリーン ] セクションで [ ゲストをウィンドウに合わせる ] を選択して [OK] を
クリックします。

3 Workstation 6 の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きます。

4 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

5 [ ハードウェア ] タブをクリックして、[ ディスプレイ ] を選択します。

[ ハードウェア ] タブのリストに [ ディスプレイ ] が表示されない場合は、
Workstation 4 または 5 の仮想マシンである可能性があります。この機能は
Workstation 6 の仮想マシンでのみ利用可能です。

6 [ ディスプレイ ] タブで、通常の場合は [ モニタにホスト設定を使用 ] を選択し
ます。

このオプションでは、1 つのモニタを使用しているホスト上で仮想マシンが実行
される場合、その仮想マシンは 1 つのモニタのみを認識しますが、 この同じ仮想
マシンを、2 つのモニタを使用している別のホストに移動した場合、仮想マシン
は 2 つのモニタを認識します。

このモニタ数は、ホストが起動時に認識するモニタの数によって異なります。
たとえば、ドッキング ステーションに接続されていないノート型コンピュータ
を起動した場合、ホストの設定は 1 モニタとなり、後でそのノート型コン
ピュータを 2 台のモニタを使用するドッキング ステーションに接続しても変わ
りません。

同様に、1 台のモニタが接続されたホストで仮想マシンをサスペンドしてから、
ホストにモニタを 2 台接続するように変更した場合、その仮想マシンはレ
ジューム後も 1 台のモニタを使用するように構成されたままとなります。新し
い設定を検出するためには、仮想マシンを再起動する必要があります。

7 特定の数のモニタを設定する場合は、十分な最大解像度も指定してください。

仮想マシンの表示に使用するホスト モニタの解像度が、ここで指定する [ 最大解
像度 ] の設定を超えないようにする必要があります。

8 仮想マシンをパワーオンして、Workstation メニュー バーから [ 表示 ] - [ フルス
クリーン ] を選択します。

フル スクリーン モードの詳細については、「フル スクリーン モードの使用
（P.164）」を参照してください。
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9 フル スクリーン ツールバーで、[ 複数のモニタをサイクル ] ボタンをクリックし
ます。

[ 複数のモニタをサイクル ] ボタンは、ホストに複数のモニタが設定されている
場合のみ使用できます。このボタンについては、図 7-2「Windows ホストのフル 
スクリーン ツールバー」（P.164）を参照してください。

仮想マシンが正しく表示されない場合は、システム メニュー（Windows ホスト
の場合）または [ 表示 ] メニュー（Linux ホストの場合）を使用して、[ ゲストを
ウィンドウに合わせる ] が選択されていることを確認します。

10 3 つ以上のモニタを使用している場合に 2 つのモニタ上に仮想マシンを拡張する
には、[ 複数のモニタをサイクル ] を再びクリックします。

モニタの順序は、モニタがホスト OS に追加された順序で設定されます。

11 再び 1 つのモニタのみで表示するには、この表示状態になるまで [ 複数のモニタ
をサイクル ] ボタンをクリックします。

複数モニタで複数の仮想マシンを表示するには、次の手順を実行します。

1 モニタが複数ある場合は、以下のいずれかを実行します。

複数の Workstation ウィンドウを開きます。

最初に Workstation を起動する際に使用した手順を繰り返すことも、また
は、Workstation のメニュー バーから [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ ウィンドウ ] を
選択することもできます。

Workstation のウィンドウが 2 つ開いていても、両方のウィンドウが単一の
Workstation プロセスで実行されているため、メモリが節約され、また、環
境設定および [ お気に入り ] リストの項目を共有できます。

注意   仮想マシンは完全なパワーオン状態にしておきます。パワーオン時に仮想
マシンをスナップショットから復元するように設定しており、バックグラウン
ド スナップショットが有効化されている場合、パワーオンに要する時間は長く
なります。この場合、2 台のモニタへの仮想マシンの表示は、最初は正常に機
能しない場合があります。この問題が発生する場合は、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - 
[ 優先順位 ] を選択し、[ バックグランドでスナップショットを作成し復元する ]
チェック ボックスを選択解除します。

注意   [ 複数のモニタをサイクル ] ボタンをクリックすると、ゲスト OS のデスク
トップが、追加のモニタにまで拡張されます。Windows ゲストの場合、
Windows の画面のプロパティの設定を使用して複数のモニタを構成する必要は
ありません（実行しないでください）。
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（Linux のみ）複数の Workstation インスタンスを開始します。

Linux ホストで、異なる X サーバでそれぞれ個別に複数の Workstation を実
行する場合は、2 番目の Workstation インスタンスを -W フラグを指定して
起動します。ターミナル ウィンドウで、以下のように入力します。

vmware -W &

2 各 VMware Workstation ウィンドウで仮想マシンを起動します。

3 各 Workstation ウィンドウを任意のモニタにドラッグします。

仮想マシンをできる限り大きく表示するには、各ウィンドウをフル スクリーン 
モード（[ 表示 ] - [ フルスクリーン ] を選択）に切り替えます。詳細については、

「フル スクリーン モードの使用（P.164）」を参照してください。

4 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> 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
に移動してクリックして、マウスとキーボードの入力コントロールを切り替えな
ければならない場合があります。

Workstation コンソールを仮想マシンのディスプレイに合わ
せて表示

[ 表示 ] メニューの [ 自動合わせ ] および [ 合わせる ] コマンドを使用して、
Workstation コンソールのサイズをゲスト OS のディスプレイに合わせることができ
ます。

両方の [ 自動合わせ ] コマンドがオフに切り替えられている場合は、Workstation の
サイズは自動的に調整されません。Workstation コンソールがゲスト OS の画面より
小さい場合は、コンソールにスクロール バーが表示されます。コンソールがゲスト
OS の画面より大きい場合は、コンソールに黒い縁が表示されます。

[ 自動合わせ ] と [ 合わせる ] コマンドについては、表 7-1 で説明しています。
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Linux ゲストでのディスプレイのサイズ変更に関する考慮事項
Linux ゲストでディスプレイのサイズを変更する際、次の事柄を考慮してください。

Version 5.5より前のVMware Toolsのバージョンでサスペンドされている仮想マシ
ンは、一度完全にパワーオフし、再度パワーオンしない限り、ディスプレイのサ
イズ変更は機能しません。（仮想マシンの再起動では十分ではありません。） 

ディスプレイのサイズ変更オプションを有効にするには、ゲストの VMware Tools
を最新のバージョンに更新します。

[ゲストをウィンドウに合わせる]と[ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる]オプ
ションを使用するには、VMware Tools が実行されていなければなりません。

サイズ変更に関して物理ホストが受ける X11 Window システムの制限は、ゲスト
にもすべて適用されます。

定義されていないモードにサイズ変更を行うことはできません。VMware Tools
構成スクリプトが多くのモード ラインを追加しますが、 Windows のように 1
ピクセルの細分性はありません。VMware Tools は 100 ピクセルに細分される
モード ラインを追加します。つまり、使用のX11 構成ファイルで定義された
最大モードを超えるサイズにゲストのディスプレイを変更することはできませ
ん。最大モードを超えるサイズにゲストのディスプレイを変更しようとする
と、黒枠が表示され、ゲストのサイズ拡大が停止します。

表 7-1.  [ 自動合わせ ] コマンドと [ 合わせる ] コマンド

表示メニューとコ
マンド 詳細

ウィンドウに合わ
せる1

Workstation コンソールが仮想マシンの画面解像度のサイズに保たれ
ます。ゲスト OS の解像度が変更になった場合は、Workstation コン
ソールは新しい解像度に合わせてサイズを変更します。

ゲストをウィンド
ウに合わせる1

ゲストの画面解像度を Workstation コンソールのサイズに合わせます。

ウィンドウに今す
ぐ合わせる2

Workstation コンソールを現在のゲスト OS の画面のサイズに合わせ
ます。

ゲストをウィンドウ
に今すぐ合わせる2

ゲスト OS の画面サイズを現在の Workstation コンソールに合わせ
ます。

1 [ 自動合わせ ] コマンドは、クリックによってオン / オフが切り替わります。両方の [ 自
動合わせ ] コマンドがオンに切り替えられた場合、Workstation コンソールのサイズを手動で
変更できますが、ゲスト OS でも Workstation コンソールのサイズを変更できます。
2 [ 自動合わせ ] オプションがアクティブの時は、コンソールとゲスト OS の画面は同じサ
イズになるので、このコマンドは必要なくなります。
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X サーバは常に定義されている最大の解像度で開始し、これを避けることは
できません。XDM/KDM/GDM のログイン画面は常に最大のサイズで表示さ
れますが、Gnome と KDE では解像度を指定することができ、ログインの後
にゲストのディスプレイを縮小することができます。

Solaris ゲストでのディスプレイのサイズ変更に関する考慮事項
Solaris 10 ゲストでディスプレイのサイズを変更する際、次の事柄を考慮してくだ
さい。

ディスプレイのサイズ変更オプションを有効にするには、ゲストの VMware Tools
を Version 6.0 以降にアップグレードします。

[ゲストをウィンドウに合わせる]と[ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる]オプ
ションを使用するには、VMware Tools が実行されていなければなりません。

Solaris 10 ゲストは Xorg X サーバと JDS/Gnome を実行している必要があります。

非標準解像度の使用
Workstation コンソールのサイズが標準の VESA 解像度（640x480、800x600、
1024x768 など）ではない場合、ゲスト OS とそのアプリケーションで予期しない動
作が発生する場合があります。

たとえば、[ ゲストをウィンドウに合わせる ] と [ ゲストをウィンドウに今すぐ合わ
せる ] コマンドでは、ゲスト OS の画面解像度を 640x480 より低く設定することがで
きますが、一部のインストーラは 640x480 より低い解像度では実行しません。プロ
グラムが実行されない可能性があります。そのため、VGA をインストールする必要
がある旨のエラー メッセージが表示されます。

非標準の解像度の問題に対処するには、2 つの方法があります。

ホスト コンピュータの画面解像度が十分に高い場合は、ウィンドウを拡大し、
[ ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる ] を選択します。

ホスト コンピュータの解像度で Workstation コンソールを十分に拡大できない場
合は、手動でゲスト OS の解像度を 640x480 以上に設定します。

新しいソフトウェアのインストール
新しいソフトウェアは、実際のコンピュータと同じ手順で Workstation 仮想マシンに
インストールできます。実行する必要のある追加のステップは、以下のとおりです。
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ソフトウェアのインストールに使用するメディアに、Workstation がアクセスで
きることを確認します。Workstation のメニューで [VM] - [ 取外し可能デバイス ]
を選択し、仮想マシンが、必要に応じて CD-ROM ドライブ、ISO イメージ ファ
イル、またはフロッピー ドライブにアクセスできることを確認します。

詳細については、「DVD/CD-ROM およびフロッピー ドライブを仮想マシンに追
加（P.223）」を参照してください。

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。

一部のアプリケーションでは、仮想マシンの仮想ハードウェアに基づいてライセ
ンスキーを作成する、プロダクト アクティベーション機能が使用されます。こ
のようなソフトウェアは、仮想マシンの構成を変更すると、再びアクティベー
ションが必要になることがあります。なるべく大きな変更を避けるために、メモ
リ サイズを設定し、VMware Tools をインストールしてください。

プログラムを実行できない場合のアクセラレーションの無効化
まれに、仮想マシンでソフトウェアをインストールまたは実行しようとすると、
Workstation がハングしたような状態になることがあります。通常、この問題はプロ
グラムの初期実行時に発生します。多くの場合、仮想マシンのアクセラレーション機
能を一時的に無効にして、この問題を回避することができます。

アクセラレーション機能を無効にするには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 詳細 ] を選択します。

4 [ 設定 ] セクションで、[ アクセラレーション機能を無効にする ] を選択して [OK]
をクリックします。

この設定を行うと、仮想マシンのパフォーマンスが低下するので、プログラム実行時
に起こる問題を回避するためのみに使用することをお勧めします。問題を回避するこ
とができたら、仮想マシン設定エディタに戻り、[ アクセラレーション機能を無効に
する ] のチェック ボックスのチェックを外します。
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IDE から仮想マシンを実行
開発プロセスの一環としてコードのテスト向けに仮想マシンを使用する場合は、
Workstation IDE（統合開発環境）プラグ インを利用できます。Workstation プラグ イ
ンを使用すると、仮想マシンのプログラムのテスト、実行、およびデバッグを簡単に
実行できるようになります。

プラグ インによって、Visual Studio（Windows のみ）または Eclipse（Windows また
は Linux）からこれらの操作を実行できます。プラグ インをインストールすると、
IDE に追加のユーザー インターフェイスが表示されるようになります。たとえば、
Visual Studio では [ このプロジェクト用に Virtual Debugger を構成 ] というツール
バー ボタンが表示されます。

Visual Studio でこのボタンをクリックすると、仮想マシンの場所、実行対象のセット
アップ スクリプトや削除スクリプト、共有フォルダの場所、ホストとゲストの間で
コピーするディレクトリなどを設定できます。

Eclipse では、プラグ インによって新しい起動構成タイプが追加され、これらの多く
を同じように構成できます。

アプリケーションの実行終了後は、仮想マシンは構成に応じて、パワーオフした
り、サスペンドしたり、スナップショットに戻ったり、実行時の状態を保持したり
します。

Eclipse 統合仮想デバッガや Visual Studio 統合仮想デバッガをインストールする場合
は、以下のオプションを使用できます。

Visual Studio または Eclipse がすでにインストールされている場合は、Workstation
のインストール時に以下の手順を使用して、これらの IDE プラグ インの両方ま
たはいずれかをインストールできます。

Windows ホストでは、Visual Studio または Eclipse がすでにインストールされ
ていると、Workstation インストール ウィザードの完了時にデフォルトで仮
想デバッガがインストールされます。仮想デバッガをインストールしないよ
うにするには、カスタム セットアップを選択して、仮想デバッガを選択解
除する必要があります。

Linux ホストでは、インストール中に、デバッガをインストールするかどう
かの指定を求めるプロンプトが表示されます。

Workstation がすでにインストールされている場合は、Workstation インストーラ
を再度実行します。

Windowsホストの場合は、[変更 ]を選択して仮想デバッガをインストールし
ます。
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Linux ホストの場合は、プロンプトが表示されたら、デバッガをインストー
ルするよう指定します。

Workstation IDE プラグ インのインストールと使用については、付録 B「Eclipse 
Integrated Virtual Debugger の使用（P.429）」および付録 C「Visual Studio Integrated 
Virtual Debugger の使用（P.441）」を参照してください。

アプライアンスとしての仮想マシンの表示
ブラウザ ベースのインターフェイスを使用する Web サーバなどのアプライアンスと
して仮想マシンを使用する場合は、起動時に OS コンソールではなくアプライアンス 
ビューを表示するように仮想マシンを設定できます。

アプライアンス ビューでは、サーバやアプライアンスの種類についての概略が表示
され、ホスト システムでブラウザを開いてアプライアンスの管理コンソールに接続
するためのリンクを使用できます。このような表示を設定する手順について、以下に
説明します。

仮想マシンにアプライアンス ビューをセットアップするには、次の手順を実行し
ます。

1 仮想マシンが Workstation 6 仮想マシンであることを確認します。

アップグレードの手順については、「仮想マシンのバージョン変更（P.64）」を参
照してください。

2 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはパワーオン状態でもパワーオフ状態でも構いません。

3 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ アプライアンス ビュー ] を選択します。

5 [ アプライアンス ビューを有効にする ] チェック ボックスを選択します。

6 このパネルのフィールドに入力して、仮想マシンの起動時に表示されるテキスト
とイメージを作成します。

[ 名前 ] フィールドのみが必須です。

アプライアンスで HTTP コンテンツを表示するために使用する TCP/IP ポート
番号を指定します。

注意   チームに属する仮想マシンではアプライアンス ビューを使用できません。これ
は、チームのメンバーにはサマリ ビューが表示されないことと同じです。
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イメージ ファイルを含める場合、ファイルは PNG または BMP でなければな
りません。使用可能なイメージのサイズは最大 256 x 256 ピクセルです。

[パワーオンしたときにアプライアンス ビューに切り替える]を選択しない場
合は、コンソール ビューが表示されます。このビューでは、仮想マシンの
IP アドレスと、ブラウザを開くように求めるメッセージのみが表示される
ことがあります。

7 [OK] をクリックして仮想マシン設定エディタを終了します。

仮想マシンを起動すると、新しく作成されたアプライアンス ビューが表示されます。
最初に [ パワーオンしています ] メッセージが表示され、続いてアプライアンスの管
理コンソールにアクセスするためのリンクが表示されます。

ホストとゲストの間のファイルとテキストの転送
ホストとゲストの間のファイル転送には、いくつかの方法を使用できます。ファイル
転送に使用できる方法は以下のとおりです。

ドラッグ アンド ドロップ機能を使用（P.177）

コピーと貼り付け機能を使用（P.178）

共有フォルダの使用（P.179）

マップされたドライブの使用（Windows のみ）（P.186）

ドラッグ アンド ドロップ機能を使用
ドラッグ アンド ドロップ機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインス
トールしておく必要があります。この機能を使用すると、Linux および Windows ホス
トと、Linux、Windows、および Solaris 10 ゲストの間（Windows 95 と Windows 98 ゲ
ストの間を除く）で簡単にファイルとディレクトリを移動できます。

Linux ホストとゲストでは X Window を実行する必要があります。Solaris 10 ゲストは
Xorg X サーバと JDS/Gnome を実行している必要があります。

ファイルやフォルダは、ホストのファイル マネージャ（Windows エクスプローラ）
などと仮想マシンのファイル マネージャの間でドラッグ アンド ドロップできます。
さらに、この機能をサポートするアプリケーションにファイル マネージャからド
ラッグ アンド ドロップしたり、またはドラッグ アンド ドロップによる個別ファイル
の抽出をサポートする Zip ファイル マネージャ等のアプリケーションからファイル
をドラッグ アンド ドロップしたりすることが可能です。また、仮想マシン間のファ
イル移動をドラッグ アンド ドロップ操作で実行することもできます。

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、ドロップした場所にそのファイルやフォルダのコピーが作成されま
す。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
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すると、ワード プロセッサはオリジナル ファイルのコピーを使用して起動します。
コピーに行なった変更は、オリジナル ファイルには反映されません。

最初は、一時ディレクトリに格納されているファイルのコピーを使用してアプリケー
ションが起動します。Windows では %TEMP% 環境に指定されたファイル、Linux および
Solaris では、これは /tmp/VMwareDnD ディレクトリが使用されます。ファイルに対す
る変更を保存しておく場合は、そのアプリケーションのメニューから [ ファイル ] - [ 名
前を付けて保存 ] を選択して別のディレクトリにファイルを保存してください。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たりする
場合があります。

仮想マシンとホストの間で誤ってファイルを転送しないようにするには、以下の手順
でこの機能を無効にします。

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、
次の手順を実行します。

1 仮想マシンに VMware Tools をインストールしておきます。

2 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

3 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

4 [ 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。

5 [ この仮想マシンでドラッグ アンド ドロップを使用する ] チェック ボックスで有
効または無効に設定して、[OK] をクリックします。

コピーと貼り付け機能を使用
コピーと貼り付け機能を使用するには、仮想マシンに VMware Tools をインストール
しておく必要があります。Linux および Windows ホストと Linux、Windows、および
Solaris 10 ゲストの間では、テキストとファイルのコピーと貼り付け機能を使用でき
ます。また、仮想マシン間でテキストおよびファイルをコピーして張り付けることも
できます。

Linux ホストとゲストでは X Window を実行する必要があります。Solaris 10 ゲストは
Xorg X サーバと JDS/Gnome を実行している必要があります。Windows 95、98、お
よび NT ゲストでは、ファイルのコピーと貼り付けは使用できません。

仮想マシンのアプリケーションとホスト コンピュータとの間、または 2 つの仮想マ
シンの間で、テキストの切り取り、コピー、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、貼り付けを行ってください。
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誤って異なる環境間でコピーと貼り付けを実行してしまうのを防ぐには、以下に説明
する手順でこの機能を無効にします。

コピーと貼り付けを有効 /無効にするには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ ゲストの隔離 ] を選択します。

4 [ 仮想マシン間のコピーと貼り付けを有効にする ] チェック ボックスで有効また
は無効に設定して、[OK] をクリックします。

共有フォルダの使用
共有フォルダを使用すれば、仮想マシン間あるはホスト コンピュータとの間で簡単
にファイルを共有できます。ホスト上のディレクトリ、またはホストにアクセスでき
るネットワーク上のディレクトリを選択して、それらのディレクトリにゲスト上で使
用する名前を付けます。

共有フォルダ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
ン設定を構成する必要があります。

共有フォルダは、以下のゲスト OS を稼動する仮想マシン、およびサポートされてい
るすべてのホスト システムで使用することができます。

Windows Server 2003

Windows XP

Windows 2000

Windows NT 4.0

Windows Vista

Version 2.4 以降のカーネルを持つ Linux

Solaris x86 10

Solaris x86 10 Update 1

Solaris x86 10 Update 2

Solaris x86 10 Update 3

共有フォルダは、ホスト コンピュータのファイル システムでも、ホストからアクセ
ス可能なネットワーク ディレクトリでも構いません。
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仮想マシンに共有フォルダを設定するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 共有フォルダ ] をクリックします。

4 [ 追加 ] をクリックします。

Windows では、[ 追加 ] をクリックすると共有フォルダ追加ウィザードが開始し
ます。Linux では、[ 追加 ] をクリックすると [ 共有フォルダ プロパティ ] ダイア
ログボックスが開きます。

5 以下を参考にして、ウィザードまたはダイアログ ボックスの操作を実行します。

名前　仮想マシン内で表示される名前。

ホスト フォルダ　ホスト上の共有するディレクトリのパス。

有効にするまたは共有する　すぐに有効にせずにフォルダをリストに追加で
きます。この場合は、このオプションを非選択にすると、仮想マシン構成か
らは削除せずに共有フォルダを無効にできます。

こうしておけば、必要なときに、リスト内の該当する名前の横にあるチェッ
ク ボックスを選択して、フォルダを有効にすることができます。または、
リスト内で名前を選択して [ プロパティ ] をクリックし、[ プロパティ ] ダイ
アログ ボックスでフォルダを有効にすることもできます。

読取り専用　このオプションを選択すると、仮想マシンはホスト ファイル 
システムの共有フォルダの内容を変更できなくなります。共有フォルダの
ファイルへのアクセスは、ホスト コンピュータでのアクセス権の設定に
よって決定されます。

これらのプロパティを変更するには、[ プロパティ ] ダイアログ ボックスを使用
します。Windows では、[ オプション ] タブで [ 共有フォルダ ] を選択して、[ プ
ロパティ ] をクリックします。

6 共有フォルダが作成された後、[ 共有フォルダ ] 設定パネルで、[ フォルダの共
有 ] セクションにあるチェック ボックスのいずれかを使用して、仮想マシンに
対して共有フォルダを有効にします。

仮想マシンのシャットダウン、サスペンド、または再起動までの間、一時的に
フォルダ共有を有効にする場合は、[ 次回のパワーオフまたはサスペンドまで有
効 ] を選択します。[ フォルダ ] セクションで特定のフォルダを有効 / 無効にた
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いする場合は、このオプションまたは [ 常に有効 ] のいずれかを選択する必要が
あります。

7 ゲスト OS 上の、有効にした共有フォルダにアクセスします。

Windows ゲスト OS では、ネットワーク ドライブを Shared Folders ディレ
クトリにマップします。詳細については、「共有フォルダの表示（P.183）」
を参照してください。

Linux では、共有フォルダは /mnt/hgfs の下に表示されます。Solaris では、
共有フォルダは /hgfs の下に表示されます。

共有フォルダの有効化と無効化
このセクションでは、以下の手順について解説します。

他のユーザーが作成した仮想マシンで共有フォルダを有効にするには、次の手順
を実行します。（P.181）

セキュリティを確保するため、デフォルトでは仮想マシンをパワーオンしたユー
ザー以外が作成した共有フォルダは無効になります。この手順では、デフォルト
の動作を変更する方法について説明します。

Workstation 4 または 5 で仮想マシンを作成した場合は、フォルダ共有を有効に
することをお勧めします。Workstation 4 および 5 の仮想マシンに対するフォル
ダ共有も、デフォルトで無効になっています。

特定の仮想マシンの共有フォルダを有効 / 無効にするには、次の手順を実行しま
す。（P.182）

この手順では、特定の仮想マシンに対してフォルダ共有を有効にする方法、およ
び、特定のフォルダに対して有効にする方法について説明します。

他のユーザーが作成した仮想マシンで共有フォルダを有効にするには、次の手順を実
行します。

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

2 [ ワークスペース ] タブの [ 仮想マシン ] セクションで、[ デフォルトですべての
共有フォルダを有効にする ] を選択します。

この設定は、他のユーザー（アプライアンスの開発者など）によって作成された
すべての仮想マシンの共有フォルダに対して適用されます。

注意   すべての共有フォルダを有効にすると、知らない間に共有フォルダによっ
て仮想マシン内の既存のプログラムがホストのファイル システムにアクセスし
てしまうことがあるため、セキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。
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特定の仮想マシンの共有フォルダを有効 /無効にするには、次の手順を実行します。

1 特定の仮想マシンについてフォルダ共有を有効または無効にするには、次の手順
を実行します。

a 仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

b ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

c [ オプション ] タブをクリックし、[ 共有フォルダ ] をクリックします。

d [ フォルダの共有 ] セクションにあるチェック ボックスを使用して、共有
フォルダを有効にするか無効にするかを指定して、[OK] をクリックします。

仮想マシンのシャットダウン、サスペンド、または再起動までの間、一時的
にフォルダ共有を有効にする場合は、[ 次回のパワーオフまたはサスペンド
まで有効 ] を選択します。[ フォルダ ] セクションで特定のフォルダを有効 /
無効にしたい場合は、このオプションまたは [ 常に有効 ] のいずれかを選択
する必要があります。

Windows では、共有フォルダを無効にしている場合、この仮想マシンをパワー
オンして共有フォルダにマップされているドライブを選択しようとすると、接続
できないことを示すメッセージが表示されます。

仮想マシンに対してフォルダ共有を有効にしても、次のステップで説明する方法
で特定のフォルダの有効化も行わない限り、そのフォルダを共有することはでき
ません。

2 仮想マシンの特定の共有フォルダを有効にするには、次の手順を実行します。

a 仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

b [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 共有フォルダ ] を選択します。

c 仮想マシンの [ フォルダ ] リストで、有効にする共有フォルダの名前の横の
チェック ボックスを選択します。

または、共有フォルダを選択して [ プロパティ ] をクリックします。フォル
ダを読み取り専用にするには、[ プロパティ ] ボタンを使用します。表示さ
れるダイアログ ボックスで、フォルダを共有するためのチェック ボックス
を選択して [OK] をクリックします。
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共有フォルダの表示
共有フォルダの表示はゲスト OS によって異なります。次のセクションでは、
Windows、Solaris、および Linux ゲストでの共有フォルダの表示について説明しま
す。共有フォルダは、あらゆる種類のファイルの共有に使用することができます。

Windows ゲストで共有フォルダを表示
Windows のゲスト OS では、共有フォルダはデスクトップ アイコンを使用して表示
できます。[ マイ ネットワーク ] - [ ネットワーク全体 ]（Windows NT ゲストの場合は
[ ネットワーク コンピュータ ]、Windows Vista の場合は [ ネットワーク ]）の
[VMware 共有フォルダ ] に表示させることができます。

デスクトップ アイコンを使用して共有フォルダを検索できない場合は、Windows の
エクスプローラを開き、[ マイ ネットワーク ]（[ ネットワーク コンピュータ ]）内を
検索します。

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、ゲスト シス
テムでは [ マイネットワーク ] - [ ネットワーク全体 ] - [VMware 共有フォルダ ] - 
[.host] - [ 共有フォルダ ] - [Test files] の順に移動してファイルを見つけることができ
ます。

また、UNC パス \\.host\Shared Folders\Test files を使用して直接フォルダに
アクセスすることもできます。

ゲスト システムでは、ネットワーク共有の場合と同様に、共有フォルダを特定のド
ライブ レターにマップできます。Windows Explorer で [ ツール ] - [ ネットワーク ドラ
イブの割り当て ] を選択し、共有フォルダの場所を参照します。共有フォルダは、
\\.host\Shared Folders にあります。

Linux または Solaris 10 ゲストで共有フォルダを表示
Linux の仮想マシンでは、共有フォルダは /mnt/hgfs ディレクトリの下に表示され
ます。Solaris の仮想マシンでは、共有フォルダは /hgfs ディレクトリの下に表示さ
れます。

警告   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
ションを使用して同じファイルを開かないでください。ファイルがいずれかのアプリ
ケーションによって書き込まれると、一部のデータが破損する可能性があります。

注意   Workstation 4.0 で提供された VMware Tools をゲスト OS が使用している場合、
共有フォルダは指定したドライブ レター上のフォルダとして表示されます。
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ホスト上で共有フォルダを表示
Workstation メニュー バーから [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 共有フォルダ ] を選択
して、共有フォルダとディレクトリ パスのリストを表示します。

Linux ゲストの共有フォルダのパーミッションとフォルダのマウント
Workstation 6 に含まれるバージョンの VMware Tools では、Linux ゲスト向けに多く
の機能が強化されています。

パフォーマンスの向上（「パフォーマンスの向上（P.184）」を参照）。

シンボリック リンクのサポート（Linux ホストを使用する場合）。

新しいメカニズムによる共有フォルダのマウント（「フォルダのマウント
（P.184）」を参照）。お使いのファイル システム上の任意の場所にディレクトリや
サブディレクトリをマウントできます。

パーミッションの強化（「パーミッション処理の強化（P.185）」を参照）。

パフォーマンスの向上
数あるパフォーマンス向上の中で特筆すべき点として、ホストとゲストの間でのファ
イル共有がゲストのページ キャッシュに統合されました。共有フォルダ内のファイ
ルが読み取り用にキャッシュされ、このファイルに非同期で書き込むことができま
す。（ただし、ゲストから頻繁に書き込みが行われているファイルでは、読み取り
キャッシュによるメリットは期待できません。） 

パフォーマンスを向上させるためには、mount コマンドに ttl（存続時間）オプショ
ンを使用することもできます。このオプションを使用して、hgfs（ホスト / ゲスト 
ファイル システム）ドライバでファイル属性の検証を行う時間間隔を指定します。
たとえば、以下のコマンドを使用すると、デフォルトの 1 秒ごとではなく、3 秒ごと
に属性の検証が行われます。

mount -o ttl=3 -t vmhgfs .host:/<共有 > <マウント ポイント >

ただし、間隔を長くするとリスクを伴うことに注意してください。ホスト内でファイ
ルの属性が変更された場合に、ゲストがその変更を迅速に認識することができず、
ファイルが破損する可能性があります。

フォルダのマウント
共有フォルダをデフォルト（/mnt/hgfs）以外の場所にマウントできるようになりま
した。mount プログラムを使用すると、すべての共有、1 つの共有または共有内のサ
ブディレクトリを、ファイル システムの任意の場所にマウントできます。たとえば、
次のとおりです。

mount -t vmhgfs .host:/ /home/user1/shares 
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すべての共有を /home/user1/shares にマウントします。

mount -t vmhgfs .host:/foo /tmp/foo 

共有 foo を /tmp/foo にマウントします。

mount -t vmhgfs .host:/foo/bar /var/lib/bar 

共有 foo 内のサブディレクトリ bar を /var/lib/bar にマウントします。

mount プログラムを使用する際、VMware ホスト / ゲスト ファイル システムでは、
標準の mount シンタックスに加えて、VMware 固有のオプションを使用できます。
ホスト / ゲスト ファイル システムのオプションの使用方法を表示するには、以下の
ように入力します。

/sbin/mount.vmhgfs -h

旧バージョンの VMware Tools では、Linux ゲストが共有フォルダをマウントしよう
とすると、vmware-guestd プログラムがマウントを試行します。これが失敗すると、
その結果として空のフォルダだけが残されます。

新しいバージョンの VMware Tools では、Tools のサービス スクリプトがマウントを
実行するドライバをロードします。マウントに失敗すると、HGFS 共有のマウントに
関するメッセージが表示されます（HGFS とはホスト / ゲスト ファイル システムを指
します）。

共有フォルダが無効になっている場合、または共有が存在しない場合は、マウントが
失敗します。この場合は失敗のメッセージが表示されます。VMware Tools 
Configurator（vmware-config-tools.plファイル）を再び実行するように促される
ことはありません。

パーミッション処理の強化
Linux ホストおよび Windows ホストの両方で、Linux ゲストの多くの機能が向上しま
した。

Linux ホストを使用して Linux ゲストとの間で共有するファイルを作成する場合
は、ゲスト上ではホストに表示されるファイルのパーミッションと同一のパー
ミッションが表示されます。

ファイルとディレクトリのパーミッション ビットのマスキングには、fmask と
dmask を使用します。

注意   VMware Tools をインストールする際、共有フォルダの場所を指定するためのエ
ントリが etc/fstab に作成されます。このファイルを編集して、エントリを変更ま
たは追加することができます。
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Windowsホストを使用してLinuxゲストとの間で共有するファイルを作成する場
合は、読み取り専用ファイルはすべてのユーザーに読み取りと実行のパーミッ
ションがあるものとして表示され、その他のファイルはすべてのユーザーが書き
込み可能なファイルとして表示されます。

Linux ゲストを使用してパーミッションを制限するファイルを作成する場合は、
mount プログラムを使用します。使用できるオプションは、uid、gid、fmask、
dmask、ro（読み取り専用）、および rw（読み取り / 書き込み）です。デフォル
トは rw である点に注意してください。

また、以前のリリースの Workstation で作成された Windows ホストまたは Linux
ホストを使用している場合は、オーナー パーミッション以外は変更できません

（この動作は以前のリリースと変わりません）。

マップされたドライブの使用（Windows のみ）
Windows ゲストとホストとの間で共有フォルダを使用したりデータをコピーしたり
する代わりに、仮想ディスクをホストにマップできます。この場合は、仮想ディスク
を個別にマップされたドライブとして Windows ホスト ファイル システムにマウント
できます。マップされたドライブを使用することにより、仮想マシンを操作せずに仮
想ディスクに接続できます。

仮想ディスクにドライブをマップした場合は、このディスクを使用する仮想マシンを
パワーオンするには、ディスクをホストから切断する必要があります。Windows ゲ
スト用のディスクのみがマップ可能です（Linux ゲストのディスクをマップすると、
ホスト コンピュータからディスクにアクセスしようとしたときに、ディスクの
フォーマットを求めるプロンプトが表示されます）。

ディスクをホスト上のドライブにマップしたり、ドライブから切断したりするには、
Workstation を使用します。ホスト [ マイ コンピュータ ] で [ ツール ] - [ ネットワーク 
ドライブの切断 ] コマンドを使用しようとしても、ネットワーク ドライブのリストに
はマップされたドライブ レターは表示されません。

ホスト上のドライブへの仮想ディスクのマップとその切断を実行するには、次の手順
を実行します。

1 ディスクをマップするには、次の手順を実行します。

a このディスクを使用するすべての状態にしておきます。

注意   マウントできるは、FAT（12/16/32）または NTFS でフォーマットされたボ
リューム（パーティション）のみです。.vmdk ファイルのいずれかが圧縮されてい
る、あるいは読取専用に設定されている場合、その仮想ディスクをマウントすること
はできません。
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b [ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマッピングまたは切断 ] を選択します。

c [ 仮想ディスクのマップまたは切断 ] ダイアログ ボックスで、[ マップ ] をク
リックします。

d 表示されるダイアログ ボックスで [ 参照 ] をクリックして、マップするディ
スク ファイル（.vmdk）の場所に移動し、選択します。[ 開く ] をクリック
します。

[ 仮想ディスクのマッピング ] ダイアログ ボックスの表示に戻ります。

e マップするボリュームを選択し、ホスト上で使用されていないドライブ レ
ターを選択します。

f [OK] をクリックします。

ホストの Windows Explorer に、このドライブが表示されるようになります。

2 これにより、マップされた仮想ディスク上のファイルの読み書きをホストから実
行できるようになります。

マップしたディスクに仮想マシンから再びアクセスする場合は、次のステップに
従って操作します。

3 ディスクからホストを切断するには、次の手順を実行します。

a [ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマッピングまたは切断 ] を選択します。

b [ 仮想ディスクのマップまたは切断 ] ダイアログ ボックスで、切断するボ
リュームを選択して [ 切断 ] をクリックします。

c エラー メッセージが表示され、強制的に切断するかどうかの確認を求めら
れる場合は、[ はい ] をクリックします。

d [OK] をクリックします。

これで、このディスクを使用する仮想マシンをパワーオンできます。

注意   [ 読取り専用モードでファイルを開く ] チェック ボックスを選択したま
まにしておくことを、強くお勧めします。この設定により、スナップショッ
トまたはリンククローンの親である可能性のある仮想ディスクに、誤って
データを書き込んでしまうことがなくなります。これらのディスクへ書き込
みを行うと、スナップショットまたはクローンが使用できなくなる場合があ
ります。
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仮想マシン内でのデバイスの使用
このセクションでは、仮想マシンのデバイスの追加、削除、構成、接続、切断につい
て説明します。

仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除
このセクションでは、仮想マシン設定エディタでの仮想マシンのデバイスの追加と削
除、およびデバイス設定の変更についての全般的な手順を説明します。特定のデバイ
スの構成については、第 15 章「デバイスの接続（P.343）」を参照してください。

仮想マシン内でデバイスの追加、変更、削除を行うには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 Workstation のメニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 次のいずれかを実行します。

新しくデバイスを仮想マシンに追加するには、[ハードウェア]タブで[追加 ]
をクリックすると表示されるハードウェア追加ウィザードに従って操作し
ます。

デバイスの設定を変更するには、左パネルでデバイスを選択して、右側の設
定パネルで変更を行います。[OK] をクリックして変更を保存し、仮想マシ
ン設定エディタを終了します。

デバイスを削除するには、デバイス名をクリックして [ 削除 ] をクリックしま
す。[OK] をクリックして仮想マシン設定エディタを終了します。

注意   [ ファイル ] - [ 仮想ディスクのマッピングまたは切断 ] コマンドを使用する代わ
りに、して [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] タブを選択することもできます。ハード
ディスクを選択して、[ ユーティリティ ] - [ マップ ] をクリックします。[ 仮想ディ
スクのマッピング ] ダイアログ ボックスが表示されます。対応する .vmdk ファイル
はすでに選択された状態になっています。切断するには、[VM] - [ 設定 ] - [ ハード
ウェア ] を選択し、ハード ディスクを選択して [ ユーティリティ ] - [ 切断 ] をクリッ
クします。
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取外し可能デバイスの接続と切断
仮想マシンでは、フロッピー ドライブ、DVD/CD-ROM ドライブ、USB デバイス、
イーサネット アダプタなど、さまざまな取外し可能デバイスを構成して使用でき
ます。

特定のデバイスの構成方法については、第 15 章「デバイスの接続（P.343）」および
第 9 章「ディスクの使用（P.207）」を参照してください。

取外し可能デバイスの接続と切断を行うには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。

2 次のいずれかを実行します。

Workstation メニュー バーで、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] - [< デバイス名 >]
を選択し、続いて [ 接続 ] または [ 切断 ] を選択します。

[ 編集 ] を選択すると、ダイアログ ボックスが表示されます。必要な変更を
加えて、[OK] をクリックします。必要に応じて、[ ヘルプ ] をクリックして
オンライン ヘルプを表示します。

Workstation メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択して、左パネルでデバイス
を選択します。右側の設定パネルの [ デバイスのステータス ] セクション
で、[ 接続済み ] をクリックして [OK] をクリックします。

ウィンドウの通知領域にあるデバイス アイコンを右クリックして、[ 接続 ] ま
たは [ 切断 ] を選択します。

仮想マシンのスクリーン ショットを作成
仮想マシンのスクリーンショットを作成できます。Workstation メニュー バーで、
[VM] - [ スクリーンキャプチャ ] を選択します。イメージは Windows ホストではビッ
トマップ ファイル（.bmp）として、Linux ホストでは PNG ファイル（.png）として
保存できます。

仮想マシンのムービーを作成
仮想マシン内のアクティビティをムービーでキャプチャすることができます。
Workstation ではこのイメージを、.avi ファイルとしてホスト上に保存します。
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仮想マシン アクティビティのムービーをキャプチャするには、次の手順を実行し
ます。

1 Workstation メニュー バーで、[VM] - [ ムービー キャプチャの開始 ] を選択し
ます。

ファイル保存のダイアログ ボックスが表示されます。

2 ムービーに関する情報を入力し、[ 保存 ] をクリックします。

以下のガイドラインに従ってください。

[ 品質 ] 設定により圧縮、つまりムービーのファイル サイズが決定されます。

[ アクションのないフレームを省略 ] を選択すると、仮想マシン内で実際に作
業が行われた部分のみがムービーとして記録されます。これによって、ファ
イル サイズとムービーの長さが縮小されます。

ムービー キャプチャがアクティブの間、赤い円（仮想 LED）がウィンドウの通
知領域に表示されます。

3 仮想マシン内で、ムービーで表示したいアクションを実行します。

4 ムービーを停止するには、以下のいずれかを実行します。

[VM] - [ ムービーキャプチャの停止 ] を選択します。

通知領域のムービー キャプチャ アイコンを右クリックして、[ ムービーキャ
プチャの停止 ] を選択します。赤い円はステータス バーから消え、ムービー
が保存されます。

ムービーを再生するには、次の手順を実行します。

1 Windows マシンの場合は、VMware コーデック（コーダ / デコーダ）をインス
トールする必要があります。

この CODEC は、Workstation と共に Windows ホストに自動的にインストールさ
れます。Workstation がインストールされていない Windows マシンでも、個別
にダウンロード可能なインストーラをムービーの再生に使用できます。
http://www.vmware.com/download/ws/drivers_tools.html を参照してください。

注意   ムービーを作成するのではなく、仮想マシンのアクティビティを実際に記録し
たい場合は、「仮想マシン アクティビティの記録（試験的）（P.252）」を参照してくだ
さい。デバッグ目的の場合や、特定の動作を行うためのステップを完全に再現したい
場合には、仮想マシンのアクティビティを記録することをお勧めします。

http://www.vmware.com/download/ws/drivers_tools.html
http://www.vmware.com/download/ws/drivers_tools.html
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Linux でもムービーをキャプチャできますが、ムービーの再生は Windows マシ
ンで行う必要があります。

2 互換性のある任意のメディア プレーヤでムービーを再生できます。

VNC クライアントによる仮想マシンへのリモート接続
VNC（Virtual Network Computing）ソフトウェアを使用すると、インタネット上の他
のコンピュータやモバイル デバイスからの表示や通信が可能になります。VNC ソフ
トウェアは複数プラットフォーム間で使用できるので、異機種コンピュータ間でのリ
モート制御が可能です。たとえば、Windows コンピュータ上で VNC を使用して
Linux マシンを表示できます。VNC はオープン ソース バージョンが公開されており、
無料で利用できます。

Workstation では、仮想マシンを VNC サーバとして使用できるように設定できます。
また、他のコンピュータ上のユーザーは VNC クライアント（別名 VNC ビューア）を
インストールすると、この仮想マシンに接続できます。仮想マシンを VNC サーバと
してセットアップすると、この仮想マシンにリモート接続しているユーザーのリスト
を表示して、接続時間を確認できます。このリストを表示するには、Workstation メ
ニュー バーから [VM] - [ 接続中のユーザー ] を選択するか、またはステータス バーに
表示されている VNC のアイコンを右クリックします。

VNC による接続中に Workstation が実行している必要はありません。実行していなけ
ればならないのは仮想マシンのみです。バックグラウンドでの実行でも構いません。
このセクションでは、仮想マシンを VNC サーバとして使用するための構成の手順に
ついて説明します。特別な VNC ソフトウェアをゲストにインストールする必要はあ
りません。

VNC のポート番号
1 つの VNC クライアントを使用して同一コンピュータ上の複数の仮想マシンに接続
するには、VNC を構成する際に、各仮想マシンについて一意のポート番号を指定す
る必要があります（以下参照）。ポート番号は 5901 ～ 6001 の範囲で指定することを
お勧めします。

任意のポート番号を使用できますが、特定の番号は他のアプリケーションで使用
されており、また一部の番号は特別な権限が必要（ルートまたはアドミニスト
レータ ユーザーのみが受信可能）であることに注意してください。たとえば、
VMware Management Interface（管理インターフェイス）はポート 8333 とポート
8222 を使用します。また Linux では、ルートのみが 1024 までのポートを受信で
きます。他のアプリケーションが使用するポートを指定すると、競合が起こる可
能性があります。
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クライアントでの適切な表示のための注意事項
VNC クライアントを仮想マシンに接続する前に、必ず以下の設定を行ってください。
クライアントに Hextile エンコード方式が設定され、また全色を使用するように設定
されている必要があります。たとえば、RealVNC Viewer を使用する場合は、
[Preferred Encoding] オプションで [Hextile] を選択し、[Colour Level] オプションで
[Full（all available colours）] を選択します。

VNC クライアントから仮想マシンに接続する場合の既知の問題は、以下のとおり
です。

スナップショットを設定したり、スナップショットに戻ったりすることができ
ない。

仮想マシンの電源状態（パワーオン、パワーオフ、サスペンド、レジューム）を
変更できない。ゲスト OS をシャットダウンできるが、これによってにする可能
性がある。

ゲスト OS とホスト OS の間でテキストのコピーと貼り付けを実行できない。

仮想マシン設定エディタを使用して仮想マシンを構成したり、VMware Tools を
アップグレードしたりできない。

3D を使用していると、リモート ディスプレイが正常に動作しない。この機能に
ついては、「Direct3D の試験的サポート（P.336）」を参照してください。

仮想マシンに VNC接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

1 ゲスト OS に VMware Tools がインストールされていることを確認します。

2 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

3 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ リモート ディスプレイ ] を選択します。

5 [ リモート ディスプレイを有効にする ] をクリックしてポート番号を指定し、必
要に応じて VNC クライアントから仮想マシンに接続するためのパスワードを設
定します。

パスワードは、最大 8 文字の長さで指定できます。パスワードは、VNC クライ
アントから送信されるときに暗号化されません。したがって、他の認証システム
で使用するパスワードを使用しないでください。
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6 [OK] をクリックします。

7 仮想マシンが適切に構成されていることを確認するには、VNC クライアントを
使用して接続してみます。

a ローカルまたはリモート コンピュータで、VNC クライアントを起動します。

任意の VNC クライアントを使用できますが、ブラウザの Java ビューアは使
用できません。VNC クライアントをダウンロードしてインストールする必
要がある場合は、http://www.realvnc.com/download.html などの多くの Web
サイトで VNC クライアントを購入または無料で入手できます。

b VNC サーバ名を指定するプロンプトには、ホスト コンピュータの名前また
は IP アドレス、および手順  5 で指定したポート番号を入力します。

以下の形式を使用してください。

<machine_name>:<port_number>

c パスワードが必要な場合は、プロンプトが表示されたときに入力します。

手順  5 に指定したパスワードを入力してください。

各言語に対するキーボードのマッピングについては、「VNC クライアントの言語キー
マップの指定（P.359）」を参照してください。

注意   リモート ディスプレイを有効にし、ユーザーが VNC クライアントから仮
想マシンに接続したら、このタブの [ 接続中のユーザーを表示 ] ボタンを使用し
て接続中のユーザーのリストを表示できます。

http://www.realvnc.com/download.html
http://www.realvnc.com/download.html
http://www.realvnc.com/download.html
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8

この章では、仮想マシンを別のホストや同じホスト上の別の場所に移動する方法と、
仮想マシンを他のユーザーと共有する際の注意点について説明します。この章では、
以下のトピックについて説明します。

仮想マシン ID：UUID（P.195）

仮想マシンの移動（P.198）

旧バージョンの仮想マシンの移動（P.201）

仮想マシンを他のユーザーと共有（P.201）

リンククローンの移動（P.201）

VMware Player で仮想マシンを共有（P.202）

仮想マシン ID：UUID
すべての仮想マシンが正確に識別されるように、各仮想マシンには、UUID

（Universal Unique Identifier、汎用一意識別子）が自動的に割当てられます。

物理コンピュータの UUID と同様に、仮想マシンの UUID をシステム管理に使用で
きます。UUID は SMBIOS システム情報記述子に保存されており、SiSoftware Sandra
や IBM utility SMBIOS2 などの標準の SMBIOS スキャン ソフトウェアでアクセスでき
ます。

仮想マシンの移動と共有 8

注意   仮想マシンを新しいホストや同じホストの別のディレクトリに移動したり、仮
想マシンの構成ファイルへのパスに使用するディレクトリ名を変更したりすると、
Workstation は仮想イーサネット アダプタに異なる MAC アドレスを割り当てます。
詳細については、「仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更（P.310）」を参照してく
ださい。
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この UUID は仮想マシンを最初にパワーオンする際に生成されます。他の場所に仮想
マシンを移動またはコピーしない限り、UUID は変わりません。特定の UUID の設定
については、「仮想マシンの UUID の指定（P.197）」を参照してください。

仮想マシンの移動時のUUID オプション
新しい格納場所に移動またはコピーされた仮想マシンをパワーオンすると、次のよう
な内容のメッセージが表示されます。

「仮想マシン構成ファイルの場所が、前回パワーオンされた後に変更されました。仮想マシンに
新しい固有の ID（UUID）を作成しますか。または、古い UUIDを保存しますか。」

[ 作成 ]、[ 保持 ]、[ 常に作成 ]、[ 常に保持 ] の 4 つのオプションから選択できます。
UUID 変更の原因に応じて、以下のものから適切な項目を選択します。

［保持］　仮想マシンがコピーされたのではなく、移動された場合には、UUID を
保持するよう選択できます。

［作成］　仮想マシンが新しい格納場所へコピーされた場合は、そのコピーに独自
の UUID を付与して元の仮想マシンの UUID と競合しないようにするために、新
しい UUID を作成する必要があります。どちらを選択すべきかが分からない場合
は、[ 作成 ] オプションを選択しておくと安全です。

［常に作成］　オリジナル仮想マシンがマスター コピーとして使用されている場
合、各仮想マシンを最初にパワーオンする時に新しい UUID を作成できます。
仮想マシンを構成し、マスター コピーにする準備ができたら、仮想マシンを新
しい場所に移動し、パワーオンします。パワーオン後にメッセージが表示され
たら、[ 常に作成 ] を選択します。仮想マシンは、移動する度に新しい UUID を
作成するように設定されます。し、仮想マシンのファイルのコピーを他の場所
に作成して、マスター コピーとして使用することができます。

［常に保持］　仮想マシンを何回も移動する予定であり、その度に同じ UUID をそ
のまま使用する場合は、[ 常に保持 ] を選択します。

注意   仮想マシンをコピーせずにクローンすれば、このマスター コピー作成プロ
セス（常に新しい UUID を作成する）を使用する必要がなくなります。
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仮想マシンをサスペンドやレジュームしても、UUID の生成プロセスはトリガーされ
ません。従って、仮想マシンがサスペンドされた時点で使用されていた UUID は、移
動またはコピーされても、仮想マシンがレジュームされるとそのまま残っています。
しかし、次に仮想マシンが再起動された時は、メッセージが表示されるので、新しい
UUID を作成するか、既存のものを使用するかを選択できます。

仮想マシンのUUID の指定
UUID は 128 ビット整数です。この値の 16 バイトは、8 番目と 9 番目のペアの 16 進
数間でのダッシュ記号を除いては、スペースによって分けられ、次のようになりま
す。UUID は、例えば次のように示されます。

00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff 

固有の UUID を仮想マシンに割り当てることをお勧めします。これを行うには、生成
された UUID 値を上書きする必要があります。してから、構成ファイル（.vmx）を
編集し、UUID パラメータの値を設定します。テキスト エディタを使用して、構成
ファイルを編集します。ラインのフォーマットは次の通りです。

uuid.bios = <uuidvalue> 

UUID 値は、以下の例に挙げた構成ラインのように、クォーテーション マークを前後
に付けてください。この構成ラインの例を以下に示します。

uuid.bios = "00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff" 

構成ファイルにこのラインを加えたら、仮想マシンをパワーオンします。仮想マシン
が起動されると、新しい UUID が使用されます。

注意   [ 常に保持 ] または [ 常に作成 ] の設定を変更するには、してその構成ファ
イル（.vmx）を編集します。次のラインを含むラインを削除します。

uuid.action = "create"

または、 

uuid.action = "keep"

これとは逆に、UUID を常に保持または常に作成するよう指定し、最初に仮想マ
シンをパワーオンする際にユーザーに対して設定の選択を求めないようにする
には、構成ファイルを編集して uuid.action のための適切なラインを追加し
ます。
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仮想マシンの移動
Workstation を使用して作成された仮想マシンを、別のコンピュータ、または同一コ
ンピュータ上の別の格納場所に移動できます。異なるオペレーティング システムが
稼動しているホストに仮想マシンを移動することもできます。たとえば、Windows
ホスト上の仮想マシンを、Linux や VMware ESX Server のホストに移動することがで
きます。

通常、仮想マシンの移動とは、その仮想マシンを構成するファイルを移動することを
指します。Workstation の仮想マシンに関連付けられた全ファイルへのパス名は相対
的です。つまり、各ファイルのパスは仮想マシンのディレクトリと相対になっている
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。

異なるハードウェアを使用するホスト
64 ビット ホストから 32 ビット ホスト、またはマルチプロセッサ ホストからユニプ
ロセッサ ホストなど、大幅に異なるハードウェアを使用するホストに仮想マシンを
移動すると、ゲスト OS は正常に機能しなくなる可能性があります。このセクション
ではその詳細について説明します。

64 ビットと 32 ビット ホストとの間での移動
仮想マシンは、32 ビット ホストから 64 ビット ホストに移動することはできますが、
64 ビット ホストから 32 ビット ホストに移動することはできません。

マルチプロセッサ ホストとユニプロセッサ ホストとの間での移動
マルチプロセッサ ホスト マシン上で稼働する 32 ビットと 64 ビット ホストおよびゲ
スト OS のサポートされているすべての構成に対して、Version 5.5 以降の
Workstation は 2Way 仮想対称型マルチプロセッシング（仮想 SMP）をサポートして
います。これにより、仮想マシンに 2 つの仮想プロセッサを指定することができま

注意   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 コピーを作成してください。

注意   Workstation は、Workstation Version 5.5 以降のみで、またサポートされている
プロセッサを備えたホスト マシンのみで、64 ビット ゲスト OS をサポートしていま
す。64 ビット ゲスト OS の仮想マシンをパワーオンすると、Workstation が内部確認
を行います。ホスト CPU がサポートされていない 64 ビット プロセッサの場合、仮
想マシンをパワーオンすることはできません。Workstation が 64 ビット ゲスト OS を
サポートするプロセッサのリストについては、『VMware ゲスト OS インストールガ
イド』を参照してください。この資料は [ ヘルプ ] メニューから利用できます。
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す。これは 2 つ以上の論理プロセッサを備えたホスト マシンのみでサポートされて
います。詳細については、「2Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（試験的）

（P.382）」を参照してください。

3 つ以上のプロセッサを持つ ESX Server で作成された仮想マシンを開く
1 つ以上の仮想プロセッサを持つ VMware ESX Server で作成された仮想マシンを、マ
ルチプロセッサ ホスト マシン上で稼働する Version 5.5 以降の Workstation を使用し
て開くことができます。ただし、ESX サーバで仮想マシンを作成した時に 3 つ以上の
プロセッサが指定されていても、Workstation では 3 つ以上の仮想プロセッサの指定
された仮想マシンをパワーオンまたはレジュームすることはできません。

この設定は、仮想マシンのサマリ ビュー、または仮想マシン設定エディタを使用し
て確認できます。

3 つ以上のプロセッサを持つ ESX 仮想マシンを開くには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Workstation メニュー バーで、 [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [ プロセッサ ] を選
択し、[ プロセッサ数 ] が [ その他（x）] に設定されていることを確認します（x
は ESX サーバで当初指定されたプロセッサの数です）。

Workstation は 3 つ以上のプロセッサはサポートしませんが、このプロセッサ数
のオリジナル構成設定を保存します。

2 Workstation で仮想マシンをパワーオンできるように、この設定を 2 個のプロ
セッサに変更します。

この設定に対する変更を一度コミットすると、プロセッサ数に関するオリジナル
の設定は破棄され、仮想マシン設定エディタでオプションとして表示されなくな
るので注意してください。

同一ホスト上または新しいホスト上への仮想マシンの移動
仮想マシンを同一ホスト上の別の格納場所に移動する場合、または新しいホストに移
動する場合は、このセクションの手順を使用します。このセクションは、以下のすべ
ての VMware 製品で作成された仮想マシンに適用されます。

Workstation 4.x、5.x、6.x

GSX Server 3.x

注意   ホストがユニプロセッサ マシンの場合、2 つのプロセッサの指定はサポートさ
れておらず、奨励されないため、警告メッセージが表示されます。このメッセージを
無視し仮想マシンに 2 つの仮想プロセッサを指定することはできますが、仮想マシ
ンの作成を終了しても、その仮想マシンを 2 つ以上の論理プロセッサを備えたホス
ト マシンに移動しない限り、パワーオンできません。
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VMware Server 1.x

ESX Server 2.x または 3.x

VMware ACE 1.x、2.x

旧 VMware 製品で作成された仮想マシンのフォーマットについての詳細は、「レガ
シー仮想ディスク（P.234）」を参照してください。

仮想マシンを移動するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンのディレクトリに、すべての仮想マシン ファイルが格納されている
ことを確認します。

たとえば、作業ディレクトリをホスト上の別の場所に配置するよう構成している
場合は、その作業ディレクトリを仮想マシンのディレクトリ内に移動して、仮想
マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 全般 ]）を使用してその格
納場所を指定します。

移動する仮想マシンがリンククローンの場合は、「リンククローンの移動
（P.201）」を参照してください。

2 ゲスト OS をシャットダウンしてからにします。

仮想マシンがサスペンドされている場合は、一旦レジュームしてからシャットダ
ウンを行ってください。

3 仮想マシンが現在格納されているディレクトリにある全ファイルを新しい格納場
所にコピーします。

仮想マシンのファイルを別のホストに移動する際、新しいホストとの間がネット
ワークで接続されていない場合は、共有ネットワーク ディレクトリを使用する
か、ファイルを DVD に保存して移動するか、または、十分なディスク容量を持
つ他のストレージ メディアを使用します。

4 Workstation を起動し、以下の手順を実行して、新しい格納場所の仮想マシンを
開きます。[ ファイル ] - [ 開く ] を選択してから、その仮想マシンの構成ファイ
ル（.vmx）を探してください。

3 つ以上のプロセッサを持つ ESX Server 仮想マシンの場合は、「Workstation と
ESX Server との間での SMP 仮想マシンの移動（P.383）」を参照してください。

注意   移動するファイルについての詳細は、「仮想マシンを構成するファイル
（P.112）」を参照してください。

注意   仮想マシンを同一ホスト上の別の格納場所に移動する場合は、[ お気に入
り ] リストからその仮想マシンを削除し、新しい格納場所を使用してリストに追
加しなおしてください。
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5 新しい格納場所で仮想マシンが正常に動作することを確認できた場合は、必要に
応じて、以前の格納場所から仮想マシン ファイルを削除しても差し支えありま
せん。

新しい格納場所の仮想マシンが正しく動作しない場合は、元の格納場所にある仮
想マシンをチェックして、コピーされていないファイルがないかどうかを確認し
ます。こうした状況の原因としては、ファイルが仮想マシンのディレクトリ以外
に配置されていた場合などが考えられます。

仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ]）を使用してデバイス
を選択し、関連するファイルにおいて、新しい仮想マシンからアクセスできない
場所が指定されていないかどうかを確認します。

旧バージョンの仮想マシンの移動
Workstation 2.x または 3.x を使用して仮想マシンを作成した場合は、バージョン 4 以
降にアップグレードする必要があります。Workstation 6 では Workstation 2 または 3
の仮想マシンをサポートしていません。

リンククローンの移動
通常の Workstation 仮想マシンと同様、リンククローンを移動することができます
が、リンククローン（または親仮想マシン）を移動する場合は、共有ディレクトリま
たはネットワーク ファイル サーバ等を使用して、クローンが親仮想マシンにアクセ
ス可能な状態にする必要があります。

仮想マシンを他のユーザーと共有
他のユーザーが自分の仮想マシンにアクセスできるようにする場合には、次の点に注
意してください。

仮想マシンは、一度に 1 人のユーザーのみが実行できます。他のユーザーも、仮
想マシンのリンククローンを作成することにより、その仮想マシンを共有できま
す。リンククローンでは、コピー元の親仮想マシンと同一の仮想ディスクを使用
します。「仮想マシンのクローン（P.261）」を参照してください。

Windows ホストでは、仮想マシンのファイルをシステム上で他のユーザーがア
クセスできるディレクトリに再配置する必要があります。Windows ホストのデ
フォルトの格納場所は通常他のユーザーはアクセスできません。

注意   Workstation がオリジナル仮想マシンの場所を見つけることができない場合は、
リンククローンをパワーオンできません。
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Windows XP の場合：C:\Documents and Settings\<user name>\My 

Documents\My Virtual Machines

Windows Vista の場合：C:\Users\<user name>\Documents\Virtual 
Machines

新規仮想マシン ウィザードで仮想マシンを構成すると、システムやネットワー
ク ボリューム上の他の場所に仮想マシンを格納するように指定できます。

Linux ホストでは、他のユーザーに対する仮想マシンのファイルの権限を、それ
らのユーザーに仮想マシンを使用させる方法に応じて設定する必要があります。

構成ファイル（.vmx）と仮想ディスク（.vmdk）に対する権限の設定は特に重要
です。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 Player で仮想マシンを共有
VMware Player は、他の VMware 製品で作成された仮想マシンを開いて再生する、無
償のアプリケーションです。Windows ホストでは、Player は Microsoft Virtual PC と
Virtual Server 仮想マシン、および Symantec LiveState Recovery のシステム イメージ
も開き、再生します。

VMware Player は Workstation Versions 5.5 以降に組み込まれています。また、「スタン
ドアロン」の Player も以下の URL からダウンロードして無償で使用できます。

http://www.vmware.com/products/player/

VMware Player を使用して、他の VMware 製品を持っていない同僚、パートナー、お
よび顧客でも仮想マシンにアクセスすることができます。

注意   VMware Player の使用は、VMware Player エンド ユーザー ライセンス契約を前
提としており、VMware は VMware Player に関するサポート（「サポートおよびサ
ブスクリプション」を含む）は一切提供しておりません。セルフヘルプ リソース
は、VMware Player FAQ（www.vmware.com/products/player/faqs.html）を参照してく
ださい。

また、VMware VMTN Web サイトの VMware Player ディスカッション フォーラム
（www.vmware.com/community/forum.jspa?forumID=123）も参照してください。この
フォーラムは、VMTN のメンバーが VMware の製品、サービス、また製品サポートに
関する問題について、質問、コメント、および情報の交換を行うためのサイトです。

http://www.vmware.com/products/player/faqs.html
http://www.vmware.com/community/forum.jspa?forumID=123
http://www.vmware.com/products/player/
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VMware Player の実行
VMware Player は Workstation のディストリビューションに組み込まれています。
Workstation のインストール時に、アプリケーション ファイルの vmplayer.exe

（Windows）または vmplayer（Linux）が他の Workstation プログラム ファイルと共
に保存されます。

VMware Player の使用および構成方法については、VMware Player のオンライン ヘル
プを参照してください（VMware Player のメニュー バーで [VMware Player] - [ ヘルプ ]
を選択します）。

VMware Player を終了するには、次の手順に従ってください。

1 以下のように、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）またはコマンド 
ラインのいずれかを使用して VMware Player を開きます。

GUI を使用する場合、Windows では [ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] メ
ニューから [VMware Player] を選択します。Linux X セッションでは、対応する
プログラム メニュー（[ システムツール ] メニューなど）から [VMware Player]
を選択します。

コマンド ラインを使用する場合は、コマンド プロンプトを開いて、以下の
いずれかのコマンドを入力します。

Windows の場合：<path>\vmplayer.exe

<path> は、ご使用のシステムでのアプリケーション ファイルへの適切
なパスです。

Linux の場合：vmplayer &

2 仮想マシンを開きます。

Player を起動すると初期ページが表示され、仮想マシン ファイルを指定する、
最近使用した仮想マシンを開く、または VMTN（VMware Technology Network）
Web サイトから仮想アプライアンスをダウンロードする、のいずれかのオプ
ションを選択できます。

VMware Player を実行するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

仮想マシンのゲスト OS をシャットダウンします。ゲスト OS がシャットダウンし
た後、Player が閉じます。

VMware Player で、[VMware Player] - [ 終了 ]（Windows の場合）または [ プレイ
ヤー ] - [ 終了 ]（Linux の場合）を選択します。Player は、[ プレイヤー ] - [ 環境
設定 ] で設定された方法で、仮想マシンをサスペンドまたはパワーオフします。
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VMware Player 使用のための仮想マシンの設定
仮想マシンを VMware Player によって配布または再生する予定がある場合は、その点
を考慮して仮想マシンを作成します。仮想マシンの使用が予想されるすべてのホスト 
マシンやシステムと最大限の互換性を持つように仮想マシンを構成します。Player の
構成オプションは限られているので、ユーザーが使用するホスト システムと互換性
を持つようにするために仮想マシンへの変更を加えることも制限されています。

以下に、仮想マシンが VMware Player および広範囲のホスト マシンと最大限の互換性
を持つように仮想マシンを構成するうえで役立つ、推奨される方法を紹介します。

実際に必要な仮想デバイスを判別し、仮想マシンおよび VMware Player 経由で配
布するソフトウェアに不必要なものは含めないでください。たとえば、汎用
SCSI デバイスは特に不適当といえます。

物理デバイスを仮想デバイスに接続するには、仮想マシンの構成時に [ 自動検出 ]
オプションを使用します。[ 自動検出 ] オプションによって、仮想マシンがユー
ザーのシステムに適応することができ、Windows でも Linuxs でも機能します。
物理デバイスを持たないユーザーには、警告メッセージが表示されます。

仮想マシンと共に送ったイメージ ファイルにCD-ROMまたはフロッピーを接続す
るには、イメージ ファイルが仮想マシンと同じディレクトリにあることを確認
してください。この方法では、絶対パスではなく、相対パスが使用されます。

物理 CD-ROM とイメージの両方が必要な場合は、仮想マシンに 2 つの仮想
CD-ROM デバイスを構成してください。VMware Player は、ユーザー インター
フェイスで 1 つの CD-ROM デバイスを物理 CD-ROM とイメージ間を切り替える
方法は提供していません。さらに、複数のイメージを送信する場合、ユーザーは
イメージ間の切り替えを行うことはできません。

適切なメモリ量を選択して仮想マシンに割り当ててください。ユーザーのホスト 
マシンに、割り当てたメモリをサポートするのに十分な物理メモリがない場合
は、Player は仮想マシンをパワーオンすることができません。

仮想マシンに VMware Tools をインストールします。VMware Tools をインストー
ルすることによって、仮想マシンの使用が大幅に改善されます。

ゲストに対応するスクリーン解像度を選択します。ユーザーの物理スクリーン 
サイズを超えるディスプレイを扱うよりも、手動で解像度を上げる方が容易なよ
うです。

一部のホスト OS は、非レガシー モードの CD-ROM はサポートしません。配布さ
れ、VMware Player で再生される仮想マシンで CD-ROM を正常に機能させるに
は、レガシー モードで CD-ROM デバイスを構成する必要があります。詳細につ
いては、「DVD/CD ドライブのレガシー エミュレーション（P.225）」を参照して
ください。
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[VM] - [設定] - [オプション] - [スナップショット] - [パワーオフ時]で適切な設定を
行います。このオプションを、[ スナップショットの変更をしない ] または [ ス
ナップショットまで戻る ] に設定します。VMware Player では、スナップショッ
トを設定することはできません。

[ スナップショットまで戻る ] は、パワーオフ時に自身でリセットし元の状態に
戻るデモを配布する時に便利です。
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この章では、ユーザーのニーズに最も適した仮想マシンのハードディスク ストレー
ジ デバイスの構成方法について説明します。この章では、以下のトピックについて
説明します。

仮想マシンにおけるディスク ストレージの概要（P.207）

仮想ディスクのメンテナンス タスク（P.211）

仮想マシンへの仮想ディスクおよび物理ディスクの追加（P.214）

VMware 仮想ディスク マネージャの使用（P.227）

仮想マシンでのデュアルブート コンピュータの使用（P.234）

レガシー仮想ディスク（P.234）

既存の仮想ディスク ドライブを仮想マシンに追加するのではなく、Windows ホスト 
マシンにマップする方法については、「マップされたドライブの使用（Windows の
み）（P.186）」を参照してください。

仮想マシンにおけるディスク ストレージの概要
実際のコンピュータと同様に、VMware Workstation 仮想マシンも独自のオペレー
ティング システム、プログラム、およびデータ ファイルを 1 個以上のハードディス
クに保存します。ただし、物理コンピュータと違って、Workstation では仮想マシン
のハード ディスクに対して行った変更を取り消すオプションがあります。

新規仮想マシン ウィザードでは、ディスク ドライブが 1 個構成されている仮想マシ
ンが作成されます。仮想マシンへのディスク ドライブの追加、仮想マシンからの
ディスク ドライブの削除、あるいは既存のディスクドライブの設定変更を行う場合
は、仮想マシン設定エディタ（Workstation のメニュー バーから [VM] - [ 設定 ] を選
択）を使用してください。

ディスクの使用 9
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ここでは、仮想マシンのハードディスク ストレージを設定する際のオプションにつ
いて解説します。

仮想ディスク
通常は、物理ハード ディスクではなく仮想ハード ディスクを使用するよう仮想マシ
ンを構成することをお勧めします。仮想ディスクは、ゲスト OS が物理ディスク ドラ
イブとして認識するファイルです。このようなファイルは、ホスト マシンにもリ
モート コンピュータにも保存しておくことができます。仮想マシンに仮想ディスク
を構成すると、物理ディスクの再パーティショニングやホストの再起動を行わなくて
も、仮想ディスクに新しい OS をインストールすることができます。

移植性
仮想ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ディスクはホスト マシ
ンやリモート コンピュータにファイルとして保存されるため、同じコンピュータの
新しい場所や別のコンピュータに簡単に移動することができます。また、Windows
ホストの Workstation を使用して仮想ディスクを作成し、それを Linux コンピュータ
に移動して Linux 向けの Workstation で使用したり、その逆を行うことも可能です。
詳細については、「仮想マシンの移動と共有（P.195）」を参照してください。

ディスクのサイズとファイル
IDE または SCSI 仮想ディスクの最大容量は 950GB です。仮想ディスクのサイズとホ
スト OS の種類に応じて、Workstation は各仮想ディスクを格納するためのファイル
を 1 個以上作成します。これらのファイルには、オペレーティング システム、プロ
グラム ファイル、およびデータ ファイルなどの、仮想マシンのハード ディスクに書
き込まれる情報が含まれます。仮想ディスク ファイルの拡張子は、.vmdk です。

仮想ディスクが使用する実際のファイルは、デフォルト設定では、最初は小さサイズ
で存在し、必要に応じて指定された最大サイズまで拡大します。この最大の利点は、
ファイル サイズを小さく抑えられることです。ファイルが小さければ、ストレージ
を節約することができ、新しい場所に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領域がすべて割り当てられるように、仮
想ディスクを設定することも可能です。これによって、パフォーマンスが強化される
ため、パフォーマンスが重視されるアプリケーションを仮想マシンで実行している場
合に有効です。

すべてのディスク領域を事前に割り当てるかどうかに関係なく、1 ファイルあたり
2GB に制限されたファイルのセットを使用するように仮想ディスクを構成できます。
このオプションは、2GB を超えるファイルをサポートしないファイルシステムに仮
想ディスクを移動する予定がある場合に使用します。
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ロック ファイル 
実行中の仮想マシンは、仮想ディスクの内容に矛盾が生じないようにロック ファイ
ルを作成します。ロック ファイルを使用しないと、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 ファイルは仮想マシンを保護するために使用され、サブディレクトリ内に
.lck という拡張子で作成されます。ロック サブディレクトリは、仮想マシンの
.vmdk ファイルと同じディレクトリ内にあります。ロック サブディレクトリとロッ
ク ファイルは、.vmdk ファイル、.vmx ファイル、および .vmem ファイルに対して作
成されます。

Workstation 6 リリース以降では、すべてのホスト OS で使用されるロック方法が統一
されたため、各ホスト OS 間にまたがって共有されるファイルは完全に保護されるよ
うになりました。たとえば、他のユーザーが Windows ホストですでにパワーオンし
ている仮想マシンを、Linux ホストのユーザーがパワーオンしようとした場合、ロッ
ク ファイルによって、Linux ホストのユーザーがその仮想マシンをパワーオンするこ
とが防止されます。

すると、ロック サブディレクトリとロック ファイルは削除されます。仮想マシンが
これらのロック制御を削除できない場合、古いロック ファイルが残ります。たとえ
ば、仮想マシンによってロック制御が削除される前にホスト マシンがクラッシュす
ると、古いロック ファイルが残ります。

仮想マシンは、再び起動した際に、ロック サブディレクトリに古いロック ファイル
がないかどうかを検索し、可能な場合はそれらのファイルを削除します。ロック 
ファイルは、以下の両方の条件に該当する場合に、古くなったとみなされます。

現在仮想マシンを実行中の同じホスト上に、すでに作成されたロック ファイル
が存在する。

ロック ファイルを作成したプロセスが終了している。

この 2 つの条件が満たされている場合、仮想マシンは古いロック 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
を削除しても問題ないことが判明している場合は、手作業でロック ディレクトリと
ロック ファイルを削除してください。

物理ディスク 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
ンの物理ディスクをホスト OS と同じ物理ディスクにインストールすることは避けて
ください。
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ディスク タイプ：IDE と SCSI
仮想ディスクは、どのゲスト OS を使用している場合でも IDE ディスクに設定できま
す。Workstation 仮想マシンで利用できる LSI Logic アダプタまたは BusLogic SCSI ア
ダプタ向けのドライバをゲスト OS が持っている場合は、SCSI ディスクとして設定す
ることも可能です。仮想マシンの作成時にどちらの SCSI アダプタを使用するかを設
定してください。

いずれの種類の仮想ディスクも、両方の種類の物理ハードディスクに格納できます。
つまり、IDE 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、他の種類の高速アクセス ストレージ デバ
イスに保存することも可能です。

物理ディスク
特殊な状況下では、ホスト コンピュータ上の物理ハード ドライブに仮想マシンを直
接アクセスさせる必要が生じることがあります。物理ディスクは、既存のローカル 
ディスクやパーティションに直接アクセスします。物理ディスクを使えば、
Workstation は既存のディスク パーティションから 1 つ以上のゲスト OS を実行でき
るようになります。

仮想ディスクの上限は 950GB ですが、物理ディスクは、容量が 2TB までの IDE デバ
イスにも、SCSI デバイスにもセットアップできます。ただし、現段階では、既存の
SCSI ディスクまたはパーティションに既にインストールされているゲスト OS からの
起動はサポートされていません。

また、Windows Vista ホストでは、システム パーティション、またはシステム パー
ティションを含む物理ディスクを仮想マシンで使用することはできません。

注意   SCSI ディスクを 32 ビット Windows XP 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、当社 Web サイトのダウンロードのセクション

（www.vmware.com/download）からダウンロードできます。新しくインストールした
Windows XP でドライバを使用する場合は、Web サイトの指示に従ってください。

注意   物理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。

http://www.vmware.com/download
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物理ディスクを使用する新しい仮想マシンを作成することも可能です。詳細について
は、「仮想マシンでの物理ディスクの使用（P.217）」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。物理ディスクを使用す
る場合、仮想マシンが使う物理ディスクやパーティションに関する情報は .vmdk の
拡張子を持つファイルに保存されます。

物理ディスク上の 1 つ以上のパーティションを使用するよう仮想マシンを構成した
後は、ゲスト OS で fdisk あるいは同様のユーティリティを実行してパーティショ
ン テーブルを変更しないでください。

fdisk あるいは同様のユーティリティをホスト OS 上で実行して物理ディスクのパー
ティション テーブルを変更した場合は、仮想マシンの物理ディスクを新しく作成し
直す必要があります。パーティション テーブルを変更すると、物理ディスクに存在
していたファイルはすべて失われます。

仮想ディスクのメンテナンス タスク
このセクションでは次の項目について説明します。

仮想ディスクの最適化（P.211）

仮想ディスクの圧縮（P.212）

仮想ディスクの最適化
物理ディスク ドライブと同様に仮想ディスクにも断片化が起こります。ディスクの
最適化を行うと、仮想ディスクのファイル、プログラム、および未使用の領域が再編
成され、プログラムの動きは速くなり、ファイルも速く開くようになります。最適化
を行っても、仮想ディスクの未使用領域は回収されません。未使用領域を回収するに
は、ディスクの圧縮を行ってください。

注意   ホスト コンピュータ上でネイティブに稼働するオペレーティング システムを仮
想マシンで稼働するように切り替えることは、コンピュータからハード ドライブを
取外して、そのハード ドライブを異なるマザーボードやハードウェアが構成されて
いる別のコンピュータに取り付けるようなものです。実行する手順は、仮想マシンで
使用するオペレーティング システムの種類によって異なります。詳細については、

『VMware テクニカル ノート』の「デュアルブート コンピュータと仮想マシン」を参
照してください。

警告   ホスト OS とゲスト OS との間のファイルの共有には、物理ディスクを使用しな
いでください。ホストとゲストの両方が同じパーティションを認識できるようにする
と、データ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。詳細について
は、「共有フォルダの使用（P.179）」を参照してください。
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仮想ディスクを最適化するには、次の手順に従ってください。

1 ゲスト OS 内でディスク最適化ユーティリティを実行します。

たとえば、Windows XP ゲスト OS を持つ仮想マシンでは、仮想マシン内で
Windows XP のディスク最適化ツールを使用します。

2 Workstation の最適化ツールを使用して、仮想ディスクを最適化します。

a 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きます。

b ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

c [ ハード ディスク ] を選択して、以下のいずれかを実行します。

Linux ホストの場合は、[ ディスクの最適化 ] をクリックします。

Windows ホストの場合は、[ ユーティリティ ] ボタンをクリックして
[ ディスクの最適化 ] を選択します。

d プロセスが終了したら、[OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ
ます。

3 ホスト コンピュータのディスク最適化ユーティリティを実行します。

ディスクの最適化には、かなりの時間を要します。

仮想ディスクの圧縮
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領域を全て割り当てるオプションを選択した場合は、ディ
スクの圧縮は実行できません。

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 つのファイルに格納されている場合、その
仮想ディスク ファイルのサイズに相当する空き領域が必要となります。その他の仮
想ディスク構成では、必要とされる空き領域は若干少なくなります。

注意   この機能は、拡張可能な仮想ディスクでのみ使用できます。物理ディス
クや、ディスク容量が事前に割り当てられている仮想ディスクでは使用できま
せん。
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圧縮ツールは、仮想ディスクの未使用領域を回収します。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。

制限と要件
ディスクの圧縮を行うには、圧縮する仮想ディスクのサイズと同じ空き領域がホスト
のディスクに必要となります。

圧縮は仮想ディスクのみに適用します。物理ディスクや CD-ROM の圧縮は行えま
せん。

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。そのような構成を仮想
マシンで使用している場合は、VMware Tools コントロール パネルの [ 圧縮 ] タブに、
仮想ディスクを圧縮できない理由が表示されます。

たとえば、次のような場合は仮想ディスクを圧縮できません。

ディスク作成時にディスク領域を事前割り当てした場合。

仮想マシンにスナップショットが設定されている場合。スナップショットを削除
するには、[VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を選択し
ます。スナップショットを選択して、[ 削除 ] ボタン（Windows の場合）または
アイコン（Linux のスナップショット ツールバー）をクリックします。

仮想ディスクがリンククローン、またはリンククローンの親である場合 

仮想マシンに物理ディスクを使用している場合 

仮想ディスクが CD-ROM に保存されている場合 

仮想ディスクが、通常モードではない独立ディスクの場合 

仮想マシンをパワーオンする前に、仮想ディスクのモードを変更することができ
ます。独立ディスクについての詳細は、「仮想ディスクをスナップショットから
除外（P.244）」を参照してください。

圧縮の手順
ディスクの圧縮は 2 段階の作業で行われます。

1 ワイピング　ゲスト OS で行われます。VMware Tools がディスク パーティショ
ンのすべての未使用領域（削除されたファイルなど）を回収し、圧縮の準備をし
ます。この作業段階では、引き続き仮想マシンと通信できます。

2 圧縮　ホストで行われます。ワイピングによって回収されたディスク領域分、
Workstation はディスク ファイルのサイズを縮小します。この作業段階では、仮
想マシンは停止されるため、仮想マシンと通信することはできません。
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仮想ディスクを圧縮するには、次の手順に従ってください。

1 ご使用のオペレーティング システムに適した方法で、VMware Tools コントロー
ル パネルを起動します。

Windows ゲストの場合は、タスクバーの通知領域にある [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] をダブルクリックします。

Linux、Solaris、または FreeBSD ゲストの場合は、ルート ユーザーに切り替え
て、vmware-toolbox を実行します。

非ルート ユーザーとしてディスクを圧縮した場合、ルートの権限を必要と
する仮想ディスクの部分をワイプすることはできません。

2 次に [ 圧縮 ] タブをクリックします。

3 圧縮する仮想ディスクを選択してから、[ 圧縮の準備 ] をクリックします。

ワイプ プロセスのプログレス バーが表示されます。

4 選択されたディスク パーティションのワイピングが完了すると、ディスク圧縮
の開始を求めるプロンプトが表示されます。[ はい ] をクリックします。

圧縮プロセスのプログレス バーが表示されます。ディスクの圧縮には、かなり
の時間を要します。

5 [OK] をクリックします。

仮想マシンへの仮想ディスクおよび物理ディスクの追加
Workstation 6 の仮想マシンには、最大 4 個の IDE デバイスと最大 60 個の SCSI デバ
イスを設定できます。これは、仮想または物理ハード ディスクでも、DVD や
CD-ROM ドライブでも構いません。

このセクションでは、以下の作業を行う手順について説明します。

仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加（P.215）

仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加（P.216）

仮想マシンから仮想ディスクを切断（P.217）

仮想マシンでの物理ディスクの使用（P.217）

注意   一部のパーティションを非選択状態にしても、ディスク全体が圧縮されま
す。ただし、これらのパーティションには圧縮のためのワイピングが行われない
ので、圧縮作業による仮想ディスクのサイズは、すべてのパーティションを選択
した場合ほど縮小されません。
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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。「Generic SCSI デバイスへの接続（P.374）」を参照し
てください。

既存の仮想ディスク ドライブを仮想マシンに追加するのではなく、Windows ホスト 
マシンにマップする方法については、「マップされたドライブの使用（Windows の
み）（P.186）」を参照してください。

仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加
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は IDE でも SCSI でも構いま
せん。仮想 IDE ドライブおよび仮想 SCSI ドライブは、IDE ドライブにも SCSI ドライ
ブにも格納できます。

以下の手順で、仮想マシン設定エディタを使用して仮想マシンに新しい仮想ディスク
を追加します。既存の仮想ディスクを仮想マシンに追加するには、「仮想マシンに既
存の仮想ディスクを追加（P.216）」を参照してください。

仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ ハードディスク ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

5 [ ディスクの選択 ] ページで、[ 仮想ディスクの新規作成 ] を選択して [ 次へ ] を
クリックします。

6 [ ディスク タイプの選択 ] ページで、仮想ディスクを IDE ディスクと SCSI ディス
クのどちらにするかを選択します。

SCSI ディスク作成の要件に関する情報は、「ディスク タイプ：IDE と SCSI
（P.210）」に記載されています。

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。
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7 また、スナップショットからディスクを除外する場合は、[ ディスク タイプの選
択 ] ページの [ モード ] セクションで [ 独立 ] モードを選択して、以下のいずれか
のオプションを選択します。

［通常］　ディスクへの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］　ディスクへの変更は、するか、スナップショットまで戻っ
た時に破棄されます。

詳細については、「スナップショットの使用方法（P.239）」を参照してください。

8 [ ディスク容量の指定 ] ページで、新しい仮想ディスクの容量を設定します。

仮想ディスクは 0.1GB から 950GB の範囲内でサイズを指定できます。この選
択についての詳細は、「ディスクのサイズとファイル（P.208）」を参照してくだ
さい。

9 [ ディスク ファイルの指定 ] ページで、デフォルトのファイル名および格納場所
を受け入れるか、別の格納場所を指定します。

10 [ 完了 ] をクリックします。

ウィザードが新しい仮想ディスクを作成します。ゲスト OS は、これを新しい未
使用のハードディスクとして認識します。

11 ゲスト OS のツールを利用して新しいドライブのパーティション作成とフォー
マットを実行します。

仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加
仮想マシンから切断した既存の仮想ディスクを再接続できます。

仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ ハードディスク ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

5 [ ディスクの選択 ] ページで、[ 既存の仮想ディスクを使用 ] を選択して [ 次へ ]
をクリックします。
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6 [ 既存のディスクの選択 ] ページで、既存のディスク ファイルのパス名とファイ
ル名を入力するか、ファイルを参照して指定し、[OK] をクリックします。

Windows ホスト マシンに既存の仮想ディスク ドライブをマップする場合は、「マッ
プされたドライブの使用（Windows のみ）（P.186）」を参照してください。

仮想マシンから仮想ディスクを切断
仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ディスクを仮想マシンから切断します。以
下の手順に記載されている [ 切断 ] コマンドでは、ホスト ファイル システムからは
ファイルは削除されません。

Windows ホスト マシンにディスクをマップする場合には、仮想ディスクを切断する
必要があります。ゲストとホストとの間でデータのコピーを行うのではなく、ディス
クをホストにマップすることをお勧めします。この場合は、このセクションの説明に
従って仮想マシンからディスクを切断し、「マップされたドライブの使用（Windows
のみ）（P.186）」の説明に従ってディスクをホストにマップして、作業が終了したら
仮想マシンにディスクを再度追加します。

仮想ディスク ファイルを削除するには、手動で削除を行う必要があります。ただし、
「仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加（P.216）」の説明に従って仮想ディスクを
仮想マシンに再接続できるように、仮想ディスク ファイルを保持しておくことをお
勧めします。

仮想マシンから仮想ディスクを切断するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 切断する仮想ディスクを選択し、[ 削除 ] をクリックします。

仮想ディスクが仮想マシンから切断されます。

仮想マシンでの物理ディスクの使用
仮想マシンの外ではホストでディスクを起動する必要がなくても、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したほうがよい場合があります。

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、次の手順に従ってオペレーティン
グ システムをインストールした場合、ホストでそのデータを利用することができて
も、そのオペレーティング システムを仮想マシンの外で起動することは恐らく不可
能だという点を留意しておいてください。（仮想マシンの外部でも起動できるオペ
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レーティング システムの使用については、『VMware テクニカル ノート』の「デュア
ルブート コンピュータと仮想マシン」を参照してください。）

物理ディスクは高度な機能です。本製品に詳しいユーザー以外にはお勧めしません。
仮想マシンで物理ディスクを使用するには、仮想マシン設定エディタを使用して物理
ディスクを追加する方法のほか、新しい仮想マシンを作成して、その作成時に仮想マ
シンで使用する物理ディスクを指定する方法があります。

いずれの方法を使用する場合でも、次のセクションに記載されている要件を物理ディ
スクが満たしていることを確認してください。

物理ディスク使用の前提条件
新規仮想マシン ウィザードを実行する前、または、仮想マシン設定エディタを使用
して物理（Raw）ディスクを追加する前に、以下のタスクを実行してください。

ホストが自身のオペレーティング システムを実行中に、仮想マシンとゲスト OS
がその物理ディスク パーティションにアクセスするので、当該パーティション
がホストによってマウントされていたり、他の仮想マシンによって使用されてい
ないことを確認します。

ホストのオペレーティング システムで同時にマウントされるパーティションを
仮想マシンが変更できるように設定すると、そのパーティションが破損してしま
う可能性があります。

インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、オペレーティング シ
ステムをインストールすることができるパーティションの種類を確認します。た
とえば、Windows Vista ホストでは、システム パーティション、またはシステム 
パーティションを含む物理ディスクを仮想マシンで使用することはできません。

DOS、Windows 95、Windows 98 などのオペレーティング システムは最初のプ
ライマリ パーティションにインストールする必要がありますが、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
るオペレーティング システムもあります。

物理パーティションまたはディスクに、今後必要となるデータが含まれていない
ことを確認します。必要なデータが含まれている場合は、バックアップします。

（Windows のみ）物理ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する
場合、セカンダリ IDE チャネルのマスターが CD-ROM ドライブであれば、その
ディスクをセカンダリ IDE チャネルのスレーブとして構成しないようにしてくだ
さい。
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（Windows のみ）ご使用のホストで Windows 2000、Windows XP、または
Windows Server 2003 を実行している場合は、ダイナミック ディスクを仮想マシ
ン内の物理ディスクとして使用しないでください。使用されるディスクのタイプ
はディスク管理ツールでチェックできます。当該ディスクがダイナミック ディ
スクの場合は、以下のようにしてベーシック ディスクに変更します（データは
すべて失われます）。

a [ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - [ コンピュータ
の管理 ] - [ ディスク管理 ] を選択して、ディスク管理ツールを開きます。

b 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。

c 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。

d 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。

（Windows のみ）以下の手順を実行して、使用するパーティションがホストから
アンマップされていることを確認します。

Windows NT ホスト　ディスク アドミニストレータを使用します（[ スター
ト ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ]）。ゲスト OS をインストールするパー
ティションをハイライト表示して、[ ツール ] - [ ドライブ レターの割り当て ]
を選択します。ダイアログ ボックスで、[ パーティションに対してドライブ 
レターを割り当てない ] を選択して [OK] をクリックします。アンマップが
ただちに行われます。

Windows Server 2003/XP/2000ホスト　[ディスクの管理]を使用します（[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 ] - [ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]）。アンマップする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 ] をクリックします。

Windows Vistaホスト　[ディスクの管理]を使用します（[スタート] - [コント
ロール パネル（クラシック表示）] - [ 管理ツール ] - [ コンピュータの管理 ] - 
[ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]）。アンマップするパーティションを右クリッ
クし、[ ドライブ文字とパスの変更 ] を選択して [ 削除 ] をクリックします。

（Linux のみ）以下のようにして、デバイス グループのメンバーシップまたはデ
バイスの使用権を設定します。

a VMware Workstation を実行するユーザーが、マスター物理ディスク デバイ
スに対して読み取りおよび書き込みを実行できるようにします。ほとんどの
ディストリビューションでは、/dev/hda（IDE 物理ディスク）および
/dev/sdb（SCSI 物理ディスク）などの物理デバイスには「disk」というグ
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ループ ID が割り当てられています。この場合、VMware Workstation のユー
ザーを「disk」グループに追加することができます。

別のオプションとして、デバイスの使用権を変更することも可能です。この
オプションに関連するすべてのセキュリティ問題について検討します。

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

このように設定すると、VMware Workstation の物理ディスク構成ファイルでア
クセス権を制御できるようになります。これにより、オペレーティング システ
ムの起動に必要な構成ファイルやその他のファイルに、ブート マネージャがア
クセスできます。たとえば、LILO は、別のドライブにある Linux 以外のオペ
レーティング システムを起動する際、Linux パーティションにある /boot を読
み取る必要があります。

物理ディスクの準備が完了した後、以下のいずれかの方法によって、仮想マシン内で
物理ディスクを使用します。

物理ディスクを使用する新しい仮想マシンの作成（P.220）

仮想マシン設定エディタを使用した物理ディスクの追加（P.221）

Workstation での物理ディスクの使用に関する一般情報については、「物理ディスク
（P.210）」を参照してください。

物理ディスクを使用する新しい仮想マシンの作成
既存の仮想マシンに物理ディスクを追加するのではなく、物理ディスクを使用する新
しい仮想マシンを作成する場合は、新規仮想マシン ウィザードを使用します。

物理ディスクを使用する仮想マシンを作成するには、次の手順に従ってください。

1 「物理ディスク使用の前提条件（P.218）」に記載されているタスクが完了してい
ることを確認します。

2 仮想マシンの作成プロセスはどのタイプでも似ているため、「新規仮想マシンの
セットアップ（P.91）」の指示に従って作業を実行します。ただし、ウィザード
を実行する際に以下のオプションを使用してください。

仮想マシン構成の種類の指定を促すプロンプトが表示されたら、[ カスタム ]
を選択します。

[ディスクの選択 ]ページで [物理ディスクを使用 ]を選択し、特定のパーティ
ションを使用するか、ディスク全体を使用するかを指定します。
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特定のパーティションを使用する場合、仮想マシンにアクセスできるのは選
択したパーティションのみとなります。他のパーティションもゲスト OS か
ら認識される可能性もありますが、それらをマウント、アクセス、または
フォーマットすることはできません。

3 仮想マシンの作成が完了した後、仮想ディスクのデバイス ノードの指定や、ス
ナップショットからのディスクの除外を行う場合は、以下のように仮想マシン設
定エディタを使用します。

a 仮想マシンを選択して、[VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

b [ ハードウェア ] タブで、物理ディスクを選択して [ 詳細 ] をクリックします。

c スナップショットからディスクを除外する場合は、モードに [ 独立 ] を選択
して、以下のいずれかのオプションを選択します。

［通常］　ディスクへの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］　ディスクへの変更は、するか、スナップショットまで
戻った時に破棄されます。

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方法
（P.239）｣を参照してください。

4 物理ディスクにゲスト OS をインストールします。

必ず『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』を使用
してください。これには、サポートされている各オペレーティング システムに
対する特定の手順が記載されています。このガイドは、Workstation の [ ヘルプ ]
メニューから参照できます。

物理ディスクの使用についての詳細は、「物理ディスク（P.210）」を参照してくだ
さい。

仮想マシン設定エディタを使用した物理ディスクの追加
以下の手順で、仮想マシン設定エディタを使用して仮想マシンに新しい物理ディスク
を追加します。

仮想マシンに物理ディスクを追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。
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2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ ハードディスク ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

5 [ ディスクの選択 ] ページで、[ 物理ディスクを使用 ] を選択して [ 次へ ] をク
リックします。

6 警告が表示されたら、[OK] をクリックします。

7 [ 物理ディスクの選択 ] ページの各項目を指定して、[ 次へ ] をクリックします。

ドロップダウン リストから使用する物理ハード ディスクを選択します。
Workstation は最大 2TB までの物理ディスクをサポートします。

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ます。[ 全ディスクを使用 ] を選択した場合は、
手順  9 に進みます。

8 [ パーティションの選択 ] ページが表示されたら、仮想マシン内で使用するパー
ティションを選択して [ 次へ ] をクリックします。

このページは、手順  7 で [ 個々のパーティションを使用 ] を選択した場合に表示
されます。

選択したパーティションのみが、仮想マシンからアクセスできるようになりま
す。他のパーティションもゲスト OS から認識される可能性がありますが、それ
らをマウント、アクセス、またはフォーマットすることはできません。

9 [ ディスク ファイルの指定 ] ページで、デフォルトのファイル名および格納場所
を受け入れるか、別の格納場所を指定します。

10 仮想ディスクのデバイス ノードの指定や、スナップショットからのディスクの
除外を行うには、[ 詳細 ] をクリックします。

スナップショットからディスクを除外するには、モードに [ 独立 ] を選択して、
以下のいずれかのオプションを選択します。

［通常］　ディスクへの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］　ディスクへの変更は、するか、スナップショットまで戻っ
た時に破棄されます。

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方法
（P.239）｣を参照してください。
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11 [ 完了 ] をクリックします。

ウィザードが新しい物理ディスクを構成します。

12 物理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。

DVD/CD-ROM およびフロッピー ドライブを仮想マシンに
追加

Workstation 6 の仮想マシンには、最大 4 個の IDE デバイスと最大 60 個の SCSI デバ
イスを設定できます。これは、仮想または物理ハード ディスクでも、DVD や
CD-ROM ドライブでも構いません。

Workstation の仮想マシンは、DVD ディスクからデータを読み取ることはできます
が、仮想マシンで DVD の映画を再生することはできません。（ビデオ カードのビデ
オ オーバーレイ サポートを必要としない DVD プレーヤー アプリケーションを使用す
れば、映画を再生できる場合があります。）

このセクションでは、以下のデバイスを追加するための手順を説明します。

DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加（P.223）

フロッピー ドライブを仮想マシンに追加（P.225）

CD-ROM/DVD またはフロッピー ドライブをイメージ ファイルに接続（P.226）

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
されている場合、仮想マシンのドライブを SCSI または IDE のいずれかに設定し、ホ
ストのドライブに接続することができます。ホストの物理ドライブが SCSI ドライブ
の場合も同じことが言えます。

注意   fdisk または類似のユーティリティの使用について

物理ディスク上の1つ以上のパーティションを使用して仮想マシンのディス
クを追加した後は、ゲスト OS で fdisk あるいは同様のユーティリティを
実行してパーティション テーブルを修正しないでください。

fdisk あるいは同様のユーティリティをホスト OS 上で実行して物理ディス
クのパーティション テーブルを変更した場合は、仮想マシンの物理ディス
クを新しく作成し直す必要があります。
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DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[DVD/CD-ROM ドライブ ] を選択して [ 次へ ]
をクリックします。

5 [ ドライブ接続の選択 ] ページで、適宜選択を行って [ 次へ ] をクリックします。

6 次のいずれかを実行します。

[ 物理ドライブを使用 ] を選択した場合

a ドロップダウン リストからドライブを選択するか、[ 自動検出 ] を選択し
ます。

b CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、[ 起動
時に接続 ] の選択を解除します。

c 仮想マシン内でドライブに使用させるデバイス ノードを指定するには、[ 詳
細 ] をクリックします。

通常モードの使用で問題が発生した場合にのみ、[ レガシー エミュレーショ
ン ] を選択してください。詳細については、「DVD/CD ドライブのレガシー 
エミュレーション（P.225）」を参照してください。

d 必要な変更を行ったら、[ 完了 ] をクリックします。

[ISO イメージを使用 ] を選択した場合

a イメージ ファイルのパスとファイル名を入力するか、ファイルを参照して
指定します。

b CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、[ 起動
時に接続 ] の選択を解除します。

c 仮想マシン内でドライブに使用させるデバイス ノードを指定するには、[ 詳
細 ] をクリックします。

d 必要な変更を行ったら、[ 完了 ] をクリックします。

最初ドライバは、ゲスト OS が IDE ドライブとして認識するように設定されます。
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7 ドライブを SCSI ドライブとして認識させたい場合は、仮想マシン設定エディタ
で該当するドライブのエントリをクリックしてから、右側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
通常モード（つまり、レガシー エミュレーション モードではない）では、ゲスト OS
は DVD または CD ドライブと直接通信します。この直接通信により、マルチセッ
ション CD の読み取り、デジタル オーディオの抽出、ビデオ鑑賞、DVD および CD
ライターを使用したディスクの焼付けなどを実現できます。

一方、レガシー エミュレーション モードでは、DVD および CD ドライブのデータ 
ディスクからのみ読み取りを実行できます。通常モードの他の機能は提供されませ
ん。レガシー エミュレーション モードは、ゲスト OS が DVD または CD ドライブと
の直接通信において問題がある場合の解決策として使用します。

[VM] - [ 設定 ] で仮想マシン設定エディタを使用し、仮想マシンに接続された DVD お
よび CD ドライブの [ レガシー エミュレーション ] オプションを設定できます。

Windows ホストでは、デフォルトでこのオプションは選択されていません。

IDE ドライブを使用する Linux ホストでは、カーネルに ide-scsi モジュールが読
み込まれているかどうかによって、このオプションのデフォルト設定は異なりま
す。ide-scsi モジュールが読み込まれているか、あるいは物理 SCSI ドライブ
を使用していなければ、DVD または CD ドライブに直接接続することはできま
せん。

一度に 2 つ以上の仮想マシンが実行しており、それらの CD ドライブがレガシー エ
ミュレーション モードの場合は、CD ドライブが切断された状態で仮想マシンを起動
してください。これにより、複数の仮想マシンが同時に CD ドライブに接続されるの
を防ぐことができます。

フロッピー ドライブを仮想マシンに追加
フロッピードライブは、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 ドライブを仮想マシンに追加するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。
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仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで、[ 追加 ] をクリックしてハードウェア追加ウィザードを
起動します。

4 [ ハードウェアの種類 ] ページで、[ フロッピー ドライブ ] を選択して [ 次へ ] を
クリックします。

5 ウィザードの残りのページを、各ページの指示に従って指定します。

6 仮想マシンに 2 台目のフロッピー ドライブを追加する場合は、以下のようにし
て、仮想マシンの BIOS で 2 台目のフロッピー ドライブを有効化します。

a 仮想マシンを起動し、起動時に仮想マシン ウィンドウの内側をクリックし
て、<F2> を押して BIOS 設定ユーティリティに入ります。

b メイン スクリーンで [Legacy Diskette B] を選択し、数字キー パッドの < ＋ >
と < － > キーを使用して、使用するフロッピー ドライブのタイプを選択し
ます。<F10> を押して設定を保管します。

CD-ROM/DVD またはフロッピー ドライブをイメージ ファイルに
接続

以下のようにして、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を使用して、既存の仮
想 CD-ROM またはフロッピー ドライブをイメージ ファイル（ISO ファイル）に接続
できます。

ゲスト OS では、ISO イメージ ファイルが CD-ROM のように認識され、Windows の
エクスプローラでは CD-ROM として表示されます。

CD-ROMまたはフロッピー ドライブをイメージ ファイルに接続するには、次の手順
に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 イメージ ファイルに接続する DVD/CD-ROM ドライブまたはフロッピー ドライ
ブを選択します。

4 次のいずれかを実行します。

DVD または CD-ROM の場合は、[ISO イメージを使用 ] を選択して、パス名と
ファイル名を入力するか、ファイルを参照して指定します。
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フロッピー ドライブの場合は、以下の手順を実行します。

ファイルがすでに存在する場合は、[ フロッピー イメージを使用 ] を選
択して、パス名とファイル名を入力するか、ファイルを参照して指定
します。

新しくイメージ ファイルを作成する場合は、[ 作成 ] をクリックします。
フロッピー イメージ ファイルの保存先ディレクトリを参照して指定し、
ファイル名を指定して、[ 保存 ]（Windows ホストの場合）または [ 開
く ]（Linux ホストの場合）をクリックします。

ファイルを読み取り専用にする場合は、[ 読取り専用 ] チェック ボックスを
選択します。

5 [OK] をクリックします。

VMware 仮想ディスク マネージャの使用
VMware 仮想ディスク マネージャは Workstation のユーティリティで、これを使用し
て、スクリプト内またはコマンド ラインから仮想ディスク ファイルを作成、管理、
変更できます。

主な機能のひとつとして、仮想ディスクを拡張して、最大容量を作成時より大きくす
ることが可能です。特定の仮想マシン内に、より大きいディスク領域が必要である
が、他の仮想ディスクを追加したくない場合や、ゴースト ソフトウェアを使用して
仮想ディスク上のデータをさらに大きい仮想ディスクに転送したくない場合、仮想
ディスクの最大容量を変えることができます。これを物理ハード ドライブに対して
行うことはできません。

ディスクのタイプを変更できる機能もあります。仮想マシンを作成する時に、ディス
ク領域をどのように割り当てるかを指定します。これには、以下の 2 つの方法があ
ります。

全ての仮想ディスク領域を前もって割り当てる。これは、仮想ディスク マネー
ジャにおける、事前に割り当てられたディスク タイプに相当します。

注意   仮想ディスクのサイズを拡張するには、仮想マシンが追加のディスク領域へア
クセスするために必要な変更を行えるように、他のベンダーから追加のソフトウェア
を購入する必要があります。

仮想ディスク マネージャはディスクを拡張できますが、その内容は変更されないた
め、パーティション情報は同一のまま保持されます。仮想ディスク マネージャで作
成した追加の仮想ディスク領域を利用するためには、仮想ディスクのパーティション
情報を変更することのできる、Partition Magic などのサードパーティ製ソフトウェア
が必要です。
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仮想ディスク領域を初め小さく割り当て、必要に応じて徐々に大きくする。こ
れは、仮想ディスク マネージャにおける、拡張可能なディスク タイプに相当し
ます。

仮想ディスク マネージャを使用して、仮想ディスクのタイプ（事前割当、または拡張
可能）や格納方法（１つのファイルに格納、または 2GB のファイルに分割）を変更で
きます。例えば、初めに全てのディスク領域を仮想ディスクに割り当てた後に、ホス
ト上のハード ディスク領域の一部の回収が必要となった場合、事前割当仮想ディスク
を拡張可能ディスクに変更し、元の仮想ディスク ファイルを削除することができま
す。新しい仮想ディスクのサイズは、元の仮想ディスクの全データを入れるのに十分
な大きさになります。データが増えるにつれ、仮想ディスクは大きくなります。

スクリプトを使用して仮想ディスクの管理を自動化するこれらの機能は、
Workstation のバージョン 5.0 で新しく追加されました。

仮想ディスク マネージャを使用して、以下の作業を実行できます。

スクリプトを使用して仮想ディスクの管理を自動化する。

特定の仮想マシンに関連付けられない仮想ディスクを作成する（テンプレート用
など）。

仮想ディスクのタイプを事前割当から拡張可能へ、または拡張可能から事前割当
に切り替える。拡張可能にディスク タイプを変更した場合は、ディスク領域の
一部を回収します。仮想ディスクを圧縮して、より大きい領域を再利用すること
ができます。

仮想ディスクのサイズを、ディスク作成時に指定したものより大きくなるように
拡張する。

仮想ディスクを最適化する。

仮想マシンがオフの状態で仮想ディスクを準備、圧縮する。（Windows ホスト
のみ）。

仮想ディスク マネージャは、VMware Server および VMware Workstation で作成され
た仮想ディスクに対して使用できます。

VMware 仮想ディスク マネージャ ユーティリティの実行
VMware 仮想ディスク マネージャ ユーティリティを実行するには、ホスト OS のター
ミナルまたはコマンド プロンプトを開きます。Windows ホストでは、Workstation
ソフトウェアをインストールしたディレクトリに移動します。デフォルトで、この
ディレクトリは次の通りです。

注意   仮想ディスク マネージャを使用して、物理ディスクの作成や圧縮を行うことは
できません。
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C:\Program Files\VMware\VMware Workstation

コマンド シンタックスは次の通りです。

vmware-vdiskmanager [options]

表 9-1 は、vmware-vdiskmanager で使用できるオプションの一覧です。これらのオ
プションを使用した各種タスクの実行例については、「VMware 仮想ディスク マネー
ジャの使用例（P.231）」を参照してください。

表 9-1.  VMware 仮想ディスク マネージャ ユーティリティのコマンド

オプションとパラ
メータ 詳細

<diskname> 仮想ディスク ファイル名。仮想ディスク ファイルには .vmdk 拡張子が必要
です。
ディスク ファイルを格納するフォルダへのパスを指定します。ご使用のホスト
OS にネットワーク共有をマップした場合、ディスク ファイルの名前と正確な
パスの情報を指定して、仮想ディスクをその共有に作成できます。

-c 仮想ディスクを作成。-a、-s、または -t オプションを使用し、仮想ディスク
名を指定します（<diskname>）。

-r 
<sourcediskname>

指定の仮想ディスクを変更し、新しい仮想ディスクを作成。仮想ディスクの変
換先ディスク タイプを指定するために -t オプションを使用し、ターゲット仮
想ディスク名を指定します（<targetdiskname>）。

変換が完了し、新しい仮想ディスクが正常に作動することを確認した後で、元
の仮想ディスク ファイルを削除します。
変換された仮想ディスクを仮想マシンに認識させるには、仮想マシン設定エ
ディタを使用して、仮想マシンから既存の仮想ディスクを削除してから、変換
された仮想ディスクをその仮想マシンに追加します。「仮想マシンへの仮想
ディスクおよび物理ディスクの追加（P.214）」を参照してください。

-x <n>[GB|MB] 
<diskname>

指定の容量に仮想ディスクを拡張。新しく拡張する仮想ディスクのサイズを
GB もしくは MB で指定します。物理ディスクのサイズは変更できません。
注意：仮想ディスク マネージャ ユーティリティを実行する前に、仮想ディス
ク ファイルをバックアップしてください。

-d <diskname> 指定の仮想ディスクを最適化。最適化は拡張可能仮想ディスクのみ可能で、事
前割当仮想ディスクでは行えません。

-p <mountpoint> （Windows のみ）仮想ディスクの圧縮を準備。詳細については、「仮想ディス
ク マネージャでの仮想ディスクの圧縮（Windows のみ）（P.230）」を参照して
ください。

-k <diskname> （Windows のみ）指定された仮想ディスクを圧縮。詳細については、「仮想
ディスク マネージャでの仮想ディスクの圧縮（Windows のみ）（P.230）」を参
照してください。
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仮想ディスク マネージャでの仮想ディスクの圧縮（Windows のみ）
Windows ホスト上では、仮想ディスク マネージャを使用して、仮想マシンをパワー
オンすることなく、拡張可能仮想ディスク（物理ディスクではない）の準備と圧縮を
実行できます。仮想ディスクの圧縮を行っても、仮想ディスク自体の最大容量は減少
しません。詳細については、「仮想ディスクの圧縮（P.212）」を参照してください。

-a [ide|buslogic|
lsilogic]

ディスク アダプタ タイプを指定。新しい仮想ディスクの作成時にアダプタの
タイプを指定します。以下の中から１つのタイプを選択します。

ide　IDE アダプタ

buslogic　BusLogic SCSI アダプタ

lsilogic　LSI Logic SCSI アダプタ

-s <n>[GB|MB] 仮想ディスクのサイズを指定。サイズ <n> を GB または MB 単位のいずれかで
指定します。仮想ディスク作成時にサイズを指定します。
仮想ディスクの拡張時はサイズを指定する必要がありますが、-s オプション
は使用しないでください。

-t [0|1|2|3] 新しい仮想ディスクの作成時、または既存のディスクの再構成時に、仮想ディ
スク タイプを指定。以下の中から 1 つを指定します。
0　1 つの仮想ディスク ファイルに拡張可能仮想ディスクを作成

1　2GB に分割されたファイルに拡張可能仮想ディスクを作成

2　1 つの仮想ディスク ファイルに事前割当仮想ディスクを作成
3　2GB に分割されたファイルに事前割当仮想ディスクを作成

-q 仮想ディスク マネージャのロギングを無効化。
ロギングを有効にしていると、仮想ディスク マネージャで生成されたメッセー
ジがログ ファイルに保存されます。ログ ファイルの名前と場所は、仮想ディ
スク マネージャのコマンドが実行された後、コマンド プロンプトもしくは
ターミナル ウィンドウに表示されます。

表 9-1.  VMware 仮想ディスク マネージャ ユーティリティのコマンド（続き）

オプションとパラ
メータ 詳細

注意   仮想マシンにスナップショットが設定してある場合は、仮想ディスクの圧縮は
行えません。仮想ディスクを現在の状態に保つには、スナップショット マネージャ
を使用してスナップショットをすべて削除します。スナップショット設定後の変更を
破棄するには、スナップショットに戻ります。
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仮想ディスクを圧縮するには、次の手順に従ってください。

1 仮想ディスクの各ボリュームをマウントします。

仮想ディスクが複数のボリュームに分割されている場合は、仮想ディスクの各ボ
リューム（ドライブ C:、または D: など）を個別にマウントして準備する必要が
あります。

ボリュームをマウントする方法については、「マップされたドライブの使用
（Windows のみ）（P.186）」を参照してください。また、VMware DiskMount ユー
ティリティを使用する方法もあります。このユーティリティは、弊社の Web サ
イト （www.vmware.com/download/diskmount.html) から無料でダウンロードでき
ます。VMware DiskMount ユーザー マニュアルは、弊社の Web サイト

（www.vmware.com/pdf/VMwareDiskMount.pdf）から入手できます。DiskMount を
使用しての仮想ディスク ボリュームのマウントおよびアンマウントの方法を説
明しています。

2 仮想ディスク マネージャを使用し、「圧縮のための仮想ディスクの準備（P.233）」
の例に従って、圧縮のためにボリュームを準備します。

3 「マップされたドライブの使用（Windows のみ）（P.186）」に記載されている手
順を使用するか、VMware DiskMount を使用して、ボリュームを切断（アンマウ
ント）します。

4 仮想ディスクの各ボリュームごとに、マウント、準備、アンマウントのプロセス
を繰り返します。

5 仮想ディスク マネージャを使用し、「仮想ディスクの圧縮（P.233）」の例に従っ
て、仮想ディスクを圧縮します。

VMware 仮想ディスク マネージャの使用例
以下の例は、コマンド ラインでの各機能の使用方法を示したものです。

仮想ディスクの作成（P.232）

仮想ディスクの変更（P.232）

既存の仮想ディスク サイズを拡張（P.232）

仮想ディスクの名前変更（P.232）

仮想ディスクの最適化（P.233）

圧縮のための仮想ディスクの準備（P.233）

仮想ディスクの圧縮（P.233）

http://www.vmware.com/download/diskmount.html
http://www.vmware.com/pdf/VMwareDiskMount.pdf
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仮想ディスクの作成
新しい仮想ディスクを作成するには、次のようなコマンド ラインを使用します。

vmware-vdiskmanager -c -t 0 -s 40GB -a ide myDisk.vmdk 

これによって、BmyDisk.vmdk という名前の 40GB IDE 仮想ディスクが作成されます。
仮想ディスクは 1 つの .vmdk ファイルに格納されます。ディスク領域は事前割り当
てされません。

仮想ディスクの変更
仮想ディスクのタイプを事前割当から拡張可能に変更するには、次のようなコマンド
を使用します。

vmware-vdiskmanager -r sourceDisk.vmdk -t 0 targetDisk.vmdk 

これにより、ディスクは元の事前割当タイプから、単一の仮想ディスク ファイルで
構成される拡張可能な仮想ディスクに変更されます。仮想ディスク領域はこの時点で
事前割当ではなくなります。仮想ディスク マネージャによって仮想ディスク内の
ディスク領域が回収され、仮想ディスク領域のサイズは、保存されているデータの大
きさと同じになります。

既存の仮想ディスク サイズを拡張
仮想ディスクを拡張するには、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -x 40GB myDisk.vmdk

これにより、仮想ディスクの最大容量が 40GB に増量します。

仮想ディスクの名前変更 
仮想ディスクの名前を変更するには、まず仮想マシンからそのディスクを切断しま
す。[VM] - [ 設定 ] を選択してから、名前を変更する仮想ディスクを選択し、[ 削除 ]
をクリックします。次に、以下のコマンド例のいずれかを使用します（ファイルのパ
スは Windows ホストを想定しています）。

ディスクの名前を変更し、同一の格納場所を維持するには、次のラインを使用し
ます。
vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk myNewDisk.vmdk 

ディスクの名前を変更して異なるディレクトリに格納するには、次のラインを使
用します。
vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk ..\<new-path>\myNewDisk.vmdk 

名前の変更を行わずに、異なる場所のディレクトリにディスクを格納するには、
次のラインを使用します。
vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk ..\<new-path>\myNewDisk.vmdk 
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仮想ディスクの名前と格納場所の変更を行ったら、そのディスクを使用する仮想マシ
ンに追加し直します。手順については、「仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加

（P.216）」を参照してください。

仮想ディスクの最適化
仮想ディスクを最適化するには、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -d myDisk.vmdk

仮想ディスク作成時に全てのディスク領域を割り当てた場合は、仮想ディスクの最適
化を実行できません。また、このコマンドを使用して物理ディスクの最適化を行うこ
とはできません。

ドライブ最適化によるパフォーマンスへの影響については、「ディスク ドライブの最
適化（P.400）」を参照してください。

圧縮のための仮想ディスクの準備
仮想ディスクを圧縮する前に、ディスク（C: または D: 等）の各ボリュームに圧縮の
準備をします。以下の例では、ボリュームが M: ドライブとしてマウントされている
と仮定しています。（ボリュームのマウントに関する情報は、手順「仮想ディスクを
圧縮するには、次の手順に従ってください。（P.231）」で表示されます。）圧縮のため
に仮想ディスクのボリュームを準備するには、次のコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -p M:

準備が完了したら、ボリュームをアンマウントします。この作業を仮想ディスクの各
ボリュームに行います。全てのボリュームに圧縮の準備を行ったら、仮想ディスクの
圧縮が可能です。

仮想ディスクの圧縮
仮想ディスクを圧縮するには、ディスクが Windows ホスト上に格納されていなけれ
ばなりません。仮想ディスクを圧縮する前に、仮想ディスクの全てのボリュームに圧
縮準備を行い、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -k myDisk.vmdk

仮想ディスク作成時に全てのディスク領域を割り当てた場合は、仮想ディスクの圧縮
を実行できません。また、物理ディスクでは最適化は行えません。

仮想ディスクにスナップショットが設定されている場合は、仮想ディスクを圧縮する
ことはできません。仮想ディスクを圧縮する前に、スナップショットをすべて削除し
てください。
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仮想マシンでのデュアルブート コンピュータの使用
ユーザーの多くは、Workstation をデュアルブートまたはマルチブート コンピュータ
にインストールし、ホストに既にインストールされているオペレーティング システ
ムを仮想マシンで実行しています。Workstation とデュアルブート コンピュータとの
併用についての詳細は、『VMware テクニカル ノート』の「デュアルブート コン
ピュータと仮想マシン」を参照してください。

レガシー仮想ディスク
このセクションでは、以前のバージョンの Workstation や他の VMware 製品で作成さ
れた仮想マシンとが混在する環境における、Workstation6 の使用方法について説明
します。

VMware Workstation の仮想ハードウェアの各バージョン間における機能の互換性の
要約を、以下に示します。

Workstation 6 仮想マシンは、Workstation 6 のすべての機能をサポートしますが、
他の VMware 製品との互換性はありません。

Workstation 5 仮想マシンは、VMware Server 1.x、ESX Server 3.x、および
VMware Player 1.x と互換性があります。

Workstation Version 5.5 以降では、64 ビット ゲスト OS をサポートします。

Workstation 4 仮想マシンは、VMware GSX Server 3.x、ESX Server 2.x、および
ACE 1.0 と互換性があります。

Workstation 6 を使用して、このリストにあるすべてのバージョンの製品で作成され
た仮想マシンをパワーオンできます。ただし、Workstation の新機能の多くは、以前
のバージョンの仮想マシンでは使用できません。仮想マシンをバージョン 6 にアッ
プグレードする方法については、「仮想マシンのバージョン変更（P.64）」を参照して
ください。

仮想マシンを Workstation 6 にアップグレードしない場合には、VMware Tools を最新
のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。「VMware Tools のインス
トールとアップグレード（P.119）」で、ご使用のゲスト OS 用の手順に従ってくださ
い。新しいバージョンをインストールする前に、旧バージョンの VMware Tools を削
除しないでください。

また、Workstation 6 を使用して、バージョン 4 または 5 の仮想マシンを作成するこ
ともできます。手順については、「新規仮想マシンのセットアップ（P.91）」を参照し
てください。
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各 VMware 製品間での互換性についての情報は、『VMware 仮想マシン モビリティ プ
ラン ガイド』を参照してください。

注意   Workstation 2 または 3 の仮想マシンを Workstation 6 で使用する場合には、そ
れらの仮想マシンを Workstation 6 でパワーオンする前に、Workstation バージョン 4
以上にアップグレードしてください。
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Workstation では、2 とお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。
仮想マシンをサスペンド状態にするか、スナップショットを設定する方法です。この
章では、サスペンドとスナップショット機能および使用方法について解説します。

試験的に提供する記録 / 再生機能ではスナップショット マネージャの要素を使用
するため、仮想マシン アクティビティの記録と再生についての手順も記載されて
います。

この章では、以下のトピックについて説明します。

サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.237）

スナップショットの使用方法（P.239）

仮想マシン アクティビティの記録（試験的）（P.252）

サスペンドおよびレジューム機能の使用
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、後で同じ状
態から作業を継続する場合に効果的です。レジュームすると、仮想マシンをサスペン
ドした時点で実行されていたアプリケーションが、実行中の状態で再開されます。コ
ンテンツは、仮想マシンをサスペンドしたときと同じになります。

仮想マシンをレジュームしてから作業を行った場合、その仮想マシンをサスペンド時
の状態に戻すことはできません。仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し戻
したい場合は、「スナップショットの使用方法（P.239）」の説明に従ってスナップ
ショットを設定します。

サスペンドとレジュームの動作速度は、仮想マシンの実行中に変更されたデータ量に
よって異なります。通常、最初のサスペンド処理は、2 回目以降のサスペンド処理よ
りも時間がかかります。

仮想マシンの状態を保存 10
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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。

仮想マシンでサスペンドおよびレジュームの使用を準備するには、次の手順に従って
ください。

1 ゲスト OS に VMware Tools がインストールされていることを確認します。

手順については、「VMware Tools のインストールとアップグレード（P.119）」を
参照してください。

2 [ サスペンド ] ボタンで「ハード」サスペンド動作と「ソフト」サスペンド動作
のどちらを実行するかを、以下のようにして構成します。

a 仮想マシンを選択し、Workstation メニュー バーから [VM] - [ 設定 ] を選択し
ます。

仮想マシン設定エディタが開きます。

b [ オプション ] タブをクリックし、[ パワー ] を選択します。

c [ パワー コントロール ] セクションで、ハード サスペンド（[ サスペンド ]）
またはソフト サスペンド（[ ゲストのサスペンド ]）のどちらを使用するか
を指定します。

[ ゲストのサスペンド ] を選択した場合は、IP アドレスの解放（DHCP を使
用する Windows ゲストの場合）または仮想マシンのネットワークの停止

（Linux、FreeBSD、および Solaris ゲストの場合）のいずれかを行うスクリプ
トが実行されます。

d [OK] をクリックして仮想マシン設定エディタを終了します。

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 モードで実行中の場合は、<Ctrl>+<Alt>+<Enter>
キーを同時に押して、ウィンドウ モードに戻します。

2 Workstation ツールバーの [ サスペンド ] ボタンをクリックします。

サスペンドした仮想マシンをレジュームするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択します。

2 Workstation ツールバーにある [ レジューム ] をクリックします。
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スナップショットの使用方法
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。たとえば、トレーニング コースを作成する場合などにスナップ
ショットを利用できます。コース内の各レッスンまたはラボごとに、マシンのスナッ
プショットを設定できます。また、ソフトウェアのテストを行う場合に、別バージョ
ンのプログラムをインストールする前にスナップショットを設定し、各インストール
が同一のベースラインから開始されるようにすることができます。

スナップショット プロセス：線形処理とプロセス ツリー
スナップショットを設定し、現在の仮想マシンの状態を保存すると、いつでもその状
態に戻ることができます。スナップショットは、仮想マシンを同じ状態に繰り返し戻
る必要があるが、複数の仮想マシンを作成したくないという場合に便利です。

仮想マシンの現在の状態を一時的に保存するには、「サスペンドおよびレジューム機
能の使用（P.237）」をご覧ください。

仮想マシンのスナップショットを複数回作成して、後で戻る必要のあるすべての状態
を保存できます。複数台の仮想マシンのスナップショットを作成する場合は、各仮想
マシンごとに個別のスナップショットを作成する必要があります。たとえば、チーム
内のすべての仮想マシンのスナップショットを作成する必要がある場合には、この方
法をお勧めします。

スナップショットの線形処理
スナップショットの一般的な使用方法のひとつは、開発プロセスでの使用で、線形処
理における各ステップを保存する方法です。これによって、新しい、まだテストされ
ていないコードをプロジェクトに追加した時、新しいコードが期待通りに動作しない
場合、正確に動作する状態にまでいつでも戻ることが可能です。

他の使用例として、コンピュータ化されたトーレーニング コースが挙げられます。
各レッスンの冒頭のスナップショットを作成しておくと、時間の掛かる準備をする必
要なしに、それぞれの生徒に適した箇所に即座に戻ることができます。

図 10-1.  線形処理でのスナップショット復元ポイント

注意   スナップショットを無効にすると、Workstation のパフォーマンスが向上しま
す。スナップショット機能を必要としない場合は、無効にすることをお勧めします。

「スナップショットの無効化（P.250）」を参照してください。
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Workstation では、各線形処理で 100 個以上のスナップショットを作成することが可
能です。

プロセス ツリー内のスナップショット
スナップショットには、図 10-2 のような使用方法もあります。単一の長いシーケン
ス内のプロセスの各ステップを保存するのではなく、1 つのベースラインから分岐す
る数多くのシーケンスを保存します。この方法はソフトウェアのテスト等で頻繁に使
用されます。別バージョンのプログラムをインストールする前にスナップショットを
作成し、各インストールが同一のベースラインから開始されるようにすることができ
ます。

図 10-2.  プロセス ツリー内の復元ポイントとしてのスナップショット

Workstation では、プロセス ツリーの各ブランチに 100 個以上のスナップショットを
作成できます。

スナップショット間の関係
スナップショット間の関係は親子の関係のようなものです。
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線形処理では、各スナップショットに親スナップショットと子スナップショット
が 1 つずつ存在しますが、最後のスナップショットだけは親スナップショット
のみです。

プロセス ツリーでは、各スナップショットに親スナップショットは 1 つ存在しま
すが、子スナップショットが複数ある場合もあります。スナップショットの多く
は子スナップショットが存在しません。

仮想マシンの親スナップショットとは、現在の状態（図 10-3 の [ 現在点 ]）を表すス
ナップショットです。スナップショットの作成後は、保存されたその状態が仮想マシ
ンの親スナップショットです。前のスナップショットに [ 復元 ] または [ 移動 ] した
場合、そのスナップショットが仮想マシンの親スナップショットとなります。

図 10-3.  スナップショット間の親子関係

スナップショットの用途
このセクションのトピックでは、スナップショットの利用方法について説明します。

リスクの大きい変更を行う場合にスナップショットを活用
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、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存することができます。スナップショットを設定する
ことによって、問題が起こってもそれを最低限に抑えることができます。マルチス
ナップショット機能で複数の状態を保存しておくと、間違えを後になって気づいた時
にいつでもその場所まで戻ることができます。

スナップショット 2、3、および 4は 
スナップショット 1の子です。

スナップショット 4は 
現在点の親であり、
したがって、仮想マシンの 
親になります。
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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。
この使用方法のひとつの例として、生徒の仮想マシンを新しいクラスの授業の初めに
パワーオンするように設定すると、前の生徒の行った作業は破棄されているというこ
とになります。手順については、「パワーオフ時に戻る（P.249）」をご覧ください。

マイルストーン状況を自動的に記憶
仮想マシンがパワーオフされた時に、自動的にスナップショットが設定され、監査記
録が作業状況として保存されるように仮想マシンを構成することができます。パワー
オフ時にスナップショットを自動作成するための構成については、「仮想マシンのパ
ワーオフ時のスナップショット オプション（P.250）」を参照してください。

スナップショットに取り込まれる内容
スナップショット設定時に、スナップショットは仮想マシンの以下のものを含む全状
態を収集します。

メモリ状態　仮想マシンのメモリ コンテンツ

設定状態　仮想マシンの設定

ディスク状態　すべての仮想マシンの仮想ディスクの状態

スナップショットは個々の仮想マシンで操作されます。仮想マシンのチームを選択
してスナップショットを作成した場合、アクティブな仮想マシンの状態のみが保存
されます。「チームとチーム内の仮想マシンの表示（P.274）」を参照してください。

スナップショットに戻った時に、仮想マシンのメモリ、設定、仮想ディスクがすべて
スナップショット作成時の状態に戻ります。仮想マシンの起動時に、仮想マシンをサ
スペンド状態、パワーオン状態、パワーオフ状態のいずれかにするには、その状態で
スナップショットを作成する必要があります。

スナップショット作成のタイミング
このセクションでは、スナップショット関連の制限について説明します。

スナップショットと競合するアクティビティ
スナップショットを設定する場合、仮想マシン内で行われている他のアクティビティ
とスナップショットに戻ることによって起こりうる影響を考慮する必要があります。
一般的には、仮想マシン内のどのアプリケーションも他のコンピュータと通信を行っ
ていない時にスナップショットを設定するのが最良とされています。仮想マシンが他

注意   物理ディスクと独立ディスクの状態は、スナップショットを設定しても保存さ
れません。
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のコンピュータと通信を行っている時、特に実稼動環境にある場合、問題が起こる可
能性が高くなります。

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する状況を想定してください。スナップショットを設定した後
も、サーバにその進行状況を通信しながら仮想マシンはファイルのダウンロードを続
けます。その結果、そのスナップショットに戻った場合、仮想マシンとサーバ間の通
信は混乱しファイルの転送は失敗します。

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のデータベースにトランザ
クションを送っている時にスナップショットを設定する状況を想定してください。ト
ランザクションが始まっているがコミットされていない時にそのスナップショットに
戻ると、データベースの混乱が起こり得ます。

Workstation 4 仮想マシンに関する考慮事項
Workstation 4 で作成され、モードの異なる複数のディスクを持つ仮想マシンについ
ては、次の例外が該当します。

スナップショットと旧バージョンの仮想マシン　スナップショットを作成する前
に、Workstation 4 仮想マシンをアップグレードする必要があります。「仮想マシ
ンのバージョン変更（P.64）」を参照してください。Workstation 4 で作成した仮
想マシンとスナップショットを Workstation 6 で使用する際の詳細については、

「スナップショットと Workstation 4 仮想マシン（P.251）」をご覧ください。

モードが異なる複数のディスクとスナップショット　仮想マシンに、モードの異
なる複数のディスクがある場合は、スナップショットを作成する前にする必要が
あります。例えば、独立ディスクを必要とする特殊な目的を持つ構成では、ス
ナップショットを設定する前にしてください。

バックグラウンド アクティビティとしてスナップショットを
有効化

スナップショットの設定は即時的なものではありません。デフォルトでは、環境設定
により、スナップショットをバックグラウンド プロセスとして作成できます。この
方法では、Workstation がバックグラウンドでスナップショットを作成している間に、
ユーザーは作業を続行できます。

Workstation が保留中のスナップショットの処理を完了する前に、他のスナップ
ショットを作成、またはスナップショットに戻った場合、進行状況ダイアログが表示
されます。この場合、次のスナップショットを設定、または操作を開始する前に、保
留のスナップショットの操作が完了するのを待つ必要があります。

遅いハード ディスクを持つホストでバックグラウンド スナップショット機能を使用
すると、パフォーマンスに影響を与える場合があります。スナップショットの作成ま
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たは復元時にパフォーマンスに著しい低下が見られる場合は、以下の手順に従って、
このオプションを解除してください。

バックグラウンド スナップショットを有効または無効にするには、次の手順に従っ
てください。

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

2 [ 優先順位 ] タブをクリックし、以下のいずれかの作業を実行します。

バックグラウンド スナップショットを有効にするには、[ スナップショット ]
エリアのチェックボックスを選択します。

バックグラウンド スナップショットを無効化するには、チェックボックス
を選択解除します。

3 [OK] をクリックし、仮想マシンを再起動させます。

仮想ディスクをスナップショットから除外
特定の構成では、一部のディスクをスナップショットに戻し、他のディスクの変更は
保持しておくことが必要な場合があります。たとえば、オペレーティング システム
とアプリケーションが含まれたディスクはスナップショットで元の状態に保持しつ
つ、ドキュメントが含まれたディスクへの変更は常に残るようにしなければならない
場合があります。

その場合、ディスク モードを変更してスナップショットから仮想ディスクを排除し
てください。ディスク モードの変更を試みる前に、にし、既存のスナップショット
をすべて削除してください。

すべてのスナップショットから仮想ディスクを除外するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで、除外するドライブを選択して、[ 詳細 ] をクリックし
ます。

4 [ 詳細 ] ダイアログ ボックスで、[ 独立 ] を選択し、以下のいずれかのオプション
を選択します。
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［通常］　ディスクへの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
すべてそのまま残されます。

［読み取り専用］　ディスクへの変更は、するか、スナップショットまで戻っ
た時に破棄されます。

スナップショット マネージャでのスナップショットの操作
スナップショット マネージャを使用すると、アクティブな仮想マシンのすべてのス
ナップショットをレビューして、直接操作できます。図 10-4 は、スナップショット 
マネージャの各部分を示したものです。

図 10-4.  スナップショット マネージャ（Windows ホスト）

スナップショット ツリーには、仮想マシンのすべてのスナップショットが、スナッ
プショット間の関係を示すよう整理されて表示されます。[ 現在点 ] アイコンはス
ナップショットではありません。仮想マシンの現在の状態を表わします。「スナップ
ショット間の関係（P.240）」を参照してください。

注意   マウスのポインタをスナップショットの上に合わせると（クリックはしない）、
そのスナップショットの名前が完全に表示されます。長い名前がスナップショット 
ツリー画面に入りきらず途切れている場合に便利です。

スナップ
ショット
ツリー

詳細

記録のスナップ
ショット

通常のスナップ
ショット 

リンククローン
のスナップ
ショット

選択したスナッ
プショットの画
面のサムネール

コマンド ボ
タン
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図 10-5 に示されるように、Linux ホストではスナップショット マネージャの外観が
やや異なります。

図 10-5.  スナップショット マネージャ（Linux ホスト）

Linux では、ウィンドウの上部にあるツールバーを右クリックしてアイコンのスタイ
ルを変更します。アイコンとテキスト、アイコンのみ、テキストのみといった表示が
可能です。

スナップショット マネージャを使用して実行することのできるスナップショット操
作は、次のとおりです。

[ スナップショットの設定 ]　[ 現在点 ] アイコンが選択されている場合、スナップ
ショットを作成します。スナップショットは、仮想マシンがパワーオン、パワー
オフ、またはサスペンドの状態の時に設定できます。詳細については、「スナッ
プショットの作成（P.248）」を参照してください。

[移動]/[再生]　スナップショットを選択した場合は、ボタンのラベルが[移動]に
なります。記録を選択した場合は、ラベルが [ 再生 ] になります。

[ 移動 ] では、仮想マシンの状態を、選択されたスナップショットの作成時の
状態にリストアします。スナップショットのダブルクリックは、そのスナッ
プショットを選択して [ 移動 ] ボタンをクリックすることと同じです。
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[ 再生 ] では、仮想マシンの状態を、記録が開始された時点の状態に戻しま
す。その後、仮想マシンは、記録中に実行されたアクティビティと同じア
クティビティを再現します。記録をダブルクリックすると、記録を選択し
て [ 再生 ] をクリックした場合と同じ動作になります。この機能についての
詳細は、「仮想マシン アクティビティの記録（試験的）（P.252）」を参照して
ください。

[ クローン作成 ]　クローンと呼ばれる、スタンドアロンの仮想マシンを作成しま
す。スナップショットからクローンを作成する前に、してください。クローンに
関する詳細は、「仮想マシンのクローン（P.261）」をご覧ください。

[ 削除 ]　選択したスナップショットまたは記録を削除します。スナップショット
または記録、およびそれらの子をすべて削除するには、対象のスナップショッ
トまたは記録を右クリックして、[ スナップショットと子スナップショットを削
除 ] または [ 記録およびその子記録を削除 ] を選択します。スナップショットま
たは記録を削除しても、他のスナップショットや記録または仮想マシンの現状
に影響はありません。

スナップショットおよび記録をすべて選択するには、任意のスナップショットま
たは記録を右クリックして [ すべて選択 ] を選択します。

スナップショット マネージャを使用するには、次の手順に従ってください。

1 以下のいずれかの手順を実行して、スナップショット マネージャを開きます。

Workstationメニュー バーで、[VM] - [スナップショット] - [スナップショット 
マネージャ ] を選択します。

Workstationツールバーで、[仮想マシンのスナップショットを管理]アイコン
をクリックします。

2 次のいずれかを実行します。

スナップショットまたは記録を選択して、必要なアクションのボタンをク
リックします。<Ctrl> を押しながらスナップショットおよび記録をクリッ
クすると、複数の項目を選択できます。

注意   スナップショットからクローンが作成されている場合、そのスナップ
ショットはロックされた状態になります。ロックされたスナップショットを削除
すると、そのスナップショットから作成されたクローンは動作しなくなります。

注意   仮想マシンがクローン作成用のテンプレートに指定されている場合は、そ
のマシンに関連するスナップショットは削除できません。リンククローンのテン
プレート設定についての詳細は、「リンククローンと親仮想マシンへのアクセス

（P.266）」を参照してください。
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スナップショットまたは記録を右クリックして、表示されるコンテキスト 
メニューから必要なアクションを選択します。

これらのアクションは、この手順の前のテキストで説明されています。

スナップショットの作成
スナップショットは、仮想マシンがパワーオン、パワーオフ、またはサスペンドの状
態の時に設定できます。仮想マシンをサスペンドしている時は、サスペンドの作業が
完了するまでスナップショットは設定しないでください。「スナップショットと競合
するアクティビティ（P.242）」に記載されているとおり、仮想マシンが他のコン
ピュータとの通信中には、スナップショットを作成しないでください。

スナップショットを作成するには、次の手順に従ってください。

1 次のいずれかを実行します。

Workstationツールバーで、[仮想マシンのスナップショットを設定]アイコン
をクリックします。

Workstation メニュー バーで、[VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショット
の設定 ] を選択します。

スナップショット マネージャで、[ 現在点 ] アイコンが選択された状態で [ ス
ナップショットの設定 ] をクリックします。（スナップショット マネージャ
を開くには、[VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を
選択します。）

2 スナップショットの固有の名前と説明を入力します。

説明は必須ではありませんが、スナップショットに取り込んだ仮想マシンの状態
に関するメモの記録に役立ちます。名前と説明はいつでも変更できます。

3 [OK] をクリックします。

スナップショットのリストア  
Workstation では [ 復元 ] と [ 移動 ] コマンドを使用して、スナップショットを復元で
きます。次のセクションではこの 2 つのコマンドについて説明します。

注意   仮想マシンの使用においてパフォーマンスが非常に重視される場合は、スナッ
プショットの作成前にゲスト OS のドライブを最適化することをお勧めします。ゲス
ト OS のツールを使用して、最適化ユーティリティを実行します。

詳細については、「スナップショットとリンククローンの最適化に伴うパフォーマン
スへの影響（P.401）」を参照してください。
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スナップショットまで戻る 
[ 復元 ] は、仮想マシンの親スナップショットへの移動のショートカットです。つま
り、[ 現在点 ] の親スナップショットに移動します。「スナップショット間の関係

（P.240）」を参照してください。[ 復元 ] によって、即座に仮想マシンの現状の親ス
ナップショットがアクティブになります。現在のディスクとメモリの状態は破棄さ
れ、仮想マシンは親スナップショットのディスクとメモリ状態に戻ります。

親スナップショットまで戻るには、Workstation メニュー バーで [VM] - [ スナップ
ショット ] - [ スナップショットまで戻る ] を選択するか、Workstation ツールバーの
[ 復元 ] ボタンをクリックします。

スナップショットに移動
このコマンドは、指定されたスナップショットをアクティブにします。[ 復元 ] とは
異なり、[ 移動 ] コマンドは現状の親スナップショットに限らず、どのスナップ
ショットでも選択できます。

スナップショットに移動するには、Workstation メニュー バーで [VM] - [ スナップ
ショット ] を選択して、該当するスナップショットの名前を選択します。または、ス
ナップショット マネージャで、スナップショットを選択して [ 移動 ] をクリックしま
す。（スナップショット マネージャを開くには、[VM] - [ スナップショット ] - [ スナッ
プショット マネージャ ] を選択します。）

パワーオフ時に戻る
この設定で、パワーオフ時に常に仮想マシンが親スナップショットの状態に戻るよ
うになります。仮想マシンの親スナップショットとは、現在の状態（[ 現在点 ]）を
表すスナップショットです。「スナップショット間の関係（P.240）」を参照してくだ
さい。

仮想マシンがパワーオフ時にスナップショットに戻るよう設定するには、次の手順に
従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ スナップショット / 再生 ] を選択します。

4 [ パワーオフ時 ] のセクションで [ スナップショットまで戻る ] を選択します。

パワーオフ時にその仮想マシンのスナップショットを作成するよう設定することも
できます。このパワーオフ オプション、および他のパワーオフ オプションについて
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は、「仮想マシンのパワーオフ時のスナップショット オプション（P.250）」をご覧く
ださい。

スナップショットの無効化
スナップショットを無効化すると Workstation の処理速度と応答時間は向上します
が、スナップショットを使用しない場合には、仮想マシンに対して加えられたすべて
の変更は永続的となり、以前の状態をリストアすることはできません。

また、スナップショット機能を無効にすると、試験的にサポートされている記録 / 再
生機能が使用できなくなります。詳細については、「仮想マシン アクティビティの記
録（試験的）（P.252）」を参照してください。

スナップショットを無効化する場合は、仮想マシンに現在スナップショットがないこ
とを確認してください。スナップショットがある場合は、「スナップショット マネー
ジャでのスナップショットの操作（P.245）」の手順に従ってそれらを削除してくださ
い。その後で、以下の手順を実行できます。

スナップショットを無効にするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ スナップショット / 再生 ] を選択します。

4 [ スナップショット ] セクションで、[ スナップショットを無効にする ] を選択し
て [OK] をクリックします。

このチェックボックスが使用できない場合は、スナップショットがすでに作成さ
れていますので、「スナップショット マネージャでのスナップショットの操作

（P.245）」の手順に従って削除する必要があります。

仮想マシンのパワーオフ時のスナップショット オプション
仮想マシンのパワーオフ時に毎回、自動的にスナップショットに戻るように、または
新たなスナップショットを作成するように、仮想マシンを設定することができます。

[ パワーオフ時 ] には次のオプションがあります。

スナップショットの変更をしない　スナップショットへの変更を行わずにパワー
オフします。



VMware, Inc. 251

第 10 章 仮想マシンの状態を保存

スナップショットまで戻る　仮想マシンの現状の親スナップショット（スナップ
ショット マネージャのウィンドウ内の [ 現在点 ] の親スナップショット）に戻り
ます。この設定を行うと、仮想マシンは常に親スナップショットが作成された時
の状態から開始します。

スナップショットに戻ることにより、変更は破棄されます。たとえば、コン
ピュータの授業でインストラクターが授業終了時にすると、生徒が行った変更が
破棄され、次の授業でまた元の状態から始めることができます。

スナップショットを新規作成する　仮想マシンのパワーオフ後の状態で新しいス
ナップショットを作成します。この設定は、マイルストーンを自動的に保存する
場合に便利です。スナップショットはスナップショット マネージャに表示され
ます。した時の日付と時間がスナップショットの名前になります。パワーオフ時
に自動スナップショットが作成された旨のメッセージが表示されます。

選択画面を表示　する度に、そのままパワーオフするか、スナップショットに戻
るか、スナップショットを作成するかの指定を求めるプロンプトを表示します。

パワーオフ時に実行されるスナップショット オプションを設定するには、次の手順
に従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ スナップショット / 再生 ] を選択します。

4 [ パワーオフをした時 ] セクションで、オプションを選択します。

これらのオプションについての説明は、このトピックの冒頭およびオンライン 
ヘルプをご覧ください。

5 [OK] をクリックします。

スナップショットとWorkstation 4 仮想マシン
Workstation 4 の仮想マシンでは、マルチスナップショットをサポートしていません。
Workstation 6 の機能をすべて使用するには、アップグレードする必要があります。

アップグレードする Workstation 4 仮想マシンにスナップショットがある場合には、
まずスナップショットを削除する必要があります。これまで使用していた
Workstation 4.x アプリケーションを使用してスナップショットを削除してから、
Workstation 6 にアップグレードします。その後、「仮想マシンのバージョン変更

（P.64）」の説明に従って、仮想マシンをアップグレードできます。
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アップグレードを行わない場合は、Workstation 4 で引き続きその仮想マシンを使用
できますが、マルチスナップショット機能は使用できません。

仮想マシン アクティビティの記録（試験的）
この試験的にサポートされている機能は、ソフトウェア開発者および QA エンジニア
を対象としています。記録 / 再生機能では、一定の期間内における Workstation 5 ま
たは 6 の仮想マシンのすべてのアクティビティを記録できます。Workstation のムー
ビー キャプチャ機能とは異なり、記録 / 再生機能では、記録を行っている期間中の
仮想マシンの操作と状態を完全に複製できます。

仮想マシンの記録 / 再生機能を有効にした後で、[ 記録 ] ボタンをクリックすると記
録が開始されます。[ 停止 ] ボタンをクリックすると、記録が終了して、ライブに切
り替えられます。複数の記録を作成し、スナップショット マネージャを使用してそ
れらの記録の命名、削除、および再生を行うことができます。また、記録の実行ト
レース ファイルを作成して、その記録内で発生したイベントを記録することもでき
ます。

記録を再生することは、スナップショットへ戻る操作と似ている面があります。記録
を再生する際、仮想マシンの現在の状態は失われて、記録時の状態が再現されます。
記録の再生中はいつでも、[ 停止 ] ボタンを押した時点の仮想マシンの状態からゲス
ト OS の操作を再開できます。

以下のセクションでは、この機能を有効化して使用する方法について詳細に説明し
ます。

ハードウェアおよび仮想ハードウェアの要件（P.252）

仮想マシン アクティビティの記録と再生（P.254）

ハードウェアおよび仮想ハードウェアの要件
以下のリストは、この機能の要件と制限事項について記載したものです。

ホスト CPU　最適なパフォーマンスを実現するために、この機能を使用する際に
は Intel P4 プロセッサを備えたコンピュータを使用してください。他のプロセッ
サでは、記録の作成時および再生時の動作が遅くになります。

Intel P4 プロセッサを備えていないホスト コンピュータ上で記録 / 再生機能を使
用する場合、記録 / 再生機能を有効にして仮想マシンをパワーオンすると、ハー

警告   試験的にサポートしている機能は、実働システムでの使用を意図したものでは
ありません。記録 / 再生機能を有効にした場合、ホストがクラッシュしてデータが失
われる可能性があります。
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ドウェア アクセラレーションが無効化されることを伝えるメッセージが表示さ
れます。

仮想マシンのバージョン　記録できるのは、Workstation 5 および 6 の仮想マシン
のみです。

サポートされるオペレーティング システム　記録 / 再生機能は、以下のゲスト OS
の 32 ビット版でのみ使用できます。

Windows 2000

Windows XP

Windows 2003

Windows Vista

Red Hat Enterprise Linux 3 および 4

SUSE Linux 9.3 および 10.x

SMP オペレーティング システムはサポートされていません。サポートされてい
ないオペレーティング システム上で記録 / 再生機能を有効にしようとしても、
仮想マシンは、記録 / 再生機能を無効にするまでパワーオンされません。

サポートされない仮想デバイス　記録 / 再生機能を有効にする前に、仮想マシン
設定エディタを使用して、以下のデバイスを仮想マシンから削除してください。

フロッピー ドライブ

CD-ROM ドライブ

USB コントローラ

サウンド アダプタ

Generic SCSI デバイス

LSI Logic アダプタ

さらに、記録セッション中は、ネットワークへの仮想マシンの接続や、ネット
ワークからの仮想マシンの切断は行わないでください。

ディスク容量　記録で使用されるディスク容量は、記録セッション中に仮想マシ
ン上で生じたアクティビティの種類によって異なります。相当な量のディスク容
量が必要となることが予想されます。

注意   仮想マシンから CD-ROM ドライブを削除する前に、ゲスト OS に
VMware Tools をインストールしておく必要があります。VMware Tools のイ
ンストール時に、Workstation は一時的に、仮想マシンの最初の仮想
CD-ROM ドライブをゲスト OS 用の該当する ISO イメージ ファイルに接続
します。
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ディスク モード　仮想マシンの仮想ハード ディスクが独立モードに設定されて
いる場合は、記録 / 再生機能を使用できません。これは、仮想マシン アクティ
ビティの記録において、ディスクに関するデータを「連続したスナップショッ
ト」に書き込む必要があるためです。ディスク モードを変更するには、仮想マ
シン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [ ハード ディスク ] - [ 詳細 ]）
を使用します。

仮想マシン アクティビティの記録と再生
このセクションでは、記録 / 再生機能の有効化、記録の作成、記録の実行トレース 
ファイルの作成、記録の再生、および記録の管理を行う手順について説明します。

このセクションでは、以下の手順について解説します。

仮想マシンの記録 / 再生機能を有効にするには、次の手順に従ってください。
（P.254）
再生ツールバーを表示するには、次の手順に従ってください。（P.255）

記録を再生するには、次の手順に従ってください。（P.256）

再生の速度を調整するには、次の手順に従ってください。（P.257）

記録の実行トレース ファイルを作成するには、次の手順に従ってください。
（P.258）
記録を削除するには、次の手順に従ってください。（P.258）

仮想マシンの記録 /再生機能を有効にするには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンが、「ハードウェアおよび仮想ハードウェアの要件（P.252）」に記載
されている要件を満たしていることを確認します。

2 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

3 仮想マシンを選択して、[VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが表示されます。

4 [ オプション ] タブをクリックし、[ スナップショット / 再生 ] を選択します。

5 [ スナップショット / 再生 ] 設定パネルで、以下の設定を使用します。

[スナップショットを無効にする]チェックボックスが選択されていないこと
を確認します。

[ 実行の記録と再生を有効にする ] チェックボックスを選択します。

注意   この機能を有効にする前に、ゲスト OS に VMware Tools をインストールしてお
く必要があります。VMware Tools のインストールには、仮想マシンに仮想 CD-ROM
ドライブが必要です。
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6 [OK] をクリックします。

再生ツールバーを表示するには、次の手順に従ってください。

[ 表示 ] - [ ツールバー ] - [ 再生 ] を選択します。

[ 再生 ] ツールバーが、現在表示されている他のツールバーの右側に表示されます。
このツールバーには、以下のボタンがあります。

最後の記録を再生　選択されている仮想マシンについて作成した最後の記録を再
生します。仮想マシンがパワーオフされている場合は、サスペンドされている場
合と同じようにレジュームされます。

以前の記録を再生するには、スナップショット マネージャを使用します。[VM] - 
[ スナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を選択します。

記録　仮想マシンのスナップショットを設定し、記録を開始します。

停止　記録の作成を停止します。または、現在再生中の記録を停止します。

記録を作成するには、次の手順に従ってください。

1 マシンをオンにします。

2 記録の作成を開始するには、ツールバーの [ 記録 ] ボタンをクリックするか、
[VM] - [ 再生 ] - [ 記録 ] を選択します。

スナップショットが設定され、記録を実行中であることを示すアイコンがステー
タス バーに表示されます。

[ 記録 ] コマンドが使用できない場合は、この機能が有効になっていないか、
ハードディスクが独立モードに設定されている可能性があります。「仮想マシン
の記録 / 再生機能を有効にするには、次の手順に従ってください。（P.254）」を
参照してください。

3 表示される [ 記録の作成 ] ダイアログ ボックスで各項目を指定して、[OK] をク
リックします。

注意   記録 / 再生機能を有効にすると、デバッグ モードが自動的に [ 完全 ] に設定さ
れます。後で記録 / 再生機能を無効にする場合は、デバッグ モードの設定を手動で
[ 通常 ] に戻す必要があります。「デバッグ モードをオフにする（P.396）」を参照し
てください。

注意   記録を行っている間は、Workstation を終了したり、仮想マシンをバック
グラウンドで実行させたりしないようにしてください。これらを行うと、仮想
マシンがクラッシュする場合があります。仮想マシンをバックグラウンドで実
行させる前には、必ず、記録の作成を停止してください。
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4 記録の作成を停止するには、ツールバーの [ 停止 ] ボタンをクリックするか、
[VM] - [ 再生 ] - [ 停止 ] を選択します。

5 記録の名前の変更、説明の追加または変更、記録の削除を行うには、[VM] - [ ス
ナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を選択します。

記録を再生するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 仮想マシンがパワーオンされており、仮想マシンの現在の状態を失わないように
するに、その仮想マシンのスナップショットを作成してください。

手順については、「スナップショットを作成するには、次の手順に従ってくださ
い。（P.248）」を参照してください。

3 次のいずれかを実行します。

仮想マシンについて最後に作成した記録を再生するには、ツールバーの [ 最後の
記録を再生 ] ボタンをクリックするか、[VM] - [ 再生 ] - [ 最後の記録を再生 ] を選
択します。

以前の記録を再生するには、スナップショット マネージャを使用して以下の手
順を実行します。

a [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を選択します。

b 再生する記録スナップショットを選択して、[ 再生 ] をクリックします。

記録のスナップショットについては、図 10-4「スナップショット マネー
ジャ（Windows ホスト）」（P.245）を参照してください。

4 表示されるダイアログ ボックスで、記録の再生を開始することを確認します。

5 （オプション）記録の再生速度を遅くするには、「再生の速度を調整するには、次
の手順に従ってください。（P.257）」を参照してください。

6 （オプション）記録中に発生したイベントのトレース ファイルを作成するには、
「記録の実行トレース ファイルを作成するには、次の手順に従ってください。
（P.258）」を参照してください。

7 （オプション）記録の再生を途中で停止するには、以下のいずれかを実行します。

［VM] - [ 再生 ] - [ 停止 ] を選択します。

[ 再生 ] ツールバーの [ 停止 ] ボタンをクリックします。

仮想マシンの内側をクリックして仮想マシンへのキーボード入力を有効にし
てから、<L> キー（「ライブに切り替える」キー）を押します。

これにより、仮想マシンの操作を再開できます。
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記録の一時停止や逆再生は実行できません。記録の再生を途中で停止してから再び
[ 最後の記録を再生 ] をクリックした場合、記録の再生は、[ 停止 ] をクリックした
時点からではなく、冒頭から開始されます。

再生の速度を調整するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンの記録の再生をすべてスローモーションで開始するよう設定するに
は、次の手順を実行します。

a 仮想マシンはオフの状態にしておきます。

b 仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に次の行を追加します。

replay.halt_delay = "<microseconds>"

ここで、<microseconds> は、再生時に仮想プロセッサを停止させる時間
（マイクロ秒）の値です。この設定は、停止エミュレーションの動作を制御
します。デフォルトは 0 です。この設定は、記録の再生をリアルタイムで
行います。最大値は 10000 です。

c ファイルを保存して閉じます。

再生中に再生速度をさらに速くしたい場合や遅くしたい場合は、手順 3 で
説明しているキーボード ショートカットを使用してください。

2 「記録を再生するには、次の手順に従ってください。（P.256）」の説明に従って、
記録を再生します。

3 キーボード ショートカットを使用して記録の再生速度を調整するには、以下の
手順を実行します。

a 仮想マシンの内側をクリックして、仮想マシンへのキーボード入力を有効に
します。

b 以下の各キーを押して、再生速度を制御します。

<下矢印 >　再生速度を 10 マイクロ秒ずつ遅くします。

<左矢印 >　再生速度を 100 マイクロ秒ずつ遅くします。

<上矢印 >　再生速度が遅くなっている場合に、10 マイクロ秒ずつ速度
を速くします。

注意   このステップは、キーボード ショートカットを使用して再生速度を変更す
るための前提条件ではありません。このステップは、記録の再生速度を、100 ま
たは 200 マイクロ秒ではなく、10000 マイクロ秒などの大きな単位で遅くした
い場合に便利です。
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<右矢印>　再生速度が遅くなっている場合に、100マイクロ秒ずつ速度
を速くします。

キーを繰り返し押すと、押したキーに応じて 10 または 100 マイクロ秒ずつ
再生速度が増減します。

記録の実行トレース ファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

1 「記録を再生するには、次の手順に従ってください。（P.256）」の説明に従って、
記録の再生を開始します。

2 記録が行われている間に発生したイベントを記録する実行トレース ファイルを
作成するには、仮想マシンの内側をクリックして仮想マシンへのキーボード入力
を有効にしてから、<T> キー（「トレース」キー）を押します。

トレース ファイルが、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）の格納されている
ディレクトリ内に作成されます。ファイル名は ReplayTrace-<timestamp>.gz

となります。<timestamp> は、<T> キーを押した際の時刻です。

3 トレース ファイルを終了するには、<T> キーを再度押すか、[ 再生 ] ツールバー
の [ 停止 ] ボタンをクリックします。

それ以外の場合、トレース ファイルは記録が最後まで再生されると終了します。

記録の再生が終わる前に <T> キーを押してトレース ファイルを終了させ、そ
の後で再度 <T> キーを押した場合は、新たに別のトレース ファイルが作成さ
れます。

記録を削除するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

2 [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を選択します。

3 スナップショット マネージャのウィンドウで、記録を選択して [ 削除 ] をクリッ
クします。

仮想マシンのアクティビティや記録時間の長さによっては、記録が消費するディ
スク容量が非常に大きくなる場合があります。保存する必要のない記録は削除し
てください。

注意   再生速度の最大値はリアルタイムであることに留意してください。記録の
再生速度を 10 マイクロ秒だけ遅くしている場合、< 右矢印 > を押しても再生速
度は 10 マイクロ秒しか速くなりません。

注意   トレース ファイルの作成中は、記録の再生速度が著しく低下します。
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この章では、仮想マシンのクローンの作成と構成について説明します。この章では、
以下のトピックについて説明します。

クローンの概要（P.261）

クローンの作成（P.263）

クローンの操作（P.264）

クローンの概要 
クローンは既存の仮想マシンのコピーです。その既存の仮想マシンは、クローンの
親になります。クローン処理が完了すると、クローンは独立した仮想マシンとなり
ます。

クローンに行った変更は、親仮想マシンに影響を与えません。親仮想マシンに
行った変更も、クローンには表示されません。

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

仮想マシンの現在の状態を保存してその状態を復元できるようにするには、スナップ
ショットを作成します。仮想マシンのコピーを作成して個別に使用する場合は、ク
ローンを作成します。

クローンは独立した仮想マシンですが、リンククローンの場合には仮想ディスクを親
仮想マシンと共有します。リンククローンの詳細については、「完全クローンとリン
ククローン（P.262）」を参照してください。

仮想マシンのクローン 11
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クローンを作成する理由
ゲスト OS とアプリケーションのインストールは、かなりの時間を要します。クロー
ン機能を使用すると、一度のインストールと構成で仮想マシンのコピーを多数作成す
ることが可能です。

クローンは、以下の例のように多数の同一の仮想マシンをグループに配置する必要が
ある場合に便利です。

仮想マシンのクローンを作成し、必要なオフィス アプリケーションを構成済み
の状態で各従業員に提供することができます。

完成な開発環境を構成した仮想マシンをソフトウェアテストの基本構成として用
い、その仮想マシンのクローンを繰り返し作成して使用することができます。

教師はその学期に必要な授業や研究を予め設定した仮想マシンを、各生徒のため
にクローンを作成し、そのクローンを各生徒に提供することができます。

クローン機能を使用すると、ホスト ファイルシステムを参照したり、すべての構成
ファイルを指定したかを心配することなく、仮想マシンの完全なコピーを作成でき
ます。

完全クローンとリンククローン
クローンには、完全クローンとリンククローンの 2 つのタイプがあります。

完全クローン
完全クローンは、独立した仮想マシンのコピーで、クローン作成後に親仮想マシン
とは何も共有しません。完全クローンの作業は、完全に親仮想マシンとは別に行わ
れます。

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

リンククローン
リンククローンは、クローン作成後継続的に親仮想マシンと仮想ディスクを共有する
仮想マシンのコピーです。リンククローンは親仮想マシンのスナップショットから作
成されます。（詳細は、「スナップショット プロセス：線形処理とプロセス ツリー

（P.239）」を参照してください。）これにより、ディスク領域を節約でき、また、複数
の仮想マシンで同じソフトウェアを使用できるようになります。
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スナップショットの瞬間に親仮想マシンで利用可能なすべてのファイルは、リンクク
ローンで使用し続けることができます。親仮想マシンの仮想ディスクへの継続的な変
更は、リンククローンには影響しなく、リンククローンのディスクへの変更は、親仮
想マシンには影響しません。

リンククローンは親仮想マシンへのアクセスが必要になります。親仮想マシンにアク
セスできない場合は、リンククローンを使用できません。「リンククローンと親仮想
マシンへのアクセス（P.266）」を参照してください。

リンククローンの作成は素早くできるので、各タスクにそれぞれ独自の仮想マシンを
容易に作成することができます。他のユーザーがリンククローンを作成できるよう
に、ローカル ネットワーク上に仮想マシンを保存して他のユーザーと仮想マシンを
容易に共有することも可能です。これは、共同作業をも促進します。たとえば、サ
ポート チームは仮想マシンのバグを複製し、エンジニアはその仮想マシンのリンク
クローンを作成してバグの処理を行うことができます。

親仮想マシンの完全クローンとスナップショット
完全クローンは、完全で独立した仮想マシンのコピーです。しかし、完全クローンは
クローン作成時の仮想マシンの状態のみを複製します。従って、完全クローンは親仮
想マシンに設定されたスナップショットにアクセスすることはできません。

クローンの作成
仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、クローンの作成を行うことができ
ます。親仮想マシン ファイルの検索をしたり、手動でコピーを作成する必要はあり
ません。仮想マシンのクローン作成ウィザードでは、クローンのための新しい MAC
アドレス、および他の独自の ID が自動的に作成されます。

仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用してクローンを作成するには、次の手順
に従ってください。

1 リンククローンを作成する場合は、ゲスト OS のドライブを最適化してからリン
ククローンを作成してください。

ゲスト OS のツールを使用して、最適化ユーティリティを実行します。

詳細については、「スナップショットとリンククローンの最適化に伴うパフォー
マンスへの影響（P.401）」を参照してください。

注意   Workstation 4 仮想マシン、および他の VMware 製品で作成された Version 4 互換
の仮想マシンについては、それらのクローンを作成する前に、Workstation Version 5
以上の仮想マシンにアップグレードする必要があります。「仮想マシンのバージョン
変更（P.64）」を参照してください。
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2 クローン作成するします。

パワーオンまたはサスペンド状態にある仮想マシンからクローンを作成すること
はできません。

3 [ お気に入り ] リストで、クローンを作成する仮想マシン名をクリックするか、
サマリ ウィンドウで仮想マシンのタブをクリックします。

4 Workstation メニュー バーで、[VM] - [ クローン作成 ] を選択して、仮想マシンの
クローン作成ウィザードを開きます。

5 [ ようこそ ] ページで、[ 次へ ] をクリックします。

6 [ クローンの作成元 ] ページで、親仮想マシンのどの状態からクローンを作成す
るか選択し、[ 次へ ] をクリックします。

クローンの作成元として、以下のいずれかを選択できます。

仮想マシンの現在の状態。Workstation は、仮想マシンのクローンを作成す
る前に、スナップショットを作成します。

既存のスナップショット。既存のスナップショットのドロップダウン メ
ニューからスナップショット名を選択します。

7 [ クローンのタイプ ] ページで、リンククローンと完全クローンのどちらを作成
するかを指定して、[ 次へ ] をクリックします。

これらのクローンの違いについては、「完全クローンとリンククローン（P.262）」
を参照してください。

8 [ 新規仮想マシンの名前 ] ページで、クローンされた仮想マシンの名前とパス名
を入力して、[ 完了 ] をクリックします。

デフォルトの名前とパスは、親仮想マシンの名前と場所に基づいて作成されま
す。新しい名前とパスを入力できるほか、クローン ファイルのディレクトリを
参照して指定することもできます。

仮想マシンのクローン作成ウィザードがステータス ページを表示します。複製
される仮想ディスクのサイズによって異なりますが、完全クローンの作成には数
分要します。

9 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシンのクローン作成ウィザードを終了します。

クローンの操作
このセクションでは次の項目について説明します。

リンククローンのリンククローンを作成（P.265）

リンククローンの完全クローンを作成（P.265）
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クローンのネットワーク ID（P.265）

リンククローンのスナップショット（P.265）

リンククローンと親仮想マシンへのアクセス（P.266）

リンククローンのリンククローンを作成
仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、リンククローンからリンククロー
ンを作成することが可能です。その際、次のことを留意してください。

これを行うとパフォーマンスが低下します。可能であれば、親仮想マシンのリン
ククローンを作成してください。

リンククローンのリンククローンをパワーオンして操作するためには、
Workstation が上位にあるすべての連鎖マシンを検索できなければなりません。

「リンククローンと親仮想マシンへのアクセス（P.266）」を参照してください。

リンククローンの完全クローンを作成
仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、リンククローンから完全クローン
を作成することが可能です。リンククローンは以前と同じように使用できます。これ
によって作成された完全クローンは、リンククローンまたはその上位にあるマシンへ
のアクセスを必要としない独立した仮想マシンになります。

リンククローンから完全クローンを作成する場合、Workstation は仮想マシンのク
ローン作成ウィザード実行時に、リンククローンと上位にあるすべてのマシンへのア
クセスが必要になります。詳細については、「リンククローンと親仮想マシンへのア
クセス（P.266）」を参照してください。

クローンのネットワーク ID
仮想マシンのクローン作成ウィザードは、クローン仮想マシンの新しい MAC アドレ
スを作成します。他の構成情報は親仮想マシンのものと同じです。たとえば、マシン
名と固定 IP アドレス構成は、仮想マシンのクローン作成ウィザードによっては変更
されません。

固定 IP アドレスとの競合を避けるには、クローンをネットワークに接続する前に、
クローンの固定 IP を変更します。「ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構成で
の IP アドレスの選択（P.305）」を参照してください。

リンククローンのスナップショット
Workstation は、リンククローンの作成時に、親仮想マシンのスナップショットを作
成します。このスナップショットは、クローン作成時の正確な仮想マシンの状態を保
存します。
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スナップショット マネージャでスナップショット名を変更することができます。ク
ローン仮想マシンのスナップショット名を変更する場合は、後で区別しやすいように
[ 説明 ] フィールドを使用します。スナップショット名の変更については、「スナップ
ショット マネージャでのスナップショットの操作（P.245）」を参照してください。

リンククローンと親仮想マシンへのアクセス
Workstation が親仮想マシンを見つけられなかった場合、リンククローンをパワーオ
ンまたはレジュームすることはできません。このセクションでは、必要なファイルへ
のアクセスに関する問題について説明します。

リンククローンの移動
リンククローンまたはその親仮想マシンをファイルシステムまたはネットワーク内で
移動することが可能ですが、Workstation が常にクローンまたは親仮想マシンにアク
セスできる状態にしておく必要があります。

たとえば、親仮想マシンを共有ディレクトリまたはネットワーク ファイル サーバ上
に置いて、Workstation がネットワーク アクセスを使用してホスト コンピュータから
リンククローンを使用できるようにします。「仮想マシンの移動と共有（P.195）」を
参照してください。

たとえば、リンククローンをラップトップに置き、親仮想マシンが他のマシン上にあ
る場合は、親仮想マシンの格納されているネットワークまたはドライブにラップトッ
プが接続されていない限り、そのクローンは使用できません。切断されたラップトッ
プでクローン仮想マシンを使用するには、完全クローンを使用するか、親仮想マシン
をラップトップに移動する必要があります。

リンククローンの親仮想マシンの保護
リンククローンの親仮想マシンをテンプレートとして指定することにより、その親仮
想マシンを誤って削除してしまうことを防ぐことができます。次のセクションでは、
その手順を 2 段階に分けて説明します。

仮想マシン設定エディタを使用してテンプレート モードを有効にするには、次
の手順に従ってください。（P.267）
テンプレートからリンククローンを作成するには、次の手順に従ってください。

（P.267）

警告   リンククローンを破棄せずにそのリンククローンのスナップショットを削除す
ることはできません。このスナップショットを安全に削除できるのは、このスナップ
ショットに依存するクローンを削除した場合のみです。
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仮想マシン設定エディタを使用してテンプレート モードを有効にするには、次の手
順に従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 詳細 ] をクリックします。

4 [ 設定 ] セクションで、[ クローン作成に使用するテンプレート モードを有効に
する ] をクリックして、[OK] をクリックします。

テンプレート モードを有効にすると、仮想マシンの削除や、チームへの追加は実行
できません。また、仮想マシンのスナップショットも削除することはできません。

テンプレートからリンククローンを作成するには、次の手順に従ってください。

1 リンククローンの親仮想マシンとして使用する仮想マシンを選択します。

2 親仮想マシンに少なくとも 1 つのスナップショットが設定されていることを確
認します。

スナップショットが設定されていない場合は、スナップショット マネージャを
開き、スナップショットを設定します。

3 テンプレート モードが有効になっていることを確認します。

「仮想マシン設定エディタを使用してテンプレート モードを有効にするには、次
の手順に従ってください。（P.267）」を参照してください。

4 仮想マシンが選択された状態で、Workstation メニュー バーで [VM] - [ クローン
作成 ] を選択して、仮想マシンのクローン作成ウィザードを起動します。

5 [ 次へ ] をクリックし、[ クローンの作成元 ] ページを表示します。

6 ドロップダウン メニューからスナップショットを選択し、[ 次へ ] をクリックし
ます。

仮想マシンのテンプレート モードが有効になっている場合は、現在の状態から
クローンを作成することはできません。

7 リンククローンの名前を入力し、[ 完了 ] をクリックします。

リンククローンが作成され、ステータス ページが表示されます。

8 [ 完了 ] をクリックしてウィザードを終了します。
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この章では、仮想マシンのチームの用途、作成方法、および構成方法について説明し
ます。この章では、以下のトピックについて説明します。

チームを使用するメリット（P.269）

チームの作成（P.270）

チームを開く / 閉じる（P.272）

チーム名の変更（P.273）

チームの削除（P.273）

チームとチーム内の仮想マシンの表示（P.274）

チームの仮想マシンの追加と削除（P.276）

チームの起動順の設定（P.277）

チームの開始と停止（P.278）

チーム ネットワークの操作（P.280）

チーム メンバーのクローンとスナップショットの作成（P.284）

チームを使用するメリット
Workstation チームは、ホスト コンピュータ上に設定する仮想コンピュータのグルー
プです。チームを使用すると、関連する複数の仮想マシンをクリックひとつでパワー
オンできます。

チーム設定が、仮想マシンの起動順と仮想マシン間の遅延時間をコントロールしま
す。CPU の負荷が拡散するように仮想マシン間の遅延時間を設定することができま
す。チームは設定した順と遅延時間に従って、仮想マシンを自動的に起動し、次の仮
想マシンが起動する前に各仮想マシンが安定するようにします。

チームの構成 12
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チーム仮想マシンは、他の仮想マシンと同様にネットワークを使用することができま
す。さらにチーム メンバーは、LAN セグメントというプライベート ネットワークで
通信することが可能です。LAN セグメントは、ホスト コンピュータのネットワーク
からは認識されず完全に独立しています。

チームは次のような目的に使用できます。

多重層環境の仮想化　別々のクライアント、サーバ、およびデータベース仮想マ
シンを、クリックひとつで開始する。サーバの準備ができる前に、クライアント
がクエリを送信しないように起動遅延時間を構成します。

複数のマシンのテスト環境の仮想化　仮想マシンに QA（品質保証）用のソフト
ウェア パッケージを設定し、それをテストするために仮想マシンに自動化の構
成を行う。

ネットワーク パフォーマンスとセキュリティの仮想化　LAN セグメントは、強
化されたパフォーマンスとセキュリティを提供します。チームの LAN セグメン
トは完全に自律型となり、チーム内または外部の他のネットワークからの検出や
アクセスは不可能です。チームのネットワーク化により、以下のことが可能とな
ります。

ホスト ネットワークからチームを完全に隔離する。

仮想 DMZ またはプロキシ サーバを作成し、チームメンバーを外部のネット
ワークに安全に接続する。

チームの各仮想マシンに特定のネットワーク バンド幅とパケット ロスを設
定する。

ホスト リソースにすべてのチーム メンバーを完全に接続する。

ユーザーがホスト ネットワークとチームの仮想マシンとの間のすべてのトラ
フィックをコントロールします。

複数の仮想マシンのモニタリングを行う　仮想マシンのサムネール ビューを使
用し、複数のチーム仮想マシンのアクティビティを同時に表示させる。

チームの作成
新規チーム ウィザードを使用してチームを作成し、仮想マシンを追加します。
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チームを作成するには、次の手順に従ってください。

1 新規チーム ウィザードの実行時に仮想マシンをチームに追加するには、以下の
手順を実行します。

チームに追加するすべてのします。

仮想マシンのクローンを作成してそのクローンをチームに追加する場合は、
クローンを作成するします。

この代わりに、チームを作成した後で、[ チーム ] メニューを使用して仮想マシ
ンを追加することもできます。

2 Workstation メニュー バーで、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ チーム ] を選択して、新規
チーム ウィザードを開きます。

3 表示された新規チーム ウィザードの各ページで入力を行います。

ウィザードでの作業には、以下の項目の指定も含まれます。

チームの名前と、仮想マシン チーム ファイルの格納場所。デフォルトでは、
チーム ファイルは、「仮想マシンの格納場所（P.158）」に記載されている仮
想マシンと同じディレクトリに保管されます。

この時点でチームに仮想マシンを追加するか、後で追加するか。この時点で
追加する場合は、以下のオプションを選択できます。

［新規仮想マシン］　新規仮想マシン ウィザードを起動します。「新規仮
想マシンのセットアップ（P.91）」を参照してください。

［既存の仮想マシン］　ファイル ブラウザが開き、ホスト ファイルシス
テム内の既存の .vmx ファイルを指定できます。

仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンにチームの外部から
アクセスすることはできなくなります。詳細については、「チームの仮
想マシンの追加と削除（P.276）」を参照してください。

［仮想マシンの新規クローンを作成］　ファイル ブラウザが開き、ホス
ト ファイルシステム内の既存の .vmx ファイルを指定できます。仮想マ
シンを選択すると、Workstation は仮想マシンのクローン作成ウィザー
ドを起動します。「クローンの作成（P.263）」を参照してください。

注意   Workstation Version 4 仮想マシンは、チームに追加できません。
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LAN セグメントを追加するかどうか。チームの作成時に LAN セグメントを追
加する場合は、「LAN セグメントの構成（P.283）」に記載されているように、
デフォルトの名前とバンド幅を後で変更します。

この代わりに、チームを作成した後で、[ チーム ] メニューを使用して LAN
セグメントを追加することもできます。LAN セグメントについての詳細は、

「チーム ネットワークの操作（P.280）」を参照してください。

チームが作成されたら、[ お気に入り ] リストに追加できます。[ チーム ] メニューを
使用して、チームをさらに構成できるほか、仮想マシンを追加または削除できます。

チームを開く / 閉じる
チームを開くと、サマリ ウィンドウが表示されますが、チームに含まれる仮想マシ
ンはパワーオンされません。

チームを閉じると、そのサマリ ウィンドウが削除され、Workstation の設定によって
は、チームのパワーオフが必要となる場合があります。この設定については、「仮想
マシンを閉じる /Workstation を終了する（P.88）」を参照してください。チームを完
全にホスト ファイル システムから削除するには「チームの削除（P.273）」を参照し
てください。

チームを開くには、次の手順に従ってください。

1 Workstation のメニュー バーで、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択します。

2 該当チームの .vmtm ファイルの場所を参照して指定します。

3 ファイルを選択し、[ 開く ] をクリックします。

選択したチームは、サマリ ウィンドウにタブ付きアイテムとして表示されます。

4 [ お気に入り ] リストにチームを追加するには、[ ファイル ] - [ お気に入りに追
加 ] を選択します。

[ お気に入り ] リストにチームが追加された後、[ お気に入り ] リストでそのチー
ムをクリックすると、チームが開きます。

チームを閉じるには、次の手順に従ってください。

1 「チームのパワーオンとパワーオフ（P.278）」の説明に従って、チームをパワー
オフします。

2 閉じるチームを選択します。

該当チームの [ サマリ ]/[ コンソール ] タブをクリックするか、[ お気に入り ] リ
ストでチーム名を選択します。
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3 [ ファイル ] - [ 閉じる ] を選択します。

4 チーム内にパワーオン状態のままの仮想マシンがあり、それらをパワーオフする
かバックグラウンドで実行させておくかを選択するプロンプトが表示された場合
は、該当する選択のボタンをクリックします。

詳細については、「仮想マシンを閉じる /Workstation を終了する（P.88）」を参照
してください。

閉じたチームはサマリ ウィンドウから削除されます。チームを [ お気に入り ] リスト
から削除する方法については、「[ お気に入り ] リストから仮想マシンまたはチームを
削除するには、次の手順に従ってください。（P.80）」を参照してください。

チーム名の変更
チームを作成する際、チーム ファイル（.vmtm）を保管するディレクトリの名前は、
最初にチームに付けた名前に基づいて決まります。チーム名は変更できますが、この
ファイルの名前は変更されません。

チームの名前を変更するには、次の手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

チームが [ お気に入り ] リストに含まれている場合は、そのチームを右クリックし
て [ 名前の変更 ] を選択します。新しい名前を入力して、<Enter> を押します。

チームを開くか、[お気に入り ]リストでチームを選択して、[チーム ] - [ 設定 ] - [ オ
プション ] を選択します。[ チーム名 ] フィールドに新しい名前を入力して、[OK]
をクリックします。

チームの削除
チームを削除する際は、次のいずれかを選択できます。

チームのみを削除（チーム内の仮想マシンは残す）

チームとチーム内の仮想マシンを削除

チームを削除せずに Workstation ウィンドウからチームを取り除くには、「チームを
開く / 閉じる（P.272）」を参照してください。

警告   チームを完全削除することにより、チームファイルはホスト ファイル システム
から削除され、関連する LAN セグメントもすべての仮想マシンから削除されます。
チームと一緒にチーム内の仮想マシンを削除すると、仮想マシン ファイルも永久に
削除されます。
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チームを削除するには、次の手順に従ってください。

1 チームがパワーオフであることを確認してください。

2 チームを開くか、[ お気に入り ] リストでチームを選択して、Workstation メ
ニュー バーで [ チーム ] - [ ディスクから削除 ] を選択します。

3 次のいずれかを実行します。

チーム内の仮想マシンを削除せずにチームのみを削除する場合は、[ 削除 ] を
選択します。

チームとそのチーム内の仮想マシンも削除する場合は [ チームと仮想マシン
を削除 ] を選択します。

チームを削除すると、すべてのチーム LAN セグメントも削除されます。削除さ
れた LAN セグメントに関連付けられている仮想イーサネット アダプタは切断さ
れます。ブリッジ、ホストオンリー、NAT、およびカスタムの構成は変わりま
せん。

4 [OK] をクリックします。

チームは完全に Workstation とホスト ファイルシステムから削除されます。
[ チームと仮想マシンを削除 ] を選択した場合、チーム内の仮想マシンも
Workstation とホスト ファイルシステムから完全に削除されます。

チームとチーム内の仮想マシンの表示
Workstation は、サマリ ビューまたはコンソール ビューにチームを表示します。

サマリ ビューはいつでも表示できます。「概要 ビュー（P.70）」を参照してくだ
さい。

コンソール ビューは、チームがパワーオンされている時にのみ表示できます。
グラブ バーを使用して領域のサイズの変更が行えます。
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図 12-1.  チームのコンソール ウィンドウ（Windows ホスト）

チーム内の仮想マシンの数が多い場合は、サムネールをスクロールして表示させま
す。サムネールは、チームの起動順と同じ順に表示され、最初に起動する仮想マシン
が左端となります。

Workstation はサムネールをリアルタイムでアップデートし、実際の仮想マシンの画
面を表示します。アクティブな仮想マシンは、コンソール下部のペインに表示されま
す。その仮想マシンのサムネールは、[VMware] アイコンになります。

Workstation のメニューとコマンドはアクティブな仮想マシンに対してのみ直接影響
し、マウスとキーボードを使用してアクティブな仮想マシンを直接操作できます。

仮想マシンのサムネールをクリックするか、[ チーム ] - [ 切り替え ] メニューを使用
して、アクティブにする仮想マシンを選択します。選択した仮想マシンはコンソール
下部のペインに表示され、そのサムネールは [VMware] アイコンになります。

フル スクリーン モードでは、アクティブな仮想マシンのみが表示されます。「フル 
スクリーン モードの使用（P.164）」を参照してください。

チーム内の仮想マシン
のサムネール ビュー
（起動順に左から右へ表
示）

アクティブな仮想マシン
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チームの仮想マシンの追加と削除
このセクションでは、チームへの仮想マシンの追加方法、およびチームからの仮想マ
シンの削除方法について説明します。

仮想マシンをチームに追加する際は、以下の点を検討してください。

実行中のチームに追加した場合、仮想マシンはパワーオンされません。現在の
セッションで使用するには、手動でその仮想マシンをパワーオンしてください。
以降、追加された仮想マシンはチームの他の仮想マシンと共にパワーオン、パ
ワーオフされるようになります。

仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンの操作をチーム外から行うこ
とはできません。従って、チームに追加された時点で、その仮想マシンは [ お気
に入り ] リストから削除されます。

仮想マシンをチームに追加するには、次の手順に従ってください。

1 追加またはクローン作成する既存の仮想マシンがすべてパワーオフ状態であるこ
とを確認します。

2 チームを開くか、[ お気に入り ] リストでチームを選択します。

3 Workstation メニュー バーで [ チーム ] - [ 追加 ] を選択し、以下のいずれかのオプ
ションを選択します。

［新規仮想マシン］　新規仮想マシン ウィザードを起動します。「新規仮想マ
シンのセットアップ（P.91）」を参照してください。

［既存の仮想マシン］　ファイル ブラウザが開き、ホスト ファイルシステム
内の既存の .vmx ファイルを指定できます。

仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンにチームの外部からアク
セスすることはできなくなります。

［仮想マシンの新規クローンを作成］　ファイル ブラウザが開き、ホスト 
ファイルシステム内の既存の .vmx ファイルを指定できます。仮想マシンを
選択すると、Workstation は仮想マシンのクローン作成ウィザードを起動し
ます。「クローンの作成（P.263）」を参照してください。

注意   Workstation Version 4 仮想マシンは、チームに追加できません。
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仮想マシンをチームから削除するには、次の手順に従ってください。

1 削除する仮想マシンがすべてパワーオフ状態であることを確認します。

2 チームを開くか、[ お気に入り ] リストでチームを選択します。

3 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 削除 ] を選択し、次に仮想マシン名を
選択します。

仮想マシンはチームから削除されます。削除した仮想マシンは、独立した仮想マ
シンとして使用できます。

仮想マシンを完全に削除し、そのファイルをホスト ファイルシステムから消去する
方法については、「仮想マシンの削除（P.162）」を参照してください。

仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンは [ お気に入り ] リストから除去
されます。仮想マシンをチームから削除しても、その仮想マシンは自動的に [ お気に
入り ] リストには戻りません。「[ お気に入り ] リストに仮想マシンまたはチームを追
加するには、次の手順に従ってください。（P.79）」の説明に従って、手動で追加する
必要があります。

チームの起動順の設定
起動順では、次の項目を指定できます。

仮想マシンの起動順　チーム仮想マシンは、起動順で設定された順に 1 台ずつ開
始します。起動順の設定は、テストを行うためにアプリケーションを実行する仮
想マシンを、自動化されたテスト スクリプトを実行する他の仮想マシンより先
に開始させたい場合等に役立ちます。

チーム メンバー間の遅延時間　チームの各仮想マシン間の開始または停止の間
隔を設定することができます。この遅延設定により、複数の仮想マシンが開始す
る際の CPU の負荷が軽減され、また、他のチーム仮想マシンが接続を試行する
前に仮想マシン上のアプリケーションを起動できるようになります。

また、この遅延設定を使用して、クライアント仮想マシンが開始する前に、サー
バとして機能する仮想マシンを確実に開始させることもできます。チームで仮想
マシン間の遅延時間を厳密に設定する必要がある場合は、ホストおよびゲスト
OS の環境とアプリケーションが起動するまでに要する時間を把握して、調整す
る必要があります。

注意   仮想マシンをチームから削除すると、仮想マシンはチームの LAN セグメントか
らも削除されます。LAN セグメントに関連付けられた仮想イーサネット アダプタは
切断されます。ブリッジ、ホストオンリー、NAT、およびカスタムの構成は変わりま
せん。
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チーム仮想マシンの起動順は、パワーオン、パワーオフ、サスペンド、およびレ
ジュームに適用されます。

仮想マシンのパワーオンとレジュームは、チーム設定リストに設定した順序に行
われます。

仮想マシンのパワーオフとサスペンドは、チーム設定リストに設定した逆の順序
に行われます。

チーム メンバーの起動順を設定するには、次の手順に従ってください。

1 チームを開くか、[ お気に入り ] リストでチームを選択します。

2 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択して、[ 仮想マシン ] タ
ブをクリックします。

3 上下の矢印を使用して、リスト内の仮想マシンの順序を調整します。リストの一
番上の仮想マシンが、最初に起動する仮想マシンになります。

4 各仮想マシンを選択し、次の仮想マシンを開始するまでの遅延間隔（秒）を指定
します。

5 [OK] をクリックして、変更を保存します。

チームの開始と停止
チームの電源操作は、個々の仮想マシンのそれとほとんど同じです。しかしチームで
はチームのメンバーがパワーオン、パワーオフするシーケンスを構成することが可能
です。「チームの起動順の設定（P.277）」を参照してください。

Workstation のコマンド ライン アプリケーションを使用して、チームの電源操作を行
うこともできます。付録 A「Workstation コマンド ラインの参照リスト（P.421）」を
参照してください。

チームのパワーオンとパワーオフ
チームをパワーオンまたはパワーオフすると、チーム内の仮想マシンは、チーム設定
エディタ（Workstation メニュー バーで [ チーム ] - [ 設定 ] - [ 仮想マシン ] を選択）で
指定されたシーケンスによりパワーオンまたはパワーオフされます。「チームの起動
順の設定（P.277）」を参照してください。

注意   この「遅延時間」は、パワーオン、パワーオフ、サスペンド、およびレ
ジューム操作に適用されます。



VMware, Inc. 279

第 12章 チームの構成

チームをパワーオンまたはパワーオフするには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ] リストからチームを選択するか、チームの [ サマリ ] タブをクリッ
クします。

2 次のいずれかを実行します。

Workstationツールバーで、[パワーオン]ボタンまたは[パワーオフ]ボタンを
適宜クリックします。

Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ パワー] を選択して、オプションの
いずれかを選択します。

チームをパワーオフすると、仮想マシンのデフォルト設定がゲスト OS の突然の終了
を引き起こす場合があります。チームのパワーオフ時に仮想マシンが [ ゲストの
シャットダウン ] コマンドを認識する構成については、「仮想マシンのシャットダウ
ン（P.160）」を参照してください。

チームのサスペンドとレジューム
チームをサスペンドすると、すべてのチーム仮想マシンが同時にサスペンドを開始し
ます。設定された起動順によって、仮想マシンのレジュームの順序、および各チーム
仮想マシンがレジュームする際の遅延間隔が決定します。「チームの起動順の設定

（P.277）」を参照してください。

チームのサスペンドまたはレジューム操作が行われている間に、Workstation を閉じ
ようとすると、警告ダイアログが表示されます。

チームをサスペンドまたはレジュームするには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ] リストからチームを選択するか、チームの [ サマリ ] タブをクリッ
クします。

2 次のいずれかを実行します。

Workstationツールバーで、[サスペンド]ボタンまたは[レジューム]ボタンを
適宜クリックします。

Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ パワー] を選択して、オプションの
いずれかを選択します。

すべてのチーム仮想マシンが同時にサスペンドを開始します。各チーム メンバーの
進行状況が表示されます。特定のチーム メンバーの進行状況を確認するには、[ チー
ム ] - [ 切り替え ] を選択し、次に [ 仮想マシン名 ] を選択します。

仮想マシンのサイズによって、操作が完了するまでの時間は異なります。



Workstation ユーザーマニュアル

280 VMware, Inc.

チーム仮想マシンの個々の電源操作
チーム内の個々のメンバーに対する電源操作は、チームに属していない仮想マシンで
の操作と似ています。ただし、[ お気に入り ] リストからマシンを選択するのではな
く、チームのコンソールから選択する点が異なります。

チーム内の個々の仮想マシンのパワー オペレーションを行うには、次の手順に従っ
てください。

1 チームのコンソールから仮想マシンを選択します。

2 次のいずれかを実行します。

[VM] - [ パワー ] メニューから適切なコマンドを選択します。

Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ パワー] を選択して、オプションの
いずれかを選択します。

詳細については、以下を参照してください。

仮想マシンの起動（P.156）

仮想マシンのシャットダウン（P.160）

サスペンドおよびレジューム機能の使用（P.237）

パワーオフとシャットダウン、リセットと再起動（P.160）

チーム ネットワークの操作
チームの利点のひとつとして挙げられるのは、LAN セグメントというプライベート
仮想ネットワークに仮想マシンを隔離できることです。これは、多重層のテスト、
ネットワーク パフォーマンスの分析、そして隔離とパケットロスが重要な状況にあ
る場合に有用です。

このセクションでは、LAN セグメントを中心に説明します。ネットワークに関する
その他の項目については、第 13 章「仮想ネットワークの構成（P.287）」を参照して
ください。

LANセグメントの要件
次のセクションでは、仮想マシンを LAN セグメントに接続するための要件を解説し
ます。

ネットワーク アダプタ
各物理ネットワーク接続を行うためには、物理 PC にネットワーク アダプタが必要で
す。同様に、仮想マシンが交信する各 LAN セグメントのために、仮想マシンを仮想
ネットワーク アダプタで構成する必要があります。仮想マシンを複数の LAN セグメ
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ントに同時に接続するには、その仮想マシンを複数のネットワーク アダプタで構成
する必要があります。「イーサネット アダプタの追加と削除（P.282）」を参照してく
ださい。

LAN セグメントの IP アドレス
各ネットワーク クライアントには、TCP/IP ネットワーキングのために IP アドレスが
必要です。ホストオンリーや NAT ネットワーキングとは違い、LAN セグメントには
Workstation が自動的に提供する DHCP サーバがありません。従って、LAN セグメン
トでチーム仮想マシンのための IP アドレスを手動で構成する必要があります。これ
には 2 つのオプションがあります。

DHCP　DHCPサーバをLANセグメントに構成し、IPアドレスを仮想マシンに割当
てる。

固定 IP　各仮想マシンの固定 IP アドレスを LAN セグメントで構成する。

チームに既存の仮想マシンを追加した場合、仮想マシンが DHCP サーバからの IP ア
ドレスを受け入れるように構成されている場合があります。DHCP サーバは自動的に
仮想 LAN セグメントには提供されないので、DHCP サーバを LAN セグメントに構成
するか、固定 IP アドレスを使用するように仮想マシンを再構成する必要があります。

「仮想ネットワークの構成（P.287）」を参照してください。

チームの LANセグメントを作成
チームの仮想ネットワークの作成では、まず、LAN セグメントを追加して名前をつ
けます。その後で、このセグメントへの接続を構成できます。

チームの仮想ネットワークを作成するには、次の手順に従ってください。

1 チームを開くか、[ お気に入り ] リストでチームを選択します。

2 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 追加 ] - [LAN セグメント ] を選択し
ます。

3 プライベート ネットワークの名前を入力して [OK] をクリックします。

このダイアログ ボックス内の他の設定は、「LAN セグメントの構成（P.283）」の
説明に従って後で構成できます。

LAN セグメントがチームに追加されます。

これで LAN セグメントが作成されました。「イーサネット アダプタの追加と削除
（P.282）」の説明に従ってネットワーク アダプタを作成し、この LAN セグメントに接
続することができます。
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イーサネット アダプタの追加と削除
以下の手順に従って、LAN セグメントに接続するためのアダプタを作成します。

イーサネット アダプタを追加または削除するには、次の手順に従ってください。

1 アダプタの追加または削除を行うします。

2 [ お気に入り ] リストからチームを選択するか、チームの [ サマリ ] タブをクリッ
クします。

3 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択して、[ 接続 ] タブをク
リックします。

4 アダプタを追加するには、仮想マシンを選択して [ アダプタの追加 ] をクリック
します。

追加されたアダプタが、[ アダプタ ] コラムに表示されます。

5 アダプタを使用して LAN セグメントに接続するには、その LAN セグメントに対
応するチェックボックスを選択します。

最初に LAN セグメントを作成する必要がある場合は、「チームの LAN セグメン
トを作成（P.281）」を参照してください。

6 アダプタを削除するには、削除するアダプタを選択して [ アダプタの削除 ] をク
リックします。

7 [OK] をクリックします。

これでネットワーク アダプタが追加されました。「LAN セグメントの接続の構成
（P.282）」の説明に従って、このアダプタを使用して接続を構成できます。

LANセグメントの接続の構成
このセクションでは、仮想イーサネット アダプタの接続の構成方法について説明し
ます。

仮想マシンを LANセグメントに接続するには、次の手順に従ってください。

1 LAN セグメントを作成していない場合は、「チームの LAN セグメントを作成
（P.281）」の手順に従って作成してください。

2 チームを開くか、[ お気に入り ] リストでチームを選択します。

3 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択して、[ 接続 ] タブをク
リックします。

各仮想イーサネット アダプタが列になって表示されます。
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このタブにイーサネット アダプタが表示されていない場合は、「イーサネット 
アダプタの追加と削除（P.282）」の手順に従ってアダプタを 1 つ追加してくだ
さい。

4 各仮想イーサネット アダプタごとに、LAN セグメントに対応するチェックボッ
クスを選択して [OK] をクリックします。

仮想マシンが選択した LAN セグメントと接続します。「LAN セグメントの構成
（P.283）」に進みます。

LANセグメントの構成
許容されるパケット ロスの割合のほか、接続タイプおよび速度などのバンド幅設定
を含む、LAN セグメントのネットワーク トランスミッション プロパティを構成でき
ます。

チームの LANセグメントを構成するには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ] リストからチームを選択するか、チームの [ サマリ ] タブをクリッ
クします。

2 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択します。

3 [LAN セグメント ] タブをクリックして、フィールドに入力します。

このタブから、チームに構成された LAN セグメントの追加、削除、および名前
変更が行えます。

左ペインのリストにチームに関連する LAN セグメントが表示されます。

4 名前をクリックして構成を行う LAN セグメントを選択してください。

右ペインに、エミューレートされた LAN セグメント リンクの物理プロパティの
パラメータが表示されます。

名前　LAN セグメントの名前です。名前を変更するには、[ 名前 ] フィールド
に新しい名前を入力します。

Bandwidth（バンド幅）　一般的なネットワーク リンクのバンド幅を表示す
るドロップダウン メニューです。バンド幅を変更するには、ドロップダウ
ン メニューから他の接続タイプを選択します。

Kbps　カスタムのバンド幅を設定します。[ バンド幅 ] メニューで選択が行わ
れるとここでの変更が上書きされます。バンド幅を変更するには、フィール
ドに直接数字を入力します。

パケット ロス　パケット伝送総数から失われたパケットの損失率で測られ
る、リンクの有効性とフォールトを示します。パケット ロスの設定を変更
するには、フィールドに直接数字を入力します。
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5 [OK] をクリックして、変更を保存します。

LANセグメントの削除
LAN セグメントを削除すると、その LAN セグメントに構成されていたすべての仮想
イーサネット アダプタは切断されます。仮想マシンをチームから削除し、仮想マシ
ンをネットワークに再接続したい場合は、手動で切断されたイーサネット アダプタ
を構成してください。

LANセグメントをチームから削除するには、次の手順に従ってください。

1 [ お気に入り ] リストからチームを選択するか、チームの [ サマリ ] タブをクリッ
クします。

2 Workstation メニュー バーで、[ チーム ] - [ 設定 ] を選択して、[LAN セグメント ]
タブをクリックします。

3 削除するネットワークを選択します。

4 [ 削除 ] をクリックします。

LAN セグメントが削除されます。

チーム メンバーのクローンとスナップショットの作成
チーム内の仮想マシンのクローン作成は、他の仮想マシンのクローンを作成する場合
と同様に行えます。「クローンの作成（P.263）」を参照してください。チームの仮想
マシンのクローンを作成する際は、以下の点に留意してください。

クローン仮想マシンは、チームのメンバーにはなりません。

クローン仮想マシンは、自動的に[お気に入り]リストとサマリ ウィンドウに表示
されます。

親仮想マシンがLANセグメントに構成されている場合、クローン上のそのLAN セ
グメントのイーサネット アダプタは切断されます。ネットワークに接続するに
は、仮想イーサネット アダプタを手動で再構成する必要があります。

注意   実行中の仮想マシンは LAN 設定の変更を無視します。特定の仮想マシンに対す
る LAN セグメントへの変更は、その仮想マシンがパワーオン、リセット、またはレ
ジュームされた後にのみアクティブになります。
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スナップショットは、仮想マシンに対して機能するものであり、チーム全体には機能
しません。チームがアクティブの時にツールバーの [ スナップショット ] ボタンを使
用すると、アクティブな仮想マシンのみのスナップショットが設定されます。

チームに属するすべての仮想マシンの状態を保存するには、チームをパワーオフして
から、各仮想マシンでスナップショットを作成し、その後でチームを再度パワーオン
します。
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この章では、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。本章の後半では、ネット
ワーク機能と特別な構成の詳細について説明します。

この章では、以下のトピックについて説明します。

ネットワークの基礎（P.288）

仮想ネットワークのコンポーネント（P.289）

一般的なネットワーク構成（P.290）

カスタム ネットワーク構成の例（P.294）

ネットワーク構成の変更（P.298）

ネットワーク構成上級編（P.305）

NAT の使用（P.321）

Workstation での Samba の使用（P.333）

仮想ネットワークの構成 13
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ネットワークの基礎
VMware Workstation では、仮想マシンに多様な仮想ネットワーク構成を設定するこ
とができます。

ブリッジ ネットワーク　仮想マシンは、ホストから独立した、ネットワーク上
で独自の ID として構成されます。ネットワーク上の他のコンピュータは、仮想
マシンと直接通信できます。ブリッジ ネットワークは、イーサネット、DSL、
ケーブル、無線、およびレガシーの電話モデムと共に使用できます。「ブリッジ 
ネットワーク（P.290）」を参照してください。

ネットワーク アドレス変換（NAT）　仮想マシンはホストの IP と MAC アドレスを
共有するように構成されます。仮想マシンとホストはネットワーク外部では認識
されないネットワーク ID を共有します。NAT は、ネットワーク管理者に１つの
IP アドレスまたは MAC アドレスを許可された時に役に立ちます。さらに NAT
は、同じ IP アドレスまたはドメインで稼動している 2 台の仮想マシンでの HTTP
および FTP 要求に対処する場合にも役立ちます。

NAT は、イーサネット、DSL、およびレガシーの電話モデムと共に使用できま
す。「ネットワーク アドレス変換（NAT）（P.292）」を参照してください。

ホストオンリー ネットワーク　仮想マシンはそのホストのみにネットワーク ア
クセスを許可するように構成されます。ホストオンリー ネットワークを使用し
た場合、仮想マシンが通信できるのは、ホスト、およびホストオンリー ネット
ワーク内の他の仮想マシンのみです。ホスト ネットワークに接続はしているが、
ホスト マシンを通してのみ利用可能であるという安全な仮想マシンが必要な時
に便利です。この構成では、仮想マシンはインターネットに接続できません。

「ホストオンリー（Host-Only）ネットワーク（P.293）」を参照してください。

カスタム ネットワーク　手動で仮想マシンのネットワーク接続を構成します。
Windows ホストでは、仮想ネットワーク エディタを使用してホスト上の複数の
ネットワーク カードにアクセスし、複数の仮想ネットワークを作成できます。

「カスタム ネットワーク構成の例（P.294）」を参照してください。

新規仮想マシン ウィザードで [ 標準 ] セットアップ パスを選択した場合、ウィザード
は仮想マシンにブリッジ ネットワークを設定します。ブリッジ ネットワーク、ネッ
トワーク アドレス変換（NAT）、およびホストオンリー ネットワークなど、その他の
一般的な構成を選択する場合は、[ カスタム ] セットアップ パスを選択します。ウィ
ザードにより、仮想マシンが適切な仮想ネットワークに接続されます。

仮想マシン設定エディタ、仮想ネットワーク エディタ（Windows ホスト）、および
ホスト コンピュータに適切な設定を選択することにより、さらに特殊な構成をも設
定できます。
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Windows ホストでは、すべてのネットワーク構成に必要なソフトウェアは、
Workstation のインストール時にインストールされます。Linux ホストでは、
Workstation をインストールして構成する際に、ブリッジ ネットワーク、ホストオン
リー ネットワーク、および NAT ネットワークを仮想マシンで使用できるようにする
かどうかを選択できます。仮想マシンですべてのネットワーク構成を利用できるよう
にするには、構成時にすべてのオプションを選択する必要があります。

仮想ネットワークのコンポーネント
次のセクションでは、仮想ネットワークを構成するデバイスについて解説します。

仮想スイッチ
仮想スイッチは、物理スイッチと同様に他のネットワーク コンポーネント同士を接
続します。Workstation は必要に応じて仮想スイッチを作成します。Windows の場合
は最大 10 個、Linux の場合は最大 256 個の仮想スイッチが作成されます。1 つのス
イッチには 1 つ以上の仮想マシンを接続することが可能です。

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、デフォルトで特別
な名前の構成に使用されます。

ブリッジ ネットワークでは、「ブリッジ ネットワーク（P.290）」に記載されてい
るように、VMnet0 を使用します。

ホストオンリー ネットワークでは、「ホストオンリー（Host-Only）ネットワー
ク（P.293）」に記載されているように、VMnet1 を使用します。

NAT ネットワークでは、「ネットワーク アドレス変換（NAT）（P.292）」に記載さ
れているように、VMnet8 を使用します。

使用可能な他のネットワークは、VMnet2、 VMnet3、VMnet4、VMnet5、 VMnet6、
VMnet7 と呼ばれます。

仮想マシンが使用しているネットワークのタイプを判別するには、仮想マシンを選択
して、Workstation メニュー バーから [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] を選択し、イー
サネット アダプタを選択します。[ ネットワーク接続 ] セクションに詳細情報が表示
されます。設定は変更できます。別のアダプタを追加する方法については、「仮想
ネットワーク アダプタの追加と変更（P.298）」を参照してください。

DHCP サーバ
DHCP（ダイナミック ホスト構成プロトコル）サーバは、外部ネットワークにブリッ
ジされていない構成において、仮想マシンに IP ネットワーク アドレスを提供します。
たとえば、ホストオンリー構成や NAT 構成では DHCP サーバを使用します。
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ネットワーク アダプタ
新規仮想マシン ウィザードで、どのネットワーク タイプを使用する仮想マシンを
作成しても、仮想ネットワーク アダプタが１つ、その仮想マシンに設定されます。
仮想ネットワーク アダプタは、AMD PCNET PCI アダプタまたは Intel Pro/1000 MT
サーバ アダプタとしてゲスト OS に認識されます。Windows Vista ゲストでは、
Intel Pro/1000 MT サーバ アダプタとして認識されます。

仮想マシン設定エディタを使用して、各 Workstation 6 仮想マシンに最大 10 個の仮
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。Workstation 4 または
5 の仮想マシンでは、仮想ネットワーク アダプタの最大数は 3 個に制限されます。詳
細については、「仮想ネットワーク アダプタの追加と変更（P.298）」を参照してくだ
さい。

一般的なネットワーク構成
ここでは、新規仮想マシン ウィザードまたは仮想マシン設定エディタで標準のネッ
トワーク オプションを選択すると自動的にセットアップされるネットワーク構成に
ついて説明します。

各例で使用されている仮想マシンは 1 台ですが、実際は複数台の仮想マシンを同じ
仮想イーサネット スイッチに接続できます。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 ネットワーク
ブリッジ ネットワークでは、ホスト コンピュータのイーサネット 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。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。仮想マシンの仮想イーサネット アダ
プタが、ホスト コンピュータの物理イーサネット アダプタに接続することで、ホス
ト コンピュータの使用している LAN へ接続できるようになります。

ブリッジ ネットワークでは、ネットワーク上の他のコンピュータが仮想マシンを認
識することができ、仮想マシンと直接通信できます。ブリッジ ネットワークは、
イーサネット、DSL、およびレガシーの電話モデムと共に使用できます。
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図 13-1.  ブリッジ ネットワークのセットアップ

ブリッジ ネットワークのセットアップ方法
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、[ 標準 ] セットアップ パスを選択すると、自動的にセットアッ
プされます。Linux ホストでは、Workstation のインストール時にブリッジ ネット
ワークのオプションを有効にしていない限り、このネットワーク オプションは選択
できません。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必
要のあるカスタム構成では、仮想ブリッジを追加設定することが可能です。
Windows と Linux のどちらのホストでも、ブリッジ ネットワークを利用して有線と
無線の両方のネットワークに接続することができます。

IP アドレスの要件
ブリッジ ネットワークを使用する場合、仮想マシンは接続されるネットワークで独
自の ID を持たなければなりません。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。仮想マシンで利用できる IP アドレスの有無やゲスト
OS で使用するネットワーク設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせく
ださい。一般に、IP アドレスなどのネットワーク詳細は、ゲスト OS が DHCP サーバ
から自動的に取得しますが、ユーザーがこの設定をゲスト OS に手作業で行うことが
必要な場合もあります。

ブリッジ ネットワークを使用する場合、仮想マシンはネットワークに独立した存在
として参加します。ネットワーク上の他のマシンにアクセスすることができます
し、ネットワーク上の他のマシンも仮想マシンを物理コンピュータと認識して接続
します。

複数のオペレーティング システムを起動するように設定されたホスト コンピュータ
で、そのオペレーティング システムの内 1 つ以上を仮想マシンから実行する場合、
各オペレーティング システムに独自のネットワーク アドレスを構成する必要があり
ますので注意してください。複数のオペレーティング システムを起動する場合、
ユーザーが一度に 1 つのオペレーティング システムしか実行しないと想定して、す
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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
でこれらのオペレーティング システムを 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。

設定の変更方法
新規仮想マシン ウィザードで別のネットワーク構成を選択した場合でも、仮想マシ
ン設定エディタ（Workstation メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [ イー
サネット ] を選択）を使用して、ブリッジ ネットワークを使用するように変更できま
す。「ネットワーク構成の変更（P.298）」を参照してください。

ネットワーク アドレス変換（NAT）
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。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、一般的に、仮想マシンをインターネットや他の TCP/IP ネットワークにアクセ
スさせる方法としては、NAT が最も簡単な方法です。NAT ではホスト 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使用します。

図 13-2.  ネットワーク アドレス変換（NAT）のセットアップ

NAT を選択すると、仮想マシンは多様な標準 TCP/IP プロトコルを使用して、外部
ネットワーク上の他のマシンに接続できるようになります。たとえば、HTTP を使っ
て Web サイトを表示したり、FTP でファイルを転送したり、Telnet で別のコン
ピュータにログインしたりすることが可能です。NAT では、ホスト コンピュータの
トークン リング アダプタを使って TCP/IP ネットワークに接続することも可能です。

デフォルトの構成では、外部ネットワークのコンピュータから仮想マシンに接続を開
始することはできません。つまり、デフォルトの構成では、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。この構成では、セキュリティ ソフトウェアがインストールさ
れるまでの間、ゲスト OS をセキュリティ侵害から守るというメリットがあります。
たとえば、Windows ゲスト OS の場合は通常、アンチウイルス ソフトウェアをイン
ストールするまでの間は NAT を使用することが推奨されています。
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NAT のセットアップ方法
新規仮想マシン ウィザードで [ カスタム ] セットアップを選択して、[NAT を使用 ] を
選択すると、NAT 接続が自動的にセットアップされます。Linux ホストの場合は、
Workstation のインストール時に、仮想マシンで NAT を使用できるように選択する必
要があります。

IP アドレスの要件
NAT を使用する仮想マシンは、外部ネットワークに独自の IP アドレスを持ちません。
代わりに、独立したプライベート ネットワークがホスト コンピュータで設定されま
す。仮想マシンは、そのネットワーク上のアドレスを、VMware 仮想 DHCP サーバか
ら取得します。VMware NAT デバイスは、各仮想マシンと外部ネットワーク間におけ
るネットワーク データを渡します。VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送られ
てくるデータ パケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに送信します。

設定の変更方法
新規仮想マシン ウィザードで別のネットワーク構成を選択した場合でも、仮想マシ
ン設定エディタ（Workstation メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [ イー
サネット ] を選択）を使用して、NAT を使用するように変更できます。「ネットワー
ク構成の変更（P.298）」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、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、隔離された仮想ネットワークを構築する必要がある場合に便
利です。

図 13-3.  ホストオンリー ネットワークのセットアップ
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ホストオンリー ネットワークのセットアップ方法
新規仮想マシン ウィザードで [ カスタム ] セットアップを選択して、[ ホストオン
リー ネットワークを使用 ] を選択すると、ホストオンリー ネットワークが自動的に
セットアップされます。Linux ホストの場合は、Workstation のインストール時にホ
ストオンリー 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。

IP アドレスの要件
ホストオンリー ネットワークを使用する場合、仮想マシンとホスト仮想アダプタは、
独自のイーサネット ネットワークに接続されます。このネットワーク上のアドレス
は、VMware DHCP サーバから付与されます。

設定の変更方法
新規仮想マシン ウィザードで別のネットワーク構成を選択した場合でも、仮想マシ
ン設定エディタ（Workstation メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [ イー
サネット ] を選択）を使用して、ホストオンリー ネットワークを使用するように変更
できます。「ネットワーク構成の変更（P.298）」を参照してください。

ルーティングおよび接続共有
ホスト コンピュータに適切なルーティングまたはプロキシー ソフトウェアをインス
トールすると、ホスト仮想イーサネット アダプタとホスト コンピュータの物理ネッ
トワーク アダプタを接続することができます。これによって、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になり
ます。

Windows 2000、Windows XP、または Windows Server 2003 がホストの場合、ホスト
オンリー ネットワークを Windows のインターネット接続共有機能と合わせて使用す
れば、仮想マシンがホストのダイアルアップ ネットワーク アダプタや他のインター
ネットへの接続を使用できるようになります。インターネット接続共有機能に関する
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。

カスタム ネットワーク構成の例
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のネットワーク コンポーネントを設定する
作業は容易です。複雑な仮想ネットワークを構築する前に、ホストとゲスト OS への
ネットワーク デバイスの構成を理解する必要があります。
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このセクションの例は、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については、「ネットワーク構成上級編（P.305）」
と［NAT の使用（P.321）」を参照してください。

この構成では、Web サーバをファイアウォール経由で外部ネットワークに接続して
います。システム管理者のマシンは、2 番目のファイアウォールを使用して Web
サーバに接続します。

図 13-4.  2 つのファイアウォールを使用するカスタム構成

 

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、仮想マシン設定エ
ディタを使用して各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。

外部ネットワークに接続する仮想ネットワークをセットアップするには、次の手順に
従ってください。

1 新規仮想マシン ウィザードを使用して、4 台の仮想マシンを構成します。

a このウィザードを開くには、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ] を選択し
ます。

b 最初の仮想マシンの作成では、ホストのイーサネット アダプタを使用し
て外部ネットワークに接続できるように、ブリッジ ネットワークを選択
します。
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c 残り 3 台の仮想マシンは、ネットワーク接続なしに構成します。

仮想イーサネット アダプタは後で設定します。

手順  7 までは、オペレーティング システムをインストールしません。

2 最初の仮想マシン用のネットワーク設定を構成します。

a 仮想マシン 1 を開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定エディタを使用して、2 番目の仮想ネットワーク アダプタを
追加します。

「仮想ネットワーク アダプタの追加と変更（P.298）」を参照してください。

c 2 番目のアダプタを [ カスタム ]（VMnet2）に接続します。

3 2 番目の仮想マシン用のネットワーク設定を、以下のように構成します。

a 仮想マシン 2 を開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ネットワーク アダプタを追加し
ます。

「仮想ネットワーク アダプタの追加と変更（P.298）」を参照してください。

c 2 番目のアダプタを [ カスタム ]（VMnet2）に接続します。

4 3 番目の仮想マシン用のネットワーク設定を、以下のように構成します。

a 仮想マシン 3 を開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ネットワーク アダプタを追加し
ます。

「仮想ネットワーク アダプタの追加と変更（P.298）」を参照してください。

c 2 番目のアダプタを [ カスタム ]（VMnet2）に接続します。

d 仮想マシン設定エディタを使用して、2 番目の仮想ネットワーク アダプタを
追加します。

e アダプタを [ カスタム ]（VMnet3）に接続します。

5 4 番目の仮想マシン用のネットワーク設定を、以下のように構成します。

a 仮想マシン 4 を開きます。ただし、パワーオンはしません。

b 仮想マシン設定エディタを使用して、仮想ネットワーク アダプタを追加し
ます。

「仮想ネットワーク アダプタの追加と変更（P.298）」を参照してください。

c 2 番目のアダプタを [ カスタム ]（VMnet3）に接続します。
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6 VMnet2 と VMnet3 で使用するネットワーク アドレスを決定します。

Windows ホストでは、コマンド プロンプトを開いて、以下のコマンドを実
行します。

ipconfig /all

各仮想アダプタが使用しているネットワーク アドレスを書きとめておいて
ください。

Linux ホストでは、ターミナルを開いて、以下のコマンドを実行します。

ifconfig

各仮想スイッチが使用しているネットワーク アドレスを確認します。

7 各仮想マシンを順にパワーオンして、それぞれに適切なゲスト OS をインストー
ルします。

8 各ゲスト OS でネットワークを構成します。

マシン 1　仮想マシン 1 のブリッジ 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 で使用する値
域内の IP アドレスを手動で割り当てます。

マシン2　仮想マシン2 には、VMnet2で使用する値域内の IP アドレスを割り
当てます。

マシン 3　ネットワーク アダプタは、VMnet2 と VMnet3 に接続されます。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。

マシン 4　VMnet3 で使用する値域内の IP アドレスを割り当てます。

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ます。

注意   Windows ホストの場合、手順  8 においてネットワーク アドレスを手動で
構成する必要はありません。代わりに、Workstation の DHCP サーバを使用でき
ます。Workstation メニュー バーから、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - 
[DHCP] を選択して、仮想 DHCP サーバが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。



Workstation ユーザーマニュアル

298 VMware, Inc.

ネットワーク構成の変更
このセクションでは、仮想マシン設定エディタを使用して仮想イーサネット アダプ
タを仮想マシンに追加する方法、および、既存のアダプタの構成を変更する方法につ
いて説明します。

仮想ネットワーク アダプタの追加と変更
このセクションでは、仮想イーサネット アダプタの追加と変更について説明します。

新しい仮想イーサネット アダプタを追加するには、次の手順に従ってください。

1 アダプタを追加するします。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで [ 追加 ] をクリックします。

ハードウェア追加ウィザードが開始します。

4 [ イーサネット アダプタ ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 使用するネットワークの種類を選択します。[ カスタム ] を選択した場合は、使
用する VMnet ネットワークをドロップダウン リストから選択します。

6 [ 完了 ] をクリックします。新しいアダプタが追加されます。

7 [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了します。

既存の仮想ネットワーク アダプタの構成を変更するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 Workstation のメニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択します。

3 [ ハードウェア ] タブで、変更するアダプタを選択します。

4 使用するネットワークの種類を選択します。

注意   VMnet0、VMnet1、および VMnet8 も技術的にはリストから選択できます
が、通常これらは、ブリッジ、ホストオンリー、および NAT 構成にそれぞれ使
用されます。これらのスイッチをカスタム構成で使用するには、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。
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[ カスタム ] 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] をクリックして変更を保存し、仮想マシン設定エディタを終了します。

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
れているか確認します。

ゲストが DHCP を使用している場合、リースを解放してから取得します。IP ア
ドレスを固定に設定した場合は、ゲストに適切な仮想ネットワーク上のアドレス
が割当てられていることを確認します。

Windows ホストでのブリッジ ネットワーク オプションの構成
Windows ホストで、仮想ネットワーク エディタを使用してブリッジ ネットワークを
構成します。（仮想ネットワーク エディタは Linux ホストでは使用できません。）次
の操作が実行できます。

ホストのブリッジ ネットワーク設定の表示と変更。「VMnet0 ブリッジ ネット
ワークを構成するには、次の手順に従ってください。（P.299）」を参照してくだ
さい。

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の
指定。「物理イーサネット アダプタをカスタム仮想スイッチへのブリッジに指定
するには、次の手順に従ってください。（P.300）」および「除外アダプタのリス
トに対してホスト イーサネット アダプタを追加または削除するには、次の手順
に従ってください。（P.300）」を参照してください。

特定の仮想ネットワーク（VMnet）に対しての特定のネットワーク アダプタの
マッピング。「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、次の手順に従ってください。（P.301）」を参照してください。

ブリッジ ネットワークへの変更は、ホスト上のブリッジ ネットワークを使用するす
べての仮想マシンに反映されます。

VMnet0 ブリッジ ネットワークを構成するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 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、[ 概要 ] タブがアクティブな状態で表示されます。

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 コンピュータ上でアクティブなイーサネット アダプタの 1 つにブリッジ
接続されます。
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2 [ 自動ブリッジ ] タブをクリックし、[ 使用可能な物理アダプタを自動的に選択 ]
のチェックボックスを選択します。

複数の物理イーサネット アダプタが取り付けられているホスト システムでは、
Workstation がどのアダプタを使用するかは任意選択です。この選択を制限する
方法については、「除外アダプタのリストに対してホスト イーサネット アダプタ
を追加または削除するには、次の手順に従ってください。」を参照してください。

3 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想ネットワーク エディタを閉じます。

以下の手順を実行することで、Workstation が VMnet0 に自動ブリッジ接続を試行す
るアダプタのリストから、ホスト イーサネット アダプタを除外できます。

除外アダプタのリストに対してホスト イーサネット アダプタを追加または削除する
には、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [ 自動ブリッジ ] タブをクリックします。

3 [ 除外アダプタ ] セクションで、必要に応じて以下のいずれかを実行します。

アダプタを削除するには、アダプタを選択して [ 削除 ] をクリックします。

アダプタを追加するには、[ 追加 ] をクリックします。[ 除外アダプタの追加 ]
ダイアログ ボックスで、追加先のアダプタ リストを選択して、[OK] をク
リックします。

4 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想ネットワーク エディタを閉じます。

物理イーサネット アダプタをカスタム仮想スイッチへのブリッジに指定するには、
次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [ 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。

3 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。

VMnet2 ～ VMnet7 の仮想スイッチ上にカスタム ブリッジ ネットワークを作成す
ることができます。Windows の場合は、VMnet9 も使用できます。Linux の場合
は、さらに VMnet10 から VMnet255 まで使用できます。
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4 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想ネットワーク エディタを閉じます。

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、次の手順
に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [ 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。

3 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、そのネットワークを経由するネットワー
ク接続を失うことになります。この場合、影響を受ける各仮想マシンのネット
ワーク アダプタの設定を個別に変更しなければなりません。

このことは特に、ホストに物理イーサネット アダプタが 1 つしかなく、そのア
ダプタを VMnet0 以外の VMnet に割り当てた場合に問題となります。この場合、
VMnet が自動選択されたアダプタに引き続きブリッジされているように見えま
すが、使用可能な唯一のアダプタは別の VMnet に割り当てられています。
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4 [ サブネット ] または [DHCP] を選択します。

[サブネット]ダイアログ ボックスで、サブネットのIPアドレスとサブネット 
マスクの変更を行うことができます。

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 マスクを変更する際、Workstation はそ
の仮想ネットワーク上の他のコンポーネント（DHCP、NAT、およびホスト
仮想アダプタ）向け IP アドレスの設定も自動的に更新します（デフォルト
設定が変更されていない場合）。自動的に更新される設定には、DHCP リー
スの範囲、DHCP サーバ アドレス、NAT ゲートウェイ アドレス、およびホ
スト仮想アダプタの IP アドレスが含まれます。

ただし、これらの設定を一度デフォルト値から変更している場合、
Workstation はその設定をカスタム設定とみなし、自動的には更新しませ
ん。設定を一度変更してから後でデフォルトに戻しても、自動更新は行わ
れません。
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[DHCP 設定 ] ダイアログ ボックスでは、特定の仮想ネットワークで
Workstation の DHCP サーバが提供する IP アドレスの範囲を変更できます。

このダイアログ ボックスを使用して、仮想ネットワーク上のクライアント
に提供される DHCP リースの有効期間を設定することも可能です。

5 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想ネットワーク エディタを閉じます。

ホスト仮想アダプタの有効 /無効化、追加および削除
Workstation のインストール時に、ご使用のホスト OS の構成に、2 つのネットワー
ク アダプタが追加されます。1 つはホストからホストオンリー ネットワークへの接
続を、もう 1 つはホストから NAT ネットワークへの接続を可能にします。

仮想ネットワーク アダプタを使用しない場合は、削除できます。Windows ホストで
は、アダプタを無効にすることもできます。

余分なアダプタにもブロードキャスト パケットが送信されるため、使用しない仮想
ネットワーク アダプタが存在すると、パフォーマンスが多少低下します。Windows
ネットワークでは、ネットワークの閲覧スピードが通常より低下する可能性がありま
す。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可能性があります。

Windows ホストのホスト仮想アダプタを有効または無効にするには、次の手順に
従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [ ホスト仮想アダプタ ] タブをクリックします。
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3 有効化または無効化するアダプタを選択します。

4 [ 無効にする ] または [ 有効にする ] を適宜クリックします。

5 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想ネットワーク エディタを閉じます。

Windows ホストでホスト仮想アダプタを追加または削除するには、次の手順に従っ
てください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [ ホスト仮想アダプタ ] タブをクリックします。

3 アダプタを追加するには、以下の手順を実行します。

a [ 追加 ] をクリックします。

b [ ネットワーク アダプタの追加 ] ダイアログ ボックスで、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 アダプタを削除するには、削除するアダプタを選択して [ 削除 ] をクリックし
ます。

5 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想ネットワーク エディタを閉じます。

Linux ホストからホスト仮想アダプタを削除するには、次の手順に従ってください。

1 ターミナル ウィンドウで、ルート（su -）として Workstation 構成プログラムを
実行します。

vmware-config.pl

2 以下の質問に回答します。

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する場合は、yes と入力してから次の
質問に進みます。

no と入力すると、すべてのネットワークが削除されます。

3 yes と入力した場合、以下のプロンプトが表示されたら、editor と入力します。

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

editor と入力すると、構成されている仮想ネットワークのリストが表示され
ます。
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4 無効にするアダプタに対応するネットワークを選択します。

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 以下のようなプロンプトが表示されたら、yes と入力してください。

    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 以下のようなプロンプトが表示されたら、none と入力してください。仮想ネッ
トワークは削除されます。

    What type of virtual network do you wish to set vmnet1? 
(bridged,hostonly,nat,none) [hostonly] none

ネットワーク構成上級編
このセクションでは、ネットワークに関する以下の項目について解説します。

ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構成での IP アドレスの選択（P.305）

ホストオンリー ネットワークでの IP パケットの漏洩の回避（P.308）

仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更（P.310）

Linux でのホストオンリー ネットワーク向けのルーティング情報の管理（P.312）

Linux 上のホストオンリー ネットワークに関する潜在的問題点（P.313）

Linuxホストでの2番目のブリッジ ネットワーク インターフェイスの設定（P.314）

2 つの異なるホストオンリー ネットワークの設定（P.315）

2 つのホストオンリー ネットワーク間でのルーティング（P.318）

Linux ホスト上におけるプロミスキャス モードでの仮想イーサネット アダプタの
使用（P.320）

ホストオンリー ネットワークまたは NAT 構成での IP アドレスの
選択

ホストとホストオンリー ネットワークに設定された仮想マシンはすべて、同じ仮想
スイッチを使用してこのネットワークに接続されます。通常、このネットワーク上の
マシンはすべて TCP/IP プロトコル スイートを使用しますが、他の通信プロトコルを
使用することも可能です。

NAT（ネットワーク アドレス変換）構成でもプライベート ネットワークをセット
アップします。これは TCP/IP ネットワークでなければなりません。NAT に構成され
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ている仮想マシンは、同じ仮想スイッチを使用してそのネットワークに接続されま
す。ホスト コンピュータも、ホスト仮想アダプタを使用して、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 Workstation が提供する DHCP サーバを使用し
て行われます。このサーバは、ブリッジ ネットワーク上にある仮想（または物理）
マシンにはサービスを提供しません。

DHCP サーバが割り当てるものとは別のアドレスを一覧から「固定に」割り当てるこ
とも可能です。

サブネット番号の割り当ての仕組み
Workstation のインストール時にホストオンリー ネットワークを有効にすると、その
仮想ネットワーク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。NAT 構成も、Workstation のインストール
時に自動的に選択される未使用のプライベート ネットワークを使用します。

Windows ホストで使用されているネットワークを調べるには、Workstation メニュー 
バーで [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択し、[ 概要 ] タブで仮想ネットワー
クに関連付けられているサブネット番号をチェックします。Linux ホストの場合は、
ターミナルから ifconfig を実行してください。

DHCP と固定アドレスの割り当てのどちらを使用するかの指定
DHCP を使った IP アドレスの割り当ては、固定アドレスを割り当てる場合に比べて、
より多くのプロセスが自動的に実行されるため、簡単に行うことができます。例え
ば、ほとんどの Windows のオペレーティング システムは、起動時に DHCP を使用す
るように最初から設定されています。このため、Windows の仮想マシンは最初に起
動された時からネットワークに接続することができ、特別な構成作業を必要としませ
ん。ただし、仮想マシン同士の通信に IP アドレスではなく名前を使用したい場合、
プライベート ネットワークにネーミング規約かネーム サーバ、あるいはその両方を
設定しなければなりません。この場合は、固定 IP アドレスを使用したほうが簡単に
なります。

一般的に、頻繁にあるいは長期にわたって使用する仮想マシンには、固定 IP アドレス
を割り当てるか、仮想マシンに常に同じ IP アドレスを割り当てるように VMware DHCP
サーバを構成した方が便利です。

Linux ホストでのDHCP サーバの構成
Linux ホストの場合は、VMnet1 の DHCP 構成ファイル

（/etc/vmware/vmnet1/dhcp/dhcp.conf）を編集して、ホストオンリー用の DHCP
サーバを構成します。NAT ネットワーク用の DHCP サーバを構成するには、VMnet8
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の構成ファイル（/etc/vmware/vmnet8/dhcp/dhcp.conf）を編集します。ただし、
vmware-config.pl ファイルを実行して Workstation を構成する際に、*.dhcp.conf

ファイルに対して行った編集の内容がすべて失われるという点に注意してください。

DHCP サーバ構成ファイルの編集に必要な情報は、DHCP サーバのドキュメントから
直接収集してください。マニュアル ページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8) を参照して
ください。

Windows ホストでのDHCP サーバの構成
Windows ホストでは、仮想ネットワーク エディタを使用して DHCP サーバを構成し
ます。

Windows 上で DHCP サーバを構成するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [DHCP] タブをクリックします。

3 設定を変更する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。

4 [DHCP の設定 ] ダイアログ ボックスが表示されます。必要な変更を行い、[OK]
をクリックします。

IP アドレス割り当てのためのDHCP 規則
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
スが表 13-1 および表 13-2 で示される規則に従って割り当てられます。表の <net>
は、ホストオンリー ネットワークまたは NAT ネットワークに割り当てられたネット
ワーク番号を指します。Workstation は、ホストオンリー ネットワークと NAT ネッ
トワークに対して常にクラス C アドレスを使用します。

表 13-1.  ホストオンリー ネットワークでのアドレスの使用

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホスト マシン 192.168.0.1 

 <net>.2 ～ <net>.127 固定アドレス 192.168.0.2 ～ 192.168.0.127 

 <net>.128 ～ <net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128～192.168.0.253 

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>.255 ブロードキャス
ティング 

192.168.0.255 
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ホストオンリー ネットワークでの IP パケットの漏洩の回避
ホストオンリー ネットワークは本来、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。

Windows がホストの場合
サーバ バージョンの Windows オペレーティング システムを使用しているシステム
は、そのシステム宛てに送信されていない IP パケットを転送することができます。
ただし、このようなシステムや Windows Vista システムでは、デフォルトで IP パ
ケット転送機能が無効になっています。この問題は、Windows 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 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。

パケットの転送が有効になっているかどうかを判別してこれをオフにするには、次の
手順に従ってください。

次のいずれかを実行します。

以下の手順を実行して、ルーティングとリモート アクセス サービスを停止し
ます。

a [ スタート ] - [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、[ ファイル名を指定し
て実行 ] ダイアログ ボックスに services.msc と入力します。

表 13-2.  NAT ネットワークでのアドレスの使用

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホスト マシン 192.168.0.1 

<net>.2 NAT デバイス 192.168.0.2

 <net>.3 ～ <net>.127 固定アドレス 192.168.0.3 ～ 192.168.0.127 

 <net>.128 ～ <net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128 ～ 192.168.0.253

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>.255 ブロードキャス
ティング 

192.168.0.255 
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b [ サービス ] ウィンドウが表示されるので、Routing and Remote Access サー
ビスを無効にします。

Windows 管理ツールを使用して、以下のようにしてルーティングとリモート ア
クセスを無効にします。

a Windows 2000 あるいは Windows Server 2003 がホストの場合は、[ スター
ト ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ルーティングとリモート アクセス ] を
開きます。

左側のアイコンにはホスト名が記載されています。アイコンに緑の点が付い
ていれば、IP 転送機能がオンになっています。

b IP 転送機能をオフにするには、アイコンを右クリックし、[ ルーティングと
リモート アクセス ] を無効にします。

すると赤い点が表示され、IP 転送機能は無効になります。

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、Windows 2000 管理ツール セット
アップ ウィザードの指示に従います。

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で
きます。

Linux がホストの場合
Linux ホスト上のホストオンリー ネットワークからパケットが漏洩している場合は、
ホスト 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ます。有効になって
いる場合は、無効にします。

パケット転送機能が有効になっているかどうかを確認するには、次の手順に従ってく
ださい。

ご使用の Linux システムのタイプに応じて、以下のいずれかの方法を使用します。
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以下の特殊なファイルに「0（ゼロ）」を書き込んで転送機能を無効にする。
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward ルート（su-）の権限で、次のコマンドを入
力してください。

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ご使用の Linux ディストリビューションに応じて、適切な構成オプションを使用
する。たとえば、コントロール パネルを使用したり、カーネルをコンパイルす
る時に設定を行ったり、システムの起動時に指定値を入力したりします。使用中
のディストリビューションでの設定方法に関する詳細は、オペレーティング シ
ステムのドキュメントを参照してください。

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意図的に設定されていることがあります。この場合は、
転送機能をそのまま有効にしておくことができます。パケットの漏洩を防ぐために
は、パケット フィルタ機能を有効にして、ホストオンリー ネットワークからのパ
ケットがホスト コンピュータの外に送信されないように指定しなければなりません。
パケット フィルタの構成方法に関する詳細は、オペレーティング システムのドキュ
メントを参照してください。

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。たとえば、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介して漏洩す
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
仮想マシンをパワーオンすると、Workstation は各仮想ネットワーク アダプタにイー
サネット MAC（メディア アクセス コントロール）アドレスを自動的に割り当てま
す。MAC アドレスは、各イーサネット ネットワーク デバイスに割り当てられる独自
のアドレスです。

VMware Workstation では、仮想マシンにホスト システム内の独自の MAC アドレス
が必ず割り当てられます。以下に示す条件の両方に該当する場合、仮想マシンには、
毎回パワーオンする度に同一の MAC アドレスが割り当てられます。

仮想マシンが移動されていない。つまり、仮想マシンの構成ファイルのパス名と
ファイル名が同じままである。

構成ファイル内の特定の設定に対して、変更が加えられていない。
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さらに、Workstation は、複数のホスト システム上で実行される仮想マシンに対して
も自動的に一意の MAC アドレスを割り当てようとしますが、必ずしもそれが保証さ
れるわけではありません。

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
一ホスト上の別の場所に移動すると、MAC アドレスが変更されてしまいます。

また、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）内の特定の設定を変更しないでください。
構成ファイルを手動で編集せず、仮想イーサネット アダプタの削除も行わなければ、
設定は変更されません。手動で構成ファイルの編集を行う場合は、次のオプションを
削除または変更しないでください。

ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset
uuid.location
uuid.bios
ethernet[n].present

上記のオプションで、[n] には仮想イーサネット アダプタの番号が入ります（例：0）。

MACアドレスを手動で割り当て
仮想マシンを移動しても、パワーオン時に特定の仮想マシンに必ず同じ MAC アドレ
スが割り当てられるようにする場合、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固有の MAC アドレスが確実に割り当てられるようにする場合
は、Workstation でアドレスを自動的に割り当てるのではなく、手動で割り当てるこ
とができます。

手動で仮想マシンに同じ固有の MAC アドレスを割り当てるには、テキスト エディタ
を使用して仮想マシンの構成ファイルから下記の 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 ホストの場合、以前の VMware 製品を使用して作成した仮想マシンの構成ファ
イルには、.cfg という拡張子が付けられていることがあります。

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

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てください。アダプタを削除してから後で再作成すると、アダ
プタに異なる MAC アドレスが割り当てられる可能性があります。
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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）。

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 

この行で、4 番目の値のペア（XX）は 00h と 3Fh との間の有効な 16 進数でなければ
なりません。また、YY および ZZ は 00h と FFh との間の有効な 16 進数でなければな
りません。Workstation の仮想マシンは任意の MAC アドレスをサポートしないため、
上記のフォーマットを使用する必要があります。この行は、ファイル内の UUID 行の
上に追加してください。

ハード コードされたアドレス間で固有な値を XX:YY:ZZ に選択している場合、自動
で割り当てられる MAC アドレスと手動で割り当てる MAC アドレスとの間に競合が
起こることはありません。

Linux でのホストオンリー ネットワーク向けのルーティング
情報の管理

ホストオンリー ネットワークは完全に独立したネットワークで、このネットワーク
に関連付けられたネットワーク インターフェイス（VMnet1）を備えています。この
インターフェイスはホスト OS の起動時に「up」となります。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されていない限り、自動的にこのネットワークを検出して、
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場合は、ルーティ
ング情報を提供はせず、受信のみをするように、-q オプションを指定してこれらの
プログラムを実行することで、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ルーティング サービスを実行している
場合は、ホストオンリー ネットワークへのルート情報を提供しないようにこれらの
サービスを構成する必要があります。

多くの Linux ディストリビューションが提供している routed のバージョンでは、イ
ンターフェイスに情報を提供しないように指定するオプションをサポートしていませ
ん。最近のバージョンの routed 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 については、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
のホストオンリー ネットワークで仮想マシンを実行する必要があり、その過程で問
題が生じた時は、下記の URL でサポート リクエストを提出して、当社のテクニカル 
サポート（www.vmware.com/requestsupport）に連絡してください。

http://www.vmware.com/requestsupport
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Linux 上のホストオンリー ネットワークに関する潜在的問題点 
ホストオンリー ネットワークの構成時に直面する一般的な問題を以下に示します。

Workstation をインストール後、Linux ホストのDHCPDが動作しなくなった
Workstation をインストールする前にマシン上で DHCP サーバ プログラムの dhcpd

を実行していた場合、そのマシンに存在するすべてのネットワーク インターフェイ
ス上のクライアントからの DHCP リクエストに応答するように構成されていた可能
性があります。ホストオンリー ネットワークが構成されると、新しく追加された
ネットワーク インターフェイス VMnet1 が「up」となり、利用可能な状態になるた
め、dhcpd がこれを検出する可能性があります。

この場合、一部の dhcpd の実装は、構成ファイルにこのインターフェイス用のサブ
ネットの指定がなければ、（dhcpd がインターフェイスを介して受信したメッセージ
に応答しないように設定されていても）異常終了します。

最適な解決方法は、dhcpd の構成ファイルに次の形式のラインを追加することです。

subnet <net>.0 netmask 255.255.255.0 {}

<net> は、ホストオンリー ネットワークに割り当てられたネットワーク番号（例：
192.168.0）です。構成ファイルのこのラインは、dhcpd にホストオンリー ネット
ワークに関する情報を提供し、このネットワークから送信される DHCP リクエスト
に応答しないように明示的に指示します。

もう 1 つの対処法として、プログラムの起動時に毎回、dhcpd が待ち受けるネット
ワーク インターフェイスのセットを明示的に指定する方法もあります。たとえば、
マシンにイーサネット インターフェイス eth0 が 1 つだけある場合、dhcpd を起動す
る度に、以下のようにコマンド ラインにこれを指定します。

dhcpd eth0 

これによって、dhcpd がすべての利用可能なネットワーク インターフェイスを検出
することを防止できます。

ご使用の DHCP サーバ プログラムでこれらの解決策が機能しない場合は、古い
DHCP サーバであることが考えられます。この場合、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 を使用して、IP アドレスだけでなく、ネーム サーバを実行しているホストの
ID や、最短距離にあるルータまたはゲートウェイといった情報を提供できます。た
だし、Workstation で使用される DHCP サーバは、割り当てる IP アドレスとクライア
ント名との関係を動的に確立する（つまり、DDNS を使用して DNS サーバを更新す
る）方法を提供していません。

http://www.isc.org
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このため、名前を使用して他の仮想マシンと通信するには、VMnet1 用の DHCP 構成
ファイル（/etc/vmware/vmnet1/dhcpd/dhcpd.conf）を編集するか、ホスト名に
静的にバインドされた IP アドレスを使用してください。DHCP サーバ構成ファイル
の編集に必要な情報は、DHCP サーバのドキュメントから直接収集してください。マ
ニュアル ページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8) を参照してください。また、このファ
イルに対して加えた編集内容は、その後 vmware-config.pl ファイルを実行して
Workstation を構成すると失われるという点に注意してください。

Linux ホストでの 2番目のブリッジ ネットワーク インターフェイ
スの設定

ホスト コンピュータがイーサネット アダプタを 2 つ備えており、それぞれが異なる
ネットワークに接続されている場合、そのホスト コンピュータの仮想マシンを両方
のイーサネット アダプタとブリッジ接続させ、いずれか１つまたは両方の物理ネッ
トワークにアクセスできるように設定できます。

複数のイーサネット アダプタが存在するホスト コンピュータに Workstation をイン
ストールする場合、複数のブリッジ ネットワークを構成できます。また、
vmware-config.pl を実行することで、いつでもブリッジ ネットワークを追加構成
できます。

vmware-config.pl を実行してネットワークをブリッジ接続するには、次の手順に
従ってください。

1 ホスト コンピュータで、ルート（su -）として Workstation 構成プログラムを実
行します。

vmware-config.pl

2 複数の物理イーサネット アダプタが構成されている場合は、次のようなプロン
プトが表示されたら 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]

ブリッジ 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。

3 必要なブリッジ ネットワークをすべて設定したら、no と入力します。
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2 つの異なるホストオンリー ネットワークの設定
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。たとえば、2 台の仮想マシンを１つのホストオン
リー ネットワークに接続し、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、各ネットワークのネットワーク トラフィックを分離させ
ることができます。

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 ホストの場合、最初のホスト オンリー ネットワークは Workstation をイン
ストールする際に自動的に設定されます。

Linux ホストの場合、ホストオンリー 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、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、最初のホストオンリー ネットワークが設定されます。ホストオンリー 
ネットワークの使用に同意しなかった場合は、ホストオンリー 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。手順については、

「vmware-config.pl による Workstation の構成（P.55）」を参照してください。

2 番目のホストオンリー ネットワークの追加
2 番目のホストオンリー ネットワークをセットアップするには、以下のいずれかの手
順を使用します。

Windows ホスト上で 2番目のホストオンリー インターフェイスをセットアップする
には、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [ ホスト仮想アダプタ ] タブで [ 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て、[OK] をクリックします。

4 [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 ホスト上で 2番目のホストオンリー インターフェイスをセットアップするに
は、次の手順に従ってください。

1 ルート（su -）の権限で、Workstation 構成プログラムを実行します。

/usr/bin/vmware-config.pl 

2 次のようなプロンプトが表示されたら、yes と入力します。

    Do you want to be able to use host-only networking in your virtual 
machines?
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ウィザードが、ホストに既にセットアップされているホストオンリー ネット
ワークを報告します。ホストオンリー ネットワークが存在しない場合は、最初
のホストオンリー ネットワークを構成します。

3 次のようなプロンプトが表示されたら、yes と入力します。

Do you wish to configure another host-only network?

必要な数のホストオンリー ネットワークが構成されるまでこの手順を繰り返し、
その後 no と回答します。

4 ウィザードで残りの作業を済ませます。ウィザードが終了して、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、および
vmnet2）が表示されます。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ます。これらの 4 つのインター
フェイスは、個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があります。

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。

構成 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。こ
の構成の使用については、「構成 1 または 2 を使用するには、次の手順に従って
ください。（P.316）」を参照してください。

構成 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
タを新たに作成されたホストオンリー インターフェイス（VMnet2）に接続す
る。この構成の使用については、「構成 1 または 2 を使用するには、次の手順に
従ってください。（P.316）」を参照してください。

構成 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。この構成の
使用については、「構成 3（2 つのホストオンリー インターフェイスに接続）を
使用するには、次の手順に従ってください。（P.317）」を参照してください。

構成 1または 2を使用するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

パワーオフまたはパワーオンのいずれの状態でもかまいません。
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2 Workstation のメニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで [ イーサネット ] をクリックします。

4 [ ネットワーク接続 ] セクションで、以下のいずれかを実行します。

デフォルトのホストオンリー インターフェイス（VMnet1）に接続するに
は、[ ホストオンリー ] を選択します。

新たに作成されたホストオンリー インターフェイスに接続するには、[ カス
タム ] を選択して、右側のドロップダウン リストから [VMnet2（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ない場合は、「仮想ネット
ワーク アダプタの追加と変更（P.298）」の手順に従って、アダプタを 1 つ追加
します。

構成 3（2つのホストオンリー インターフェイスに接続）を使用するには、次の手順
に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 Workstation のメニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで [ イーサネット ] をクリックします。

4 以下のようにして、2 つのアダプタを接続します。

a 1 つ目のネットワーク アダプタをデバイスのリストで選択し、[ ネットワー
ク接続 ] セクションで [ ホストオンリー ] を選択します。

このアダプタは、デフォルトのホストオンリー インターフェイス
（VMnet1）に接続されます。

b 2 つ目のネットワーク アダプタをリストで選択し、[ ネットワーク接続 ] セ
クションで [ カスタム ] を選択して、ドロップダウン リストで [VMnet2（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ない場合は、「仮想ネット
ワーク アダプタの追加と変更（P.298）」の手順に従って、アダプタを 1 つ追加
します。
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アダプタの構成を完了するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオンして、ゲスト OS をインストールします。

構成 1 と 2 では、イーサネット アダプタが 1 つ表示されます。構成 3 では、2
つのイーサネット アダプタがゲスト内に表示されます。

2 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。

ホストオンリー ネットワークが使用している IP アドレスを確認するには、以下
の手順を実行します。

Windows ホストでは、コマンド プロンプトを開いて、以下のコマンドを実
行します。

ipconfig /all

Linux ホストでは、ターミナルを開いて、以下のコマンドを実行します。

ifconfig

2 つのホストオンリー ネットワーク間でのルーティング 
仮想マシンを使用する複雑なテスト用ネットワークを構築する場合、2 つの独立し
たホストオンリー ネットワークを構成し、その間にルーターを設定することもでき
ます。

これには、2 つの基本的なアプローチがあります。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です。いずれの場
合も、ホストオンリー インターフェイスが 2 つ必要です。

ここでは、各ホストオンリー ネットワークに仮想マシンが 1 台しかない単純な構成
を例に挙げて説明を行っています。必要に応じて仮想マシンやホストオンリー ネッ
トワークを追加して、より複雑な構成を設定することが可能です。

2 つのホストオンリー ネットワーク間のルーティングを設定するには、次の手順に
従ってください。

1 「構成 1 または 2 を使用するには、次の手順に従ってください。（P.316）」の手順
に従って、1 番目（デフォルト）のホストオンリー インターフェイスへの接続を
設定します。

2 「構成 1 または 2 を使用するには、次の手順に従ってください。（P.316）」の手順
に従って、2 番目（VMnet2）のホストオンリー インターフェイスへの接続を設
定します。
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3 仮想マシン上でルータ ソフトウェアを実行する予定の場合は、「構成 3（2 つの
ホストオンリー インターフェイスに接続）を使用するには、次の手順に従って
ください。（P.317）」の手順に従って、これらの 2 つのホストオンリー インター
フェイスへの接続を持つ第 3 の仮想マシンを設定します。

ホスト コンピュータ上でルータ ソフトウェアを実行する場合は、この手順をス
キップしてください。

この手順の残りの部分では、仮想マシンで固定 IP アドレスを使用するための構
成方法について説明します。

4 VMnet DHCP サーバのサービスを停止します。

Windows ホストの場合は、Workstation メニュー バーで [ 編集 ] - [ 仮想ネット
ワークの設定 ] - [DHCP] を選択し、サービスを選択して [ 停止 ] をクリック
します。

Linux ホストの場合は、ターミナルを開き、以下のコマンドを使用して
vmnet-dhcpd サービスを停止します。

killall -TERM vmnet-dhcpd

5 各仮想マシンにゲスト OS をインストールします。

6 ホスト コンピュータまたは 3 番目の仮想マシンに、ルーター ソフトウェアをイ
ンストールします（ご使用の方法によって異なります）。

7 最初の 2 台の仮想マシンにネットワークを構成し、該当するホストオンリー 
ネットワーク上のアドレスを使用するように設定します。

Windows ホストの場合は、コマンド プロンプトを表示して ipconfig /all

を実行し、各ホストオンリー ネットワークが使用している IP アドレスを確
認します。

Linux ホストの場合は、ターミナルを開いて ifconfig を実行し、各ホストオ
ンリー ネットワークが使用している IP アドレスを確認します。

8 以下のいずれかの手順を実行して、IP アドレスを割り当てます。

ホスト コンピュータでルーターを実行している場合は、ホスト コンピュー
タ上のホストオンリー アダプタのアドレスに基づいてデフォルトのルー
ター 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。
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3 番目の仮想マシンでルーターを実行している場合、最初の 2 台の仮想マシ
ンに、3 番目の仮想マシンが使用するアドレスに基づくデフォルトのルータ 
アドレスを設定します。

最初の仮想マシンのネットワーク構成では、デフォルトのルーター 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。

この時点で、仮想マシン 1 と仮想マシン 2 からルータのマシンに PING が通る状態で
なければなりません。ルータ ソフトウェアが正しく設定されていれば、1 番目と 2 番
目の仮想マシン間で通信することができます。

Linux ホスト上におけるプロミスキャス モードでの仮想イーサネッ
ト アダプタの使用

Workstation では、Workstation を実行しているユーザーにその設定を行う権限がない
限り、仮想イーサネット アダプタをプロミスキャス モードにすることはできません。
これは、ルートしかネットワーク インターフェイスをプロミスキャス モードにでき
ないという一般的な Linux の慣例に従ったものです。

Workstation をインストールして構成するには、ルート権限が必要です。Workstation
はルートの所有権とルートのグループ所有権で VMnet デバイスを作成します。つま
り、そのデバイスに対して読み取りおよび書き込み許可を持つのはルートのみとなり
ます。

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および書き込みアクセス権も持つルートの権限で
Workstation を起動しなければなりません。たとえば、ブリッジ ネットワークを使用
している場合は、/dev/vmnet0 へのアクセス権が必要です。

他の一部のユーザーに VMnet デバイスに対する読み取りおよび書き込みアクセス権
を許可するには、新しいグループを設定して、該当するユーザーをそのグループに追
加し、該当するデバイスに対する読み取りおよび書き込みアクセス権をそのグループ
に許可します。この変更は、ホスト OS でルート（su -）のアカウントから行う必要
があります。たとえば、次のようなコマンドを入力します。

chgrp <newgroup> /dev/vmnet0
chmod g+rw /dev/vmnet0

ここで、<newgroup> は、vmnet0 をプロミスキャス モードに設定することのできる
グループです。
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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 でルートとし
て実行します。

chmod a+rw /dev/vmnet0

NAT の使用
ネットワーク アドレス変換（NAT）は、ホストで使用可能なほぼすべての種類の
ネットワーク接続を利用して、仮想マシンがほとんどのクライアント アプリケー
ションを使用できるようにする方法を提供します。ただし唯一の要件として、ネット
ワーク接続が TCP/IP をサポートしている必要があります。

利用できる IP アドレスが限られている場合、あるいは非イーサネット ネットワーク 
アダプタでネットワークに接続されている場合、NAT が威力を発揮します。NAT は、
プライベートな VMnet ネットワーク内での仮想マシンのアドレスをホスト マシンの
アドレスに変換することによって機能します。仮想マシンがネットワーク リソース
にアクセスするためのリクエストを送信すると、ネットワーク リソースはホスト マ
シンがリクエストを送信したかのように認識します。

NAT デバイスによる VMnet8 仮想スイッチの使用方法
NAT デバイスは VMnet8 仮想スイッチに接続しています。NAT ネットワークに接続
されている仮想マシンもまた、VMnet8 仮想スイッチを使用します。

NAT デバイスは、VMnet8 仮想ネットワーク上の仮想マシンからパケットが送信され
るのを待ちます。パケットが送信されてくると、それを外部ネットワークに転送する
前に、仮想マシンのアドレスをホストのアドレスに変換します。外部ネットワークか
らプライベート ネットワークの仮想マシンあてにデータが送信されてきた場合も、
NAT デバイスがデータを受信し、ネットワーク アドレスを仮想マシンのアドレスに
置換えて、仮想ネットワーク上の仮想マシンにそのデータを転送します。この変換は
自動的に行われ、ゲストとホストでの構成はほとんど必要ありません。

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
のアダプタを使用して、ホストと仮想マシンがファイルの共有等の目的で通信するこ
とができます。NAT デバイスはホスト仮想アダプタからのトラフィックは転送しま
せん。
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NAT ネットワーク上のDHCP
ネットワークの構成作業を簡易化するために、Workstation のインストール時に
DHCP サーバがインストールされます。このため、NAT デバイスを使用してネット
ワーク上で稼動する仮想マシンは、DHCP リクエストを送信して IP アドレスをダイ
ナミックに取得することができます。

NAT ネットワーク上の DHCP サーバ（ホストオンリー ネットワーク構成でも使用さ
れる）は、<net>.128 から <net>.254 の範囲の IP アドレスをダイナミックに割り当
てます。ここで、<net> は、NAT ネットワークに割り当てられたネットワーク番号
です。Workstation は NAT ネットワークに対して常にクラス C アドレスを使用しま
す。<net>.3 から <net>.127 の IP アドレスは、固定 IP アドレスに使用できます。IP
アドレス <net>.1 はホストアダプタに、<net>.2 は NAT デバイスに割り当てられて
います。詳細については、「IP アドレス割り当てのための DHCP 規則（P.307）」を参
照してください。

NAT ネットワーク上の DHCP サーバは、IP アドレスに加えて、仮想マシンの稼動を
可能にする構成情報も送信します。この情報には、デフォルト ゲートウェイや DNS
サーバなどが含まれます。DHCP からの応答で、NAT デバイスは IP アドレス <net>.2
をデフォルトのゲートウェイや DNS サーバとして使用するように仮想マシンに指示
します。これによって、外部ネットワークに送信される全 IP パケットおよび DNS リ
クエストが NAT デバイスに転送されます。

NAT ネットワーク上のDNS
NAT デバイスは、NAT ネットワーク上の仮想マシンに対して DNS サーバとして機能
します。NAT デバイスは実際は 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 を介してアクセスする
ことができません。NAT ネットワークで稼動する仮想マシンが DNS 名で互いにアク
セスするようにしたい場合は、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のアクセス
一般に、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できます。こ
れは、Web 閲覧、Telnet、パッシブ モードの FTP、ストリーミング ビデオのダウン
ロードといった、ほとんどのクライアント アプリケーションに当てはまります。追
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加のプロトコル サポートが NAT デバイスに組み込まれており、FTP や ICMP エコー
（PING）が NAT を介して透過的に機能できます。

ホストが接続されている外部ネットワークには、NAT ネットワーク上の全仮想マシ
ンがホストとして認識されます。これは仮想マシンのネットワーク トラフィックが
ホストの IP アドレスを使用するためです。NAT ネットワーク上の仮想マシンは
TCP/IP を使用して、ホストからアクセス可能なあらゆるマシンにデータを送受信す
ることができます。

通信を実現するには、プライベートな NAT ネットワーク上の仮想マシンのアドレス
と外部ネットワーク上のホストのネットワーク アドレスとの間のマッピングを 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
ザーが気が付かない内に、この操作は行われます。追加の作業は必要ありません。

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動で構成し、特定ポートあてのネット
ワーク トラフィックが自動的に NAT ネットワークの仮想マシンに転送されるように
することは可能です。「高度な NAT 構成（P.323）」を参照してください。

Windows 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（仮想マシンおよびホスト コンピュータを含む）でも利用できます。
ネットワークで WINS サーバ使用している場合、NAT ネットワークを使用する仮想マ
シンは、共有ファイルや共有フォルダが同じワークグループやドメインにある限り、
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。

高度なNAT 構成
このセクションは、以下の項で構成されています。

Windows ホスト（P.323）

Linux ホスト（P.326）

Windows ホスト
以下の手順に従って、仮想ネットワーク設定エディタを使用して NAT を構成します。
NAT 構成ファイルの編集については、「Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構
成（P.324）」を参照してください。
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Windows ホストで NAT を構成するには、次の手順に従ってください。

1 Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。

2 [NAT] タブのコントロールを使用して、以下のように NAT を構成します。

該当するボタンをクリックして、仮想 NAT デバイスを停止および開始します。

仮想ネットワーク用の NAT の設定を編集するには、ドロップダウン メニュー
から VMnet ネットワークを選択して [ 編集 ] をクリックします。[NAT 設定 ]
ダイアログ ボックスが表示されます。

3 ポート転送の設定や変更、あるいは仮想 NAT デバイスに使用させる DNS サーバ
の指定を行うには、それぞれ該当するボタンをクリックします。

4 [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。

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。



VMware, Inc. 325

第 13 章 仮想ネットワークの構成

NAT: C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\VMware\vmnetnat.conf

このファイルについての詳細は、「NAT 構成ファイルの内容（P.326）」を参照し
てください。

DHCP: C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\VMware\vmnetdhcp.conf 

1024 より下のポートからの接続指定
クライアント マシンがサーバへの TCP または UDP の接続を行う場合、接続はクライ
アント（ソースポート）上の特定のポートからサーバ（送信先ポート）の特定のポー
トへ接続します。安全性の面から、一部のサーバでは 1024 より下のソース ポートか
らの接続のみを受け入れます。この構成は、NFS ファイル サーバとして使用されて
いるマシン上等で時々見られます。

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要求を
転送することが必要です。この動作を vmnetnat.conf ファイルで指定することが
できます。

この動作は、[privilegedUDP] と [privilegedTCP] セクションの中にあるエント
リによってコントロールされます。使用する接続方法に応じて、これらのセクション
の 1 つまたは両方に対して、設定の追加または変更を行う必要があります。

2 つのパラメータを設定でき、それぞれ別々のラインに表示されます。

autodetect = <n>

自動検出設定は、1024 より下の仮想マシンのソース ポートを 1024 より下の NAT
ソース ポートにマッピングする処理を VMware NAT デバイスで自動的に試行するか
どうかを決定します。設定１は true を示します。設定 0 は false を示します。
Windows ホストでは、デフォルトは 1（true）です。Linux ホストでは、デフォルト
は 0（false）です。

port = <n>

注意   仮想ネットワーク設定エディタ（[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ]）を使用
して、数多くの主要な NAT および DHCP 設定を変更できます。ただし、構成ファイ
ルに対して手動で変更を加えた場合、それらの変更内容は、仮想ネットワーク設定エ
ディタを使用した際に失われる可能性があります。手動で変更を行った場合は、仮想
ネットワーク設定エディタで設定を変更する前に、変更したファイルのバックアップ 
コピーを作成しておいてください。その後で、手動で行った変更の内容を、該当する
構成ファイルにコピーして戻すことができます。
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ポートの設定は、送信先ポートを指定します（<n> は、クライアントからの接続を受
け入れるサーバのポートです）。サーバ上の指定されたポートに仮想マシンが接続す
る場合、常に NAT デバイスは 1024 より下のソース ポートから接続を試みます。使
用する接続に応じて、[privilegedUDP] または [privilegedTCP] セクション、あ
るいは両方のセクションに 1 つ以上のポート設定を含めることができます。各ポー
ト設定はそれぞれ別のラインに入力してください。

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 にあります。

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、ip = 192.168.27.2/24 のような
フォーマットが使用されています。

NAT 構成ファイルの例は、「Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル（P.331）」を
参照してください。構成ファイルの変数については、「NAT 構成ファイルの内容

（P.326）」を参照してください。

NAT 構成ファイルの内容
NAT 構成ファイルは、以下の場所にあります。

Windows ホストの場合
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\vmnetnat.conf

このファイルを編集した後で、仮想ネットワーク設定エディタ（[ 編集 ] - [ 仮想
ネットワークの設定 ]）を使用すると、編集内容が失われる可能性があります。

Linux ホストの場合
/etc/vmware/vmnet8/nat/nat.conf

NAT 構成ファイルには、以下のセクションが含まれています。

[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 ネットワークに使用するサブネット マスクです。この範囲のアドレスから
DHCP アドレスが割り当てられます。
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configport

NAT デバイスのステータス情報にアクセスするために使用するポートです。

device

使用する VMnet デバイスです。Windows デバイスは、VMnet<x> の形式を取り、
<x> は VMnet の番号です。Linux デバイスは、/dev/vmnet<x> の形式です。

activeFTP

アクティブな FTP を許可するかどうかを示すフラグです。アクティブな FTP は、
受信接続をリモート FTP サーバが開くようにします。これをオフにすると、
パッシブ モードの FTP だけが機能します。このフラグを 0 に設定すると、アク
ティブな FTP はオフになります。

[udp] のセクション
timeout

NAT ネットワークに UDP マッピングを保存しておく時間（秒）です。

[dns] のセクション
このセクションは Windows ホスト向けです。Linux ではこのセクションは使用され
ません。

policy

DNS 転送に使用するポリシーです。指定可能な値は以下のとおりです。

order　ネームサーバの順に DNS リクエストを 1 つずつ送信します。

rotate　DNS サーバをローテーションで切替えながら、DNS リクエストを 1
つずつ送信します。

burst　3 つのサーバに送信し、最初の応答を待ちます。

timeout

DNS リクエストを再試行するまでの時間（秒）です。

retries

NAT デバイスが DNS リクエストを中止するまでの再試行の回数です。

autodetect

ホストで利用可能な DNS サーバを NAT デバイスに自動検出させるかどうかを示
すフラグです。

nameserver1

使用する DNS サーバの IP アドレスです。
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nameserver2

使用する DNS サーバの IP アドレスです。

nameserver3

使用する DNS サーバの IP アドレスです。

自動検出がオンになっており、一部のネームサーバが指定されている場合、
nameserver1、nameserver2、nameserver3 で指定した DNS サーバが、検出さ
れた DNS サーバのリストの前に追加されます。

[netbios] のセクション
このセクションは Windows ホスト向けです。Linux ではこのセクションは使用され
ません。

nbnsTimeout = 2

NBNS クエリーをタイムアウトするまでの時間（秒）です。

nbnsRetries = 3

各 NBNS クエリーの試行回数です。

nbdsTimeout = 3

NBDS クエリーをタイムアウトするまでの時間（秒）です。

[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。

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 で接続すると、192.168.27.128 という IP アドレスを持つ仮想マシ
ン上のポート 21（これは FTP の標準ポートです）にネットワーク パケットが転送さ
れます。

[incomingudp] セクション
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。
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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 IP アドレス 192.168.27.128 を持つ仮想マシンの
ポート 6001 に転送されます。

NAT を使用する際の注意点
NAT を使用する際は、以下の点に注意してください。

NAT 使用時のパフォーマンス低下

NAT では仮想マシンから送受信されるパケットはすべて NAT ネットワーク内に
留まる必要があるため、パフォーマンスの低下が発生していまいます。

NAT の透過性

NAT デバイスを手動で構成してサーバ接続をセットアップすることはできても、
一般的に外部ネットワークから接続を開始することはできません。この結果、
サーバ マシンから接続を開始する必要のある一部の TCP および UDP プロトコル

（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、場合
によってはまったく機能しない可能性もあります。

NAT のファイアウォール

NAT デバイスはプライベートな NAT ネットワーク側から接続を開始できるのに
対し、外部ネットワークのデバイスは一般的にプライベート NAT ネットワーク
への接続を開始できないため、標準の NAT 構成では基本レベルのファイア
ウォール保護が提供されます。

NetLogon での NAT の使用 
Windows ホスト上で稼動する Windows ゲスト OS の仮想マシンで NAT ネットワー
クを使用する場合、仮想マシンから NetLogon を利用して Windows ドメインにログ
インすることができます。これによって、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
設定する方法を説明します。設定の手順は、別の LAN 上のドメイン コントローラを
使用する LAN に物理コンピュータを設定する方法と似ています。

仮想 NAT ネットワーク外の Windows ドメインにログインするには、仮想マシンがそ
のドメインの WINS サーバにアクセスする必要があります。以下の 2 つの方法を使用
して、仮想マシンを WINS サーバに接続できます。
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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。

このセクションでは、両方の方式について説明します。

ホストに設定されている既存のWINS サーバに NAT を使用して接続
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 2000、Windows XP、および
Windows Server 2003 を例に説明を行っています。Windows NT、Windows Me、およ
び Windows 9x がゲストの場合も、同様の作業を行います。Windows Vista では最初
の 2 つのステップが異なります。下に記載されている特別なステップを実行してく
ださい。

NAT を使用してホスト上のWINS サーバに接続するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 仮想マシン内で [ マイ ネットワーク ] を右クリックし、[ プロパティ ] を選択し
ます。

Windows Vista の場合は、[ ネットワークと共有センター ] を開いて、該当する
仮想ネットワーク アダプタを使用する接続の [ 状態の表示 ] リンクをクリック
します。

2 [ ネットワーク接続 ] ウィンドウで、仮想ネットワーク アダプタを右クリックし
て [ プロパティ ] を選択します。

Windows Vista の場合は、[ 接続の状態 ] ウィンドウで [ プロパティ ] をクリック
して、許可を求めるプロンプトが表示されたら [ 継続 ] をクリックします。

3 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスで [ インターネット プロトコル（TCP/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 ボックスで [ 詳細設定 ] をクリックします。

5 [WINS] タブをクリックし、[NetBIOS 設定 ] の箇所で [DHCP からの NetBIOS 設定
を使用します ] を選択します。

6 [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。

WINS サーバの IP アドレスを手動で入力
同じワークグループやドメイン内の WINS サーバがホストにまだ設定されていない場
合は、次の方法で接続します。
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WINS サーバの IP アドレスを手動で入力するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシン内で [ マイ ネットワーク ] を右クリックし、[ プロパティ ] を選択し
ます。

Windows Vista の場合は、[ ネットワークと共有センター ] を開いて、仮想ネット
ワーク アダプタを使用する接続の [ 状態の表示 ] リンクをクリックします。

2 [ ネットワーク接続 ] ウィンドウで、仮想ネットワーク アダプタを右クリックし
て [ プロパティ ] を選択します。

Windows Vista の場合は、[ 接続の状態 ] ウィンドウで [ プロパティ ] をクリック
して、許可を求めるプロンプトが表示されたら [ 継続 ] をクリックします。

3 [ プロパティ ] ダイアログ ボックスで [ インターネット プロトコル（TCP/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 ボックスで [ 詳細設定 ] をクリックします。

5 [WINS] タブで [ 追加 ] をクリックします。

6 [TCP/IP WINS サーバー ] ダイアログ ボックスで、[WINS サーバー ] フィールドに
WINS サーバの IP アドレスを入力して、[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。

7 仮想マシンから接続する各 WINS サーバごとに、ステップ手順 5 ～手順 6 を繰り
返します。

8 [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。

仮想マシンに WINS サーバの IP アドレスを設定したら、仮想マシンの NetLogon を
使用してドメインにログインし、そのドメインのシェアにアクセスすることが可能
です。

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
ローラの管理者ユーザーのユーザー ID とパスワードが必要になります。

Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル
# Linux NAT configuration file

[host]

注意   アクセスは、同じ NAT ネットワーク上にあるか、同じドメインでブリッジされ
ている仮想マシンのシェアに限定されます。
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# NAT gateway address
ip = 192.168.237.2/24
hostMAC = 00:50:56:C0:00:08

# enable configuration; disabled by default for security reasons
#configport = 33445

# VMnet device if not specified on command line
device = VMnet8

# Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...)
activeFTP = 1

# Allows the source to have any OUI. Turn this one if you change the OUI
# in the MAC address of your virtual machines.
#allowAnyOUI = 1

[udp]
# Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 60; real value might
# be up to 100% longer
timeout = 30

[dns]
# This section applies only to Windows.
#
# Policy to use for DNS forwarding. Accepted values include order,
# rotate, burst.
#
# order: send one DNS request at a time in order of the name servers
# rotate: send one DNS request at a time, rotate through the DNS servers
# burst: send to three servers and wait for the first one to respond
policy = order;

# Timeout in seconds before retrying DNS request.
timeout = 2

# Retries before giving up on DNS request
retries = 3

# Automatically detect the DNS servers (not supported in Windows NT)
autodetect = 1

# List of DNS servers to use.Up to three may be specified
#nameserver1 = 208.23.14.2
#nameserver2 = 63.93.12.3
#nameserver3 = 208.23.14.4

[netbios]
# This section applies only to Windows.
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# 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

Workstation での Samba の使用
Linux ホスト上で既に Samba を実行している場合、このセクションの手順に従って、
Workstation と連動するように Samba を構成できます。

Samba 構成を変更して、Workstation の仮想イーサネット アダプタ VMnet1 で使用し
ている IP サブネットを構成に含めます。

VMnet1 が使用しているサブネットを確認するには、次のコマンドを実行します。

/sbin/ifconfig vmnet1

Samba パスワード ファイルには、ホストのファイル システムにアクセスする仮想マ
シンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。Samba パスワード 
ファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲスト OS にログインする時に使
用するものと一致していなくてはなりません。



Workstation ユーザーマニュアル

334 VMware, Inc.

Linux ホストのターミナル ウィンドウから、Samba パスワード ファイルにユーザー
名とパスワードをいつでも追加できます。

Sambaパスワード ファイルにユーザーを追加するには、次の手順に従ってください。

1 ルート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。

3 画面の指示に従います。

4 ルートのアカウントからログアウトします。

exit

ブリッジ ネットワークとホストオンリー ネットワークでの Samba
サーバの使用

ホストオンリー ネットワークとブリッジ ネットワークの両方で Samba サーバを使用
するには、smb.conf ファイルのパラメータを 1 つ変更する必要があります。
interface パラメータを定義して、Samba サーバが複数のインターフェイスにサー
ビスを提供するようにします。次はそのパラメータの一例です。

interface = eth0 vmnet1

この例では、Samba サーバが eth0 インターフェイスと vmnet1 インターフェイス
（それぞれブリッジ ネットワークとホストオンリー ネットワークで使用されるイン
ターフェイス）の両方を認識し、使用するように設定しています。

ネットワーク アクセスなしで Samba を使用
物理イーサネット インターフェイスから Samba にアクセスできないようにするに
は、次のラインを /etc/samba/smb.conf に加えて、Samba を再起動してください。

interfaces = vmnet*
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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。この章では、以下のトピックについて説明します。

画面の色濃度を設定（P.335）

Direct3D の試験的サポート（P.336）

サウンドの構成（P.341）

画面の色濃度を設定
ゲスト OS 内で利用できる画面の色の数は、ホスト OS の画面の色の設定によって異
なります。

仮想マシンでは、次の色がサポートされています。

16 色（VGA）モード

8 ビット PseudoColor（調合色） 

16 bpp（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の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。

ビデオとサウンドの構成 14
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以下のいずれかの解決策を試行できます。

ホストで使用可能な色の数を増やす。「ホストの画面の色の設定を変更（P.336）」
を参照してください。

ゲストで使用されている色の数を減らす。「仮想マシンの画面の色の設定を変更
（P.336）」を参照してください。

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の数を使用してく
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 をすべてシャットダウンし
てからし、Workstation を終了する必要があります。

通常の手順でホスト OS の色の設定を変更してから、Workstation と仮想マシンを再
起動します。

仮想マシンの画面の色の設定を変更
ゲスト OS の色の設定を変更する場合、使用しているゲスト OS によって手順が異な
ります。

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。

Direct3D の試験的サポート
Workstation では、Direct3D ビデオ アクセラレーションを試験的にサポートしていま
すが、この機能は完全ではありません。

Workstation の試験的 3D 機能を活用するには、仮想マシンで実行する VMware Tools
のバージョンが、それを実行するために使用する Workstation のバージョンに対応す
るものでなければなりません。たとえば、Workstation 6.0 で実行する仮想マシンは、
Workstation 6.0 で提供される VMware Tools のバージョンを実行する必要があります。

注意   試験的にサポートしている機能は、実働システムでの使用を意図したものでは
ありません。3D アクセラレーションを有効にすると、3D アプリケーションを使用し
なくても、ホストまたはゲストがクラッシュする場合があり、データを損失する可能
性があります。
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仮想マシンを移動し、3D 機能を使用する場合は、的確な VMware Tools のバージョ
ンがインストールされていることを確認してください。

Direct3D 試験的サポートの使用対象者
Workstation では、現在実装が進められている 3D アクセラレーションを試験的にテ
ストする上級ユーザーを対象に、この機能を提供しています。

3D アクセラレーションのテクニカル サポートは、まだ Workstation では提供してい
ませんが、 3D アクセラレーションの使用中に発生した問題を当社で評価できるよう、
サポート リクエストの提出をお願いいたします。サポート リクエストを提出する前
に、「VMware の試験的サポートについて（P.340）」を参照してください。

3D アクセラレーションの制限
Direct3D の試験的サポートは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、およ
び Linux を実行しているホスト上の Windows 2000 および Windows XP ゲストのみに
適用されます。

試験的サポートには次の制限があります。

WorkstationはDirectX 8アプリケーションとDirectX8のサブセットのみを使用する
DirectX9 アプリケーションをアクセラレートします。

3D アプリケーションのサポートに関して、パフォーマンス面での最適化はまだ
行われていません。

OpenGL アプリケーションはソフトウェアのエミュレーション モードで実行し
ます。

3D アクセラレーションの機能の一部は有効ではありません。次の 3D 機能はまだア
クセラレートされていません。

ピクセルとバーテックス シェーダー

複数のバーテックス ストリーム

ハードウェア バンプマッピング（環境マッピング）

投影テクスチャ

1、3、または 4 次元テクスチャ

3D アクセラレーションの有効化
Direct3D テクノロジーはデフォルトでは無効になっています。ホスト、仮想マシン、
ゲスト OS の順に準備します。
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ホストで 3Dアクセラレーションを有効にするには、次の手順に従ってください。

1 ハードウェアについては、NVIDIA TNT、GeForce、Quadro カード、または
ATI FireGL、Radeon 8500（またはそれ以降）ビデオカードなどの、OpenGL ア
クセラレーションをサポートしているビデオ カードをホストで使用します。

不明な点がある場合は、ハードウェア メーカーに問い合わせてください。

2 ソフトウェアについては、ホストのビデオ ドライバを最新バージョンにアップ
グレードします。

ATI ドライバは、次のサイトからダウンロードできます。

ati.amd.com/support/driver.html

NVIDIA ドライバは、次のサイトからダウンロードできます。

www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 

3 Windows 2000 または Windows XP ホストを使用している場合は、以下の手順を
実行して、ディスプレイのプロパティでハードウェア アクセラレーションが有
効になっていることを確認してください。

a デスクトップを右クリックし、[ プロパティ ] - [ 設定 ] - [ 詳細設定 ] - [ トラブ
ルシューティング ] を選択します。

b [ ハードウェア アクセラレーション ] のスライダーを [ 最大 ] にします。

4 Linux を使用している場合は、以下の手順を実行して、Linux ホストで互換性を
テストしてください。

a 直接レンダリングが有効化されていることを確認するために、以下のコマン
ドを実行します。

glxinfo | grep direct 

b ホスト上で 3D アプリケーションが機能することを確認するために、以下の
コマンドを実行します。

glxgears 

ホストでの構成後、仮想マシンでアクセラレートされた 3D を構成します。

注意   試験的にサポートされている機能は、実働システムを対象としたものではあり
ません。

http://ati.amd.com/support/driver.html
http://nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
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仮想マシンで 3Dアクセラレーションを有効にするには、次の手順に従ってください。

1 Windows 2000 または XP ゲスト OS の仮想マシンを選択します。

パワーオンまたはサスペンド状態にある仮想マシンで Direct3D の有効化は行わ
ないでください。

2 仮想マシンが複数のモニタを使用するように設定されている場合は、仮想マシン
設定エディタを使用して、1 台のモニタのみを使用するように設定を戻します。

仮想マシンがパワーオフされていることを確認してから、その仮想マシンを選択
し、[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [ ディスプレイ ] を選択して、モニタを指定
します。

3 仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に次の項目を追加します。

mks.enable3d = "TRUE"

これにより、アクセラレートされた 3D がホストで有効になります。この作業
は、ゲストでアクセラレートされた 3D をサポートするのに必要です。また、こ
れによって、ホストがゲスト ディスプレイの 2D 部分もアクセラレートできるよ
うになります。

4 次のオプションの１つまたは両方を付け加えることもできます。

svga.vramSize = "67108864"

これにより、仮想ディスプレイ カードの VRAM が 64MB に増量されます。さら
に VRAM を追加することにより、ゲストでのスラッシングを防ぐことが可能で
す。最大容量は、128MB です。

vmmouse.present = "FALSE"

これにより、ゲストの絶対ポインティングデバイスが無効になります。直接入力
相対モードを必要とするアプリケーションでは、ゲストの絶対ポインティング 
デバイスをオフにする必要があります。実際にこれが必要なのは、リアルタイム 
ゲーム等のフル スクリーン 3D アプリケーションの特定の種類です。

5 vmmouse.present オプションを設定する場合は、以下のようにして、
Workstation の設定でバックグラウンド環境設定もオフにしてください。

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

b [ 入力 ] タブをクリックします。

c [ カーソルがウィンドウから外れた時、バックグラウンドにする ] を非選択
状態にします。
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ゲストOSで 3Dアクセラレーションを有効にするには、次の手順に従ってください。

1 マシンをオンにします。

2 VMware Tools をインストールします。

手順については、「VMware Tools のインストールとアップグレード（P.119）」を
参照してください。

3 DirectX 9.0c End User Runtime をインストールします。

DirectX 9.0c End User Runtime は、Microsoft の次のサイトからダウンロードでき
ます。

www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=en&categoryid=2 

4 3D アプリケーションをインストールして、実行します。

既知の問題
以下は、Direct3D の試験的サポートにおいて頻繁に起こる問題です。

3D アプリケーションが実行していると、VMware Workstation コンソール タブの
切替が機能しない。

3D アプリケーションが実行していると、フル スクリーン モードとウィンドウ 
モードの切替が機能しない。

複数の 3D アプリケーションを同時に実行すると、Workstation アプリケーション
がクラッシュする。

3D アプリケーションが実行していると、サスペンドまたはレジュームが行えな
く、スナップショットの設定も機能しない。

次のようなグラフィックが破損する。

スクリーン ショットまたはムービー キャプチャ画面で、3D 領域のグラ
フィックが破損する。

ゲスト OS で、3D 領域上にカーソルを持っていくと、カーソルに円光（通常
は白）が現れる。

VMware の試験的サポートについて
では、Direct3D アクセラレーションを試験的にのみサポートしています。Direct3D
アクセラレーションに関するすべてのサポート リクエストに対して、個々にお応え
することは困難と思われます。

当社では、次の種類の障害について情報を積極的に収集しています。

http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=en&categoryid=2


VMware, Inc. 341

第 14 章 ビデオとサウンドの構成

ゲストのブルースクリーン等の致命的な障害、または Workstation にクラッシュ
を引き起こす 3D アプリケーション

ATI 8500（またはそれ以降）ビデオ カードのテスト レポート（機能するかし
ないか）

Linux ホスト OS のテスト リポート（機能するかしないか）

使用されている特定の DirectX8 および DX9 アプリケーションのテスト レポート
（機能するかしないか）

3D 実行に際して起こる具体的な問題

VMware 3D テクノロジーの展開において期待する、具体的な方向性

具体的な詳細を含むリポートの収集が、Direct3D の試験的サポートを完全なサポー
トにする近道となります。構成、3D アプリケーション、およびハードウェアに関す
る詳細情報をできるだけ多く含めて、サポート リクエストに提出してください。

サウンドの構成 
Workstation は Sound Blaster AudioPCI 互換のサウンド デバイスを提供し、
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000、
Windows XP、Windows Server 2003、および Linux のゲスト OS でサウンドをサ
ポートしています。Workstation のサウンド デバイスはデフォルトでは有効に設定さ
れています。

サウンドとして、PCM（パルス コード モジュール）入出力がサポートされています。
たとえば、.wav ファイル、MP3 オーディオ、Real Media オーディオを再生できま
す。Windows ゲストでの MIDI 出力は Windows ソフトウェアシンセサイザを使用し
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、および最近のほとんどの Linux ディストリビューショ
ンでは、サウンド デバイスを自動的に検出し、それに適したドライバをインストー
ルします。

Windows Vista の場合は、64 ビットの Windows Vista ゲスト OS に VMware Tools をイ
ンストールする際に、サウンド ドライバがインストールされます。32 ビットの
Windows Vista ゲストおよび Windows Server 2003 ゲストの場合は、Windows Update
を使用して 32 ビット ドライバをインストールする必要があります。
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Windows 9x および NT ゲストでのサウンド ドライバのインス
トール

Windows 95、Windows 98、Windows 98SE、および Windows NT 4.0 には、Sound 
Blaster AudioPCI アダプタのドライバは搭載されていません。これらのゲスト OS で
サウンドを使用するには、Creative Labs 社の Web サイト（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 PCI 128 が含まれて
います。

http://www.creative.com
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ここでは、仮想マシンでの各種デバイスの使用方法について説明します。この章で
は、以下のトピックについて説明します。

パラレル ポートの使用（P.343）

シリアル ポートの使用（P.349）

キーボード機能の構成（P.358）

仮想マシンでの USB デバイスの使用（P.369）

Generic SCSI デバイスへの接続（P.374）

2Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（試験的）（P.382）

パラレル ポートの使用
パラレル ポートは、プリンタ、スキャナ、ドングル、ディスク ドライブなど、さま
ざまなデバイスで使用されます。

現時点では、Workstation は PS/2 ハードウェアの部分的なエミュレーションのみを提
供しています。物理ポートに接続されているデバイス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 ポートを検出し、必要なドライバをインストールします。
Linux、Windows NT、Windows 2000 といった一部のオペレーティング システムは、

デバイスの接続 15
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起動時にポートを自動検出しますが、Windows 95/98 のように自動検出を行わない
オペレーティング システムもあります。

仮想マシンの構成にパラレル ポートを追加するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 追加 ] をクリックして、新規ハードウェア ウィザードを開始します。

4 [ パラレル ポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 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。

6 以下のようにして、パラレル ポートに対して使用するオプションを指定します。

[ 物理パラレル ポートを使用 ] を選択した場合は、[ 次へ ] をクリックして、ド
ロップダウン リストからポートを選択します。

[ 出力ファイル ] を選択した場合は、[ 次へ ] をクリックして、パスとファイル
名を入力するか、ファイルの場所を参照して指定します。

7 パワーオン時にパラレル ポートを接続しない場合には、[ デバイスのステータ
ス ] で、該当するチェックボックスを選択解除します。

8 [ 完了 ] をクリックします。

Windows 95/98 ゲストでは、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 ホストでのパラレル ポートの構成
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。ここでは、Linux カーネルのバージョン、デバイスのア
クセス権限、および必要なモジュールなどの関連項目をチェックする手順について説
明します。このセクションでは、以下の項目について解説します。

パラレルポートと Linux 2.2.x カーネル（P.345）

パラレルポートと Linux 2.4.x カーネル（P.346）

パラレルポートと Linux 2.6.x カーネル（P.347）
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デバイスの許可（P.348）

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、および
vmppuser モジュールを使用します。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。Linux ホストの場合、
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
（つまり、「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）されている場合、Workstation はパラレル 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。

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、
Workstation は vmppuser モジュールを提供しています。

構成をチェックするには、次の手順を実行します。

1 ルート ユーザーとして lsmod コマンドを実行して、parport、parport_pc、お
よび vmppuser の各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
かどうかを確認します。

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。

2 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 <modulename>

3 記載されているどのパラレル ポート モジュールも読み込まれていない場合は、
次のコマンドを使用してください。

insmod 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。

4 lp モジュールが読み込まれている場合は、ルート ユーザーとして次のコマンド
を実行して、このモジュールを削除してください。

rmmod lp

5 /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules ファイルで lp モ
ジュールを参照している行が削除されているか、行の先頭にシャープ記号（#）
を挿入してコメント アウトされていることを確認します。
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構成ファイルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異
なります。この行を削除した後にホストを再起動すると、構成ファイルは lp モ
ジュールを開始しなくなります。

6 パラレル ポート用の適切なモジュールが起動時に確実に読み込まれるようにす
るには、次の行を /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules

ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

パラレルポートと Linux 2.4.x カーネル
PC Style Hardware（CONFIG_PARPORT_PC）がモジュールとして読み込まれている

（つまり、「m」に設定される）必要があります。2.4.x カーネルを使用している場合、
パラレル ポートの機能を提供するモジュールは、parport、parport_pc、ppdev

です。

また、ユーザー領域のパラレル デバイス ドライバ（CONFIG_PPDEV）のサポートが
有効化されている必要もあります。

構成をチェックするには、次の手順を実行します。

1 ルート ユーザーとして lsmod コマンドを実行して、parport、parport_pc、お
よび ppdev の各モジュールがシステムにインストールされ、読み込まれている
かどうかを確認します。

読み込まれている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。

2 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 <modulename>

3 記載されているどのパラレル ポート モジュールも読み込まれていない場合は、
次のコマンドを使用してください。

insmod parport_pc

これで、パラレル ポートに必要な parportおよび parport_pc モジュールが挿
入されます。

4 以下のコマンドを使用して、ppdev モジュールを読み込みます。

insmod ppdev

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lp モジュールが読み込まれて
いる可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシンはパラ
レル ポートを正常に使用できません。



VMware, Inc. 347

第 15 章 デバイスの接続

5 lp モジュールが読み込まれている場合は、ルート ユーザーとして次のコマンド
を実行して、このモジュールを削除してください。

rmmod lp

6 /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules ファイルで lp モ
ジュールを参照している行が削除されているか、行の先頭にシャープ記号（#）
を挿入してコメント アウトされていることを確認します。

構成ファイルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異
なります。この行を削除した後にホストを再起動すると、構成ファイルは lp モ
ジュールを開始しなくなります。

7 パラレル ポート用の適切なモジュールが起動時に確実に読み込まれるようにす
るには、次の行を /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules

ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

また、2.4.x シリーズの Linux カーネルは。パラレル ポート ハードウェアへのアクセ
スに特殊なアービトレイタを使用しています。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、ホストやその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。仮想マシンだけがポートを使用できるように、
Workstation がデバイスをロックしてアクセスを制限します。

VMware Workstation メニュー バーで、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択して、仮
想マシンからのパラレル ポートの切断と再接続を実行できます。

パラレルポートと Linux 2.6.x カーネル
PC Style Hardware（CONFIG_PARPORT_PC）がモジュールとして読み込まれている

（つまり、「m」に設定される）必要があります。2.6.x カーネルを使用している場合、
パラレル ポートの機能を提供するモジュールは、modprobe <modulename> と
modprobe parport_pc です。

構成をチェックするには、次の手順を実行します。

1 ルート ユーザーとして lsmod コマンドを実行して、modprobe <modulename>
および modprobe parport_pc モジュールがシステムにインストールされ、読み
込まれているかどうかを確認します。

/proc/modules ファイルでも同じリストを参照できます。

2.6.x では、parport_pc を読み込んでも、すべてのモジュールは読み込まれま
せん。
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2 記載されているどのパラレル ポート モジュールも読み込まれていない場合は、
次のコマンドを使用してください。

modprobe parport_pc && modprobe ppdev

これで、パラレル ポートに必要なモジュールが挿入されます。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lp モジュールが読み込まれて
いる可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシンはパラ
レル ポートを正常に使用できません。

3 lp モジュールが読み込まれている場合は、ルート ユーザーとして次のコマンド
を実行して、このモジュールを削除してください。

rmmod lp

4 /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules ファイルで lp モ
ジュールを参照している行が削除されているか、行の先頭にシャープ記号（#）
を挿入してコメント アウトされていることを確認します。

構成ファイルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異
なります。この行を削除した後にホストを再起動すると、構成ファイルは lp モ
ジュールを開始しなくなります。

5 パラレル ポート用の適切なモジュールが起動時に確実に読み込まれるようにす
るには、次の行を /etc/modules.conf ファイルまたは /etc/conf.modules

ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

また、2.6.x シリーズの Linux カーネルは。パラレル ポート ハードウェアへのアクセ
スに特殊なアービトレイタを使用しています。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、ホストやその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。仮想マシンだけがポートを使用できるように、
Workstation がデバイスをロックしてアクセスを制限します。

[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択して、仮想マシンからのパラレル ポートの切断
や再接続を実行できます。

デバイスの許可
一部の Linux ディストリビューションでは、デフォルトでは仮想マシンに lp と
parport デバイスへのアクセス権を与えません。ほとんどの場合、デバイスの所有
者は root で関連グループは lp です。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
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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。

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 で始まる行（lp グループを定義する行）に、Workstation ユーザーのユーザー名
を追加します。このような変更はルートの権限で行ってください。次の行は、userj

というユーザー名を持つユーザーの例です。

lp::7:daemon,lp,userj

ユーザーが次にホストにログインすると、変更が反映されます。

Iomega Zip ドライブに関する注意事項 
Windows 95/98 で Iomega Zip ドライブの旧式のドライバを使用すると、起動時やイ
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、当社のテストにより検証済みです。ドライバは
Iomega の Web サイトから入手できます。www.iomega.com にアクセスして、
[Support & Downloads] をクリックしてください。

シリアル ポートの使用
Workstation の仮想マシン 1 台で、最大 4 つの仮想シリアル ポートを使用できます。
この仮想シリアル ポートは、次のような方法で構成することが可能です。

仮想シリアル ポートをホスト コンピュータの物理シリアル ポートに接続

仮想シリアル ポートをホスト コンピュータのファイルに接続

直接、2 台の仮想マシン間、または仮想マシンとホスト コンピュータで稼動する
アプリケーションとの間を接続

このセクションでは、これらのすべてのオプションについて説明します。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 コンピュータ上のシリアル ポートまたはファイルの使用
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。

また、ホスト コンピュータ上のファイルに出力を送信するように、仮想マシンの仮
想シリアル ポートを設定することもできます。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。

http://www.iomega.com
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物理シリアル ポートまたはファイルに接続する仮想シリアル ポートをインストール
するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

4 [ シリアル ポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ シリアル ポートの種類 ] ページで、[ ホストの物理シリアルポートを使用 ] また
は [ ファイルに出力 ] のいずれかを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

6 物理シリアル ポートとファイルのどちらを使用するかに応じて、以下のいずれ
かを実行します。

物理シリアル ポートを使用する場合は、[物理シリアル ポートの選択 ]ページ
で、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。

ファイルを使用する場合は、[ シリアル ポート出力ファイルの選択 ] ページ
で、仮想シリアル ポートの出力の保管に使用するホスト コンピュータ上の
ファイルを参照して指定します。

7 [ 起動時に接続 ] チェックボックスが選択されていることを確認します（必要な
場合）。

8 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに戻り
ます。

9 （Windows ホストのみ）このシリアル ポートでポーリング モードを使用するに
は、[ ハードウェア ] タブで、[ ポーリングで CPU を放棄する ] を選択します。

これは、シリアル接続で通信を行うデバッグ ツールを使用している開発者に便
利なオプションです。詳細については、「上級ユーザー向けの構成オプション

（P.354）」を参照してください。

10 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、例えばホストのアプリ
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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との間に直接シリアル接続をインストール
するには、以下の手順を使用します。

ホスト アプリケーションを仮想マシンに接続するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

4 [ シリアル ポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ シリアル ポートの種類 ] ページで、[ 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。

6 Linux ホストと Windows ホストのどちらを使用しているかに応じて、以下のい
ずれかの操作を実行します。

Windows ホストの場合は、[ 名前付きパイプの指定 ] ページで、デフォルトの
パイプ名を受け入れるか、別のパイプ名を入力します。パイプ名は、
\\.\pipe\<namedpipe> の形式を取らなければなりません。つまり、
\\.\pipe\ で始まる必要があります。

Linux ホストの場合は、 [ パス ] フィールドに、/tmp/<socket> または別の
UNIX ソケット名を入力します。

7 [ 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。

仮想マシン側から最初に接続を開始する予定の場合は、[ 名前付きパイプはサー
バです ] を選択します。

8 [ 接続先はアプリケーションです ] を選択します。

9 [ 起動時に接続 ] チェックボックスが選択されていることを確認します（必要な
場合）。

10 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに戻り
ます。
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11 （Windows ホストのみ）このシリアル ポートでポーリング モードを使用するに
は、[ ハードウェア ] タブで、[ ポーリングで CPU を放棄する ] を選択します。

これは、シリアル接続で通信を行うデバッグ ツールを使用している開発者に便
利なオプションです。詳細については、「上級ユーザー向けの構成オプション

（P.354）」を参照してください。

12 ホスト コンピュータ上で、仮想マシンと通信するアプリケーションが同じパイ
プ名（Windows ホストの場合）または同じ UNIX ソケット名（Linux ホストの場
合）を使用するように構成します。

13 マシンをオンにします。

2 台の仮想マシンの接続 
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。この構成は、たとえば一方の仮想マシン（サーバ）のシリアル ポートから送信
されるデバッグ情報を、もう 1 台の仮想マシン（クライアント）のアプリケーショ
ンを利用して記録したい場合に便利です。

以下の手順では、サーバとクライアントの 2 つの仮想シリアル ポートを使用してこ
れらを相互接続するためのセットアップ方法を説明しています。

接続のサーバ側をセットアップするには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

4 [ シリアル ポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ シリアル ポートの種類 ] ページで、[ 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。

6 Linux ホストと Windows ホストのどちらを使用しているかに応じて、以下のい
ずれかの操作を実行します。

Windows ホストの場合は、[ 名前付きパイプの指定 ] ページで、デフォルトの
パイプ名を受け入れるか、別のパイプ名を入力します。パイプ名は、
\\.\pipe\<namedpipe> の形式を取らなければなりません。つまり、
\\.\pipe\ で始まる必要があります。
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Linux ホストの場合は、 [ パス ] フィールドに、/tmp/<socket> または別の
UNIX ソケット名を入力します。

7 [ 名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

8 [ 接続先は仮想マシンです ] を選択します。

9 [ 起動時に接続 ] チェックボックスが選択されていることを確認します（必要な
場合）。

10 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに戻り
ます。

11 （Windows ホストのみ）このシリアル ポートでポーリング モードを使用するに
は、[ ハードウェア ] タブで、[ ポーリングで CPU を放棄する ] を選択します。

これは、シリアル接続で通信を行うデバッグ ツールを使用している開発者に便
利なオプションです。詳細については、「上級ユーザー向けの構成オプション

（P.354）」を参照してください。

12 マシンをオンにします。

接続のクライアント側をセットアップするには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

4 [ シリアル ポート ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ シリアル ポートの種類 ] ページで、[ 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。

6 Linux ホストと Windows ホストのどちらを使用しているかに応じて、以下のい
ずれかの操作を実行します。

Windows ホストの場合は、[ 名前付きパイプの指定 ] ページで、デフォルトの
パイプ名を受け入れるか、別のパイプ名を入力します。パイプ名は、
\\.\pipe\<namedpipe> の形式を取らなければなりません。つまり、
\\.\pipe\ で始まる必要があります。
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Linux ホストの場合は、 [ パス ] フィールドに、/tmp/<socket> または別の
UNIX ソケット名を入力します。サーバとクライアントのパイプ名が一致す
るようにします。

7 [ 名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

8 [ 接続先は仮想マシンです ] を選択します。

9 [ 起動時に接続 ] チェックボックスが選択されていることを確認します（必要な
場合）。

10 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに戻り
ます。

11 （Windows ホストのみ）このシリアル ポートでポーリング モードを使用するに
は、[ ハードウェア ] タブで、[ ポーリングで CPU を放棄する ] を選択します。

これは、シリアル接続で通信を行うデバッグ ツールを使用している開発者に便
利なオプションです。詳細については、「上級ユーザー向けの構成オプション

（P.354）」を参照してください。

12 マシンをオンにします。

上級ユーザー向けの構成オプション
仮想マシンとホストとの間、あるいは 2 台の仮想マシン間をシリアル接続する場合
は、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。

ポーリング時に CPU を放棄してデバッグ時のパフォーマンスを向上する
（Windows ホストのみ）（P.354）
シリアル接続の入力スピードの変更（P.355）

これらのオプションは、主にシリアル接続で通信するデバッグ ツールを使用する開
発者に利用していただくことができます。

ポーリング時に CPU を放棄してデバッグ時のパフォーマンスを向上する
（Windows ホストのみ）
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に効果的です。ポーリング モードでは、仮想マシンが過
度の割合の CPU 時間を消費し、ホストおよび他のゲストにおいてパフォーマンスの
低下が生じる場合があります。

以下の手順では、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するオプションの設定方法を説
明します。
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Windows ホストでアプリケーションのパフォーマンスを向上させるには、次の手順
を実行します。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードウェア ] タブで [ シリアル ポート ] を選択します。

4 （Windows ホストのみ）[ 入出力モード ] セクションで、[ ポーリングで CPU を
放棄する ] を選択して [OK] をクリックします。

シリアル接続の入力スピードの変更
このオプションは、仮想マシンへのパイプを介したシリアル接続のスピードを向上さ
せます。原則として、仮想マシンが仮想シリアル ポートを使ってデータを送信する
出力スピードには制限がありません。このため、出力スピードは実際には、パイプの
接続先のアプリケーションが入力データを読み込むスピードによって決定されます。

シリアル接続の入力スピードを変更するには、次の手順を実行します。

1 ゲスト OS を使って、仮想マシンで実行中のアプリケーションがサポートする最
高速度にシリアル ポートを構成します。

2 仮想マシンをオフにして、Workstation ウィンドウを閉じます。

3 テキスト エディタを使用して、仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に以下の行
を追加します。

serial<n>.pipe.charTimePercent = "<x>" 

<n> はシリアル ポートの番号で、0 から始まります。つまり、最初のシリアル 
ポートは serial0 となります。

<x> は正の整数値で、ゲスト OS のシリアル ポートがデフォルト設定されている
速度に対して何パーセントの時間で 1 文字を転送するかを指定します。たとえ
ば、これを 200 に設定すると、ポートは 1 文字の転送に倍の時間をかけるよう
に（つまり、データをデフォルトの半分の速度で送信するように）強制されま
す。これを 50 に設定すると、ポートが 1 文字の転送にかける時間が半分に短縮
されます。つまり、データの送信がデフォルトの倍の速度で行われるように強制
されます。

シリアル ポートの速度がゲスト OS で適切に設定されていると想定し、この設定
を試してください。まず 100 から始めて、数を徐々にへらし、接続が正確に動
作する最高速度を確認します。
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使用例：仮想シリアル ポートを使用したデバッグ
Debugging Tools for Windows（WinDbg）またはカーネル デバッガ（KD）を使用し
て、仮想シリアル ポートを介して仮想マシンのカーネル コードをデバッグできます。
Debugging Tools for Windows は、Windows DDK Web サイト

（www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx）からダウンロードしてく
ださい。

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 Workstation のホストにインストールされている場
合（Windows ホストのみ）

デバッグ アプリケーションが同じ Workstation ホスト上にあ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）

上記のいずれの場合も、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 または KD を実行している場合を例に
挙げています。

Windows ホストからアプリケーションをデバッグするには、次の手順を実行します。

1 「ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続（P.350）」の手順に従って、
ターゲット仮想マシンを準備します。

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。

a [ 名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

b [ 入出力モード ] で、[ ポーリングで CPU を放棄する ] チェックボックスを
選択します。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。

2 ホストを準備します。新しいバージョンの Debugging Tools for Windows（パイ
プ経由のデバッグをサポートしているもの）を使用してください。

バージョン 5.0.18.0 以降が必要です。

3 マシンをオンにします。

4 以下のようにして、シリアル ポートが接続されていることを確認します。
Workstation メニュー バーで、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択します。

http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx


VMware, Inc. 357

第 15 章 デバイスの接続

メニューでは、[ シリアル <n>] が [\\.\pipe\<namedpipe>]（Windows ホス
ト）または [/tmp/<socket>]（Linux ホスト）と表示されます。シリアル ポー
トが接続されていない場合は、仮想シリアル ポートを選択して [ 接続 ] をク
リックします。

5 ホストでコマンド プロンプト ウィンドウを開き、次のいずれかを実行します。

WinDbg を使用している場合は、次のように入力します。

windbg -k com:port=\\.\pipe\<namedpipe>,pipe

KD を使用している場合は、次のように入力します。

kd -k com:port=\\.\pipe\<namedpipe>,pipe

6 <Enter> を押してデバッグを開始します。

別の仮想マシンからの仮想マシン内のアプリケーションのデバッグ
ここでは、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
Debugging Tools for Windows（WinDbg）またはカーネル デバッガ（KD）を実行して
いる場合を想定します。

これは、Linux ホストで 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 で Debugging Tools for Windows

（WinDbg）またはカーネル デバッガ（KD）を実行している必要があります。

別の仮想マシンからアプリケーションをデバッグするには、次の手順を実行します。

1 ターゲット仮想マシンを準備します。「2 台の仮想マシンの接続（P.352）」に記
載されている、サーバ仮想マシンに適したプラットフォーム固有の手順を使用し
ます。

Windows ホストでは、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
際に、[ ポーリングで CPU を放棄する ] チェックボックスを選択してください。
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。

2 デバッガ仮想マシン用に、Debugging Tools for Windows をダウンロードしてお
いてください。

3 「2 台の仮想マシンの接続（P.352）」の、クライアント仮想マシンの箇所の手順
に従います。

4 両方の仮想マシンをオンにします。

5 シリアル ポートが接続されていることを確認します。[VM] - [ 取外し可能デバイ
ス ] を選択します。
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シリアル ポートが接続されていない場合は、仮想シリアル ポートを選択して [ 接
続 ] をクリックします。

6 デバッガ仮想マシンで、WinDbg または KD を使用して通常の手順でデバッグを
開始します。

キーボード機能の構成
このセクションでは、以下の項目について解説します。

Windows ホストの拡張仮想キーボード（P.358）

ホット キー（P.359）

VNC クライアントの言語キーマップの指定（P.359）

Linux ホストでのキーボードのマッピング（P.361）

Windows ホストの拡張仮想キーボード
この機能は、各国語対応のキーボードや特殊なキーを持つキーボードを適切に処理し
ます。また、Windows のキー操作処理や下位層に存在しないマルウェアを迂回して、
迅速にキーボード入力が直接処理されるため、セキュリティも向上します。この機能
は現在、Windows Vista ゲストを除く、すべての 32 ビット版 Windows ゲストで利用
できます。

この機能を使用すると、<Ctrl>+<Alt>+<Delete> を押した際に、ゲストとホストの
両方ではなく、ゲスト システムのみがコマンドに反応します。

Windows ホストで拡張仮想キーボードを使用するには、次の手順に従ってください。

1 Windows ホスト上で Workstation を起動し、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 全般 ] をクリックします。

4 設定を有効または無効にするには、[ 拡張仮想キーボードを使用 ] チェックボッ
クスを使用して [OK] をクリックします。

Workstation のインストール後、または Workstation 6 へのアップグレード後に
は、この設定をオンにする前にホスト コンピュータの再起動が必要な場合があ
ります。
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ホット キー
ホットキーでは、お使いのすべての仮想マシンでホットキーに使用するキーの組み合
わせを選択できます。例えば、ホットキーにすべて <Ctrl>+<Shift>+<Alt> という
キーの組み合わせを使用するよう指定しておくと、 特定のキーの組み合わせ

（<Ctrl>+<Alt>+<Del> など）がゲスト OS に送信されずに Workstation で受信されて
しまうことを防ぐことができます。

ホットキーは以下の目的で使用できます。

仮想マシン間の切り替え 

フル スクリーン モードへの移行 / フル スクリーン モードの終了 

入力の解放 

<Ctrl>+<Alt>+<Del> を（ホストにではなく）仮想マシンだけに送信 

コマンドを（ホストにではなく）仮想マシンだけに送信 

<Ctrl>+<Alt> は、Workstation にマウスとキーボードの入力を解放するように促す
キーの組み合わせであるため、<Ctrl>+<Alt> を含む組み合わせはゲスト OS に渡さ
れません。この組み合わせを使用する必要がある場合（たとえば、仮想マシン内の複
数の Linux ワークスペース間で切り替えるときに <Ctrl>+<Alt>+<Fkey> を使用する
場合）は、<Ctrl>+<Alt>+<Space> を押し、<Ctrl>+<Alt> を押したまま <Space> を
放してから、ゲストに送信するキーの組み合わせの 3 番目を押します。

使用するホット キーの組み合わせを指定するには、Workstation の環境設定エディタ
を使用します。メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ホットキー ] を選択します。

VNC クライアントの言語キーマップの指定
VNC サーバとして機能するように仮想マシンを設定している場合は、VNC クライア
ントにおいて使用するキーボード用の言語を指定できます。デフォルトでは、US101
キーボード マップ（米国英語）が使用されます。

VNCクライアントで使用するキーマップを指定するには、次の手順に従ってください。

1 「VNC クライアントによる仮想マシンへのリモート接続（P.191）」の手順に従っ
て、VNC サーバとして稼動するように仮想マシンを設定します。

2 テキスト エディタを使用して仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）を開
き、以下に示す行を追加します。

RemoteDisplay.vnc.keyMap = "<xx>"

ここで、<xx> は、使用する言語のコード（たとえば、日本語の場合は jp）
です。この設定は、仮想マシンに対して、使用するキーボード マップ ファ
イルを指示します。この設定では、キーボード マップ ファイルが
Workstation のインストール ディレクトリに配置されていると想定します。
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ディレクトリは、Linux の場合は /usr/lib/vmware/vnckeymap、
Windows の場合は C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\VMware\vnckeymap にあります。言語コード
のリストを以下に示します。

de： ドイツ語

de-ch： ドイツ語（スイス）

es： スペイン語 

fi： フィンランド語

fr： フランス語

fr-be： フランス語（ベルギー）

fr-ch： フランス語（スイス）

is： アイスランド語

it： イタリア語

jp： 日本語

nl-be： オランダ語（ベルギー）

no： ノルウェー語

pt： ポーランド語

uk： 英語（英国）

us： 英語（米国）

使用するキーボード マップ ファイルが他の場所にある場合は、
RemoteDisplay.vnc.keyMap ではなく RemoteDisplay.vnc.keyMapFile

プロパティを設定できます。RemoteDisplay.vnc.keyMapFile を絶対パス
に設定してください。

RemoteDisplay.vnc.enabled = "TRUE"

RemoteDisplay.vnc.port = "<port number>"

ここで、<port number> は使用するポート番号です。

3 仮想マシンを起動し、VNC クライアントからその仮想マシンに接続します。
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Linux ホストでのキーボードのマッピング
ここでは、Linux ホストでのキーボード マッピングにおける次のような問題点とその
対処方法を説明します。

一部の言語固有のキーボードが、Workstation ではサポートされていないようで
ある。

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。

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 上で稼動する XFree86
サーバでもあるリモート X サーバでも同様に機能させたいだけであれば、まずして、
VMware Workstation ウィンドウを閉じます。仮想マシン構成ファイルまたは
~/.vmware/config に、以下の行を追加します。

xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = "TRUE"

この変更は、リモート X サーバのマシンに対してではなく、仮想マシンを実行する
ホスト マシンに対して行います。

Workstation が XFree86 サーバとして認識しない XFree86 ベースのサーバを使用して
いる場合は、上記の代わりに次の行を追加します。

xkeymap.usekeycodeMap = "TRUE" 

XFree86 サーバをローカルで実行しており、キーボードが正常に動作しない場合は、
当社のテクニカル サポートにお問合せください。

X キー コードと Keysyms
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、残りのキーには頭に 0xe0 が付いた 2 バ
イトのスキャンコードが割り当てられています。

Workstation の内部では、単一の 9 ビットの数値からなる PC スキャン コードを単純
化した、v-scan コードと呼ばれるコードを使用しています。v-scan コードは、3 桁の
16 進数として記述されます。最初の桁は 0 か 1 です。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
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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。このマッピングは、
XChangeKeyboardMapping() という関数または xmodmap というプログラムを使用し
て X アプリケーションがコントロールしています。また、キーボードのマッピング
を調べるには、xev というツールを使用できます。このツールは、そのウィンドウに
入力されたキーのキー コードと keysyms を表示します。

キー コードは物理キーに大まかに対応しており、keysyms はキーの上に表示されてい
る記号に対応したものです。例えば、PC 上で稼動する XFree86 サーバを例に取ると、
ドイツ語キーボードの <Z> キーは英語キーボードの <Y> キーと同じキー コードを持
ちますが、ドイツ語の <Z>keysyms は英語の <Y>keysyms ではなく、<Z>keysyms と
同じです。

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（実際には、
Workstation が使用している v-scan コード）へのマッピングは１対１で行われます。
Workstation ではこのメリットを活用しています。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 コードへ組み込まれたマッピングを利用
します。このマッピングはキーボードの種類には関係なく、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、Workstation がキーボートに固有の表を利用して v-scan コード
に keysyms をマッピングしなければなりません。

キー コードのマッピング方法の構成
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、誰でも実行できます

（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
プログラムが判別できないため、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。このアプローチでは、不都合が生じる可能性があります。このよう
なキー コードのマッピング関連の動作は、し、VMware Workstation ウィンドウを閉
じてから、テキスト エディタを使用して仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に次の
ような構成設定を追加することで対処できます。以下のような構成設定を使用するこ
とをお勧めします。

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
します。

xkeymap.usekeycodeMap = "TRUE"

サーバ タイプに関わらず常にキー コード マッピングを使用します。
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xkeymap.nokeycodeMap = "TRUE"

キー コード マッピングを一切使用しません。

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> にマッピングします。この例では、<code> は 10 進数、<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 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.364）」
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。

この機能を使用し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
用して、左の <Ctrl> キーと <Caps Lock> キーを置換えることができます。

xkeymap.keycode.64 = "0x01d # X Caps_Lock -> VM left ctrl"
xkeymap.keycode.37 = "0x03a # X Control_L -> VM caps lock"

これらの構成を記述した行は、個人の 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（通常は
/usr/lib/vmware/config）の構成に追加することができます。

Keysyms のマッピング方法の構成
キー コード マッピングを利用できない（またはその機能が無効になっている）場合、
Workstation は keysyms を v-scan コードにマッピングします。これは、インストール
された Workstation（通常は /usr/lib/vmware）の xkeymap ディレクトリに存在す
る表の 1 つを使用して実行されます。

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、米国およびヨーロッパ諸国向けの PC キーボードと言語の表が含
まれています。ほとんどの場合、101 キー（または 102 キー）と 104 キー（または
105 キー）の両方の変数があります。

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
は固定されているため、すべてのキーボードや X キー コードから keysyms へのマッ
ピングで完全に正しいわけではありません。たとえば、ユーザーが xmodmap コマン
ドで <Ctrl> キーと <Caps Lock> キーを置き換えている場合、リモート サーバ

（keysyms マッピング）使用時には仮想マシンのキーは置き換えされますが、ローカ
ル サーバ（キー コード マッピング）使用時には置き換えら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。この欠陥を補うために、次の
構成設定を使用することで、ほとんどの動作を変更できます。
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xkeymap.language = "<keyboard-type>"

この設定は、Workstation が使用中のキーボード用の表を xkeymap 内に有してい
るにもかかわらず、それを検出できない場合に使用します。<keyboard-type>

には、xkeymap ディレクトリ内の表のいずれかを指定します。（格納場所につい
ては上記を参照してください。）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 マッピングを使用する場合、keysyms <sym> を <v-scan code> にマッ
ピングします。<sym> は X keysyms 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/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.364）」には、ほぼすべての v-scan
コードが記載されています。

xkeymap の表も便利です。この機能を使用して、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します。表は、次の形式の構成を
記述した行のシーケンスです。

<sym> = "<v-scan code>"

<sym> は X keysyms 名、<v-scan code> は C のシンタックスの 16 進数（例え
ば、0x001）です。（ご使用のキーボードに合った keysyms と v-scan コード検索
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
表 15-1 は、104 キー US キーボード用の v-scan コードを示したものです。
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表 15-1.  104 キー USキーボード用の v-scan コード

シンボル Shift時のシンボル 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

R 0x013

T 0x014

Y 0x015

U 0x016

I 0x017

O 0x018

P 0x019

[ { 0x01a

] } 0x01b

Enter 0x01c

Ctrl 左 0x01d
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A 0x01e

S 0x01f

D 0x020

F 0x021

G 0x022

H 0x023

J 0x024

K 0x025

L 0x026

; 0x027

' 0x028

` 0x029

Shift 左 0x02a

\ | 0x02b

Z 0x02c

X 0x02d

C 0x02e

V 0x02f

B 0x030

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

表 15-1.  104 キー USキーボード用の v-scan コード（続き）

シンボル Shift時のシンボル ロケーション v-scan コード



VMware, Inc. 367

第 15 章 デバイスの接続

F1 0x03b

F2 0x03c

F3 0x03d

F4 0x03e

F5 0x03f

F6 0x040

F7 0x041

F8 0x042

F9 0x043

F10 0x044

Num Lock 数字パッド 0x045

Scroll Lock 0x046

Home 7 数字パッド 0x047

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

表 15-1.  104 キー USキーボード用の v-scan コード（続き）

シンボル Shift時のシンボル ロケーション v-scan コード
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84 キーのキーボードには、数字パッドに <Sys Req> キーが存在します。v-scan コー
ドは 0x054 です。

U.S 以外のキーボードには通常、左の <Shift> キーの隣にもう１つキーがあります
（多くの場合、< > または < > |）。このキーの v-scan コードは 0x056 です。

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

削除 ファンクション
パッド

0x153

Windows 左 0x15b

Windows 右 0x15c

Menu 0x15d

表 15-1.  104 キー USキーボード用の v-scan コード（続き）

シンボル Shift時のシンボル ロケーション v-scan コード
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仮想マシンでのUSB デバイスの使用
Workstation では、USB 1.1 デバイスと USB 2.0 デバイスの両方に接続できるように、
2 つの USB コントローラを提供します。

USB 1.1 の場合、仮想ハブ付きの UHCI コントローラにより、3 台以上の USB 1.1 デ
バイスに接続できます。

USB 2.0の場合、EHCIコントローラにより、最大6台のUSB 2.0デバイスに接続でき
ます。USB 2.0 をサポートするためには、ご使用のホスト マシンが USB 2.0 をサ
ポートしていること、および、このセクションに記載されているように
Workstation で USB 2.0 サポートが有効化されていることが必要です。

USB 2.0 サポートは、Workstation 6 仮想マシンでのみ使用できます。

ホスト システムで USB 2.0 デバイスをポートに接続すると、デバイスは EHCI コント
ローラに接続して USB 2.0 モードで作動します。USB 1.1 デバイスは自動的に UHCI コ
ントローラに接続され、USB 1.1 モードで作動します。[VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - 
[USB コントローラ ] タブで [USB 2.0 デバイスの高速サポートを有効にする ] という
チェックボックスが選択されている場合、Workstation 6 仮想マシンではこれと同じ動
作がシミュレートされます。Web カメラ、スピーカー、マイクなどの高速アイソクロ
ナス USB デバイスを接続するには、このチェックボックスを選択します。

ホスト OS が USB をサポートしていなければなりませんが、デバイスを仮想マシンで
しか使用しない場合は、ホスト OS に USB デバイス用の固有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 がサポートされている Windows 2000 ホストでは、USB コントローラに
Microsoft USB 2.0 ドライバを使用してください。一部のマザーボードメーカーが提供
しているようなサードパーティーの USB 2.0 ドライバはサポートされていません。
サード パーティー製ドライバの変更については、「Windows 2000 ホストでの USB 2.0
ドライバの変更（P.372）」を参照してください。

当社では、今回のリリースにあたって、多様な USB デバイスを使って検証を行いま
した。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、
ストレージ（ディスク）デバイス、スキャナ、MP3 プレーヤ、デジタルカメラ、メ
モリ カード リーダを使用できます。

注意   Windows NT および 2.2.17 より以前の Linux カーネルは USB をサポートしてい
ません。

Windows XP ゲストで USB 2.0 を使用する場合は、必ず最新のサービス パックをイン
ストールしてください。サービス パックがインストールされていない Windows XP
を使用した場合は、EHCI コントローラ用のドライバを読み込むことができません。
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このセクションで前述されているように、USB 2.0 サポートを有効にしていない限り、
モデムや特定のストリーミング データ デバイス（スピーカーや Web カメラなど）は
正常に動作しません。

USB 2.0 コントローラの有効化と無効化
高速な USB 2.0 デバイスはデフォルトではサポートされませんが、仮想マシンの USB
ポートはデフォルトで有効化されています。仮想マシンで USB デバイスを使用しない
場合は、仮想マシン設定エディタ（メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - 
[USB コントローラ ] を選択）を使用して、その仮想マシンの USB コントローラを無効
化（または有効化）することができます。

USB 2.0 サポートは、Workstation 6 仮想マシンでのみ使用できます。Workstation 5 仮
想マシンで USB 2.0 デバイスを使用するには、ハードウェアの互換性レベルを
Workstation 6 にアップグレードする必要があります。

USB デバイスの接続
このセクションのトピックでは、USB デバイスの自動接続と手動接続について説明し
ます。

USB デバイスの自動接続
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 
コンピュータに差し込まれると、デバイスはホストではなくゲストに接続されます。
この自動接続機能は、仮想マシン設定エディタの [USB コントローラ ] パネル（メ
ニュー バーから [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [USB コントローラ ] を選択）で無効
化できます。

USB デバイスの手動接続
特定の USB デバイスを仮想マシンに手動で接続するには、以下の手順を使用します。
この方法は、デバイスが仮想マシンに自動接続しない場合に使用します。

USB デバイスを手動で接続するには、次の手順を実行します。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはパワーオン状態にしておきます。

2 Workstation メニュー バーで、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] - [USB デバイス ] - 
[< デバイス名 >] を選択します。

ここで、< デバイス名 > は、ホスト コンピュータに差し込まれた USB デバイス
です。デバイス名の横にチェックマークが表示され、接続されていることを示し
ます。
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物理 USB デバイスがハブを使用してホスト 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。

新しくデバイスをホストに物理的に接続した後に、自動接続機能によってこのデバイ
スが仮想マシンに接続されない場合、デバイスはホストに接続されます。新しく追加
したデバイスの名前は [VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューにも追加されるので、
手作業でこれを仮想マシンに接続できます。

USB デバイスの自動再接続
[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を使用して USB デバイスを手動で接続した場合、
Workstation はホスト マシン上で仮想マシンの使用ポートへの接続を維持するので、
仮想マシンをサスペンドまたはパワーオフしたり、デバイスをアンプラグすることが
できます。デバイスを再度プラグインするか、仮想マシンをレジュームすると、
Workstation はデバイスを再接続します。Workstation は、仮想マシンの構成ファイル

（.vmx）に自動接続エントリを書き込むことによって接続を維持します。

デバイスが切断されたなどの理由で、Workstation がデバイスを再接続できない場合
は、デバイスは除去され、Workstation がデバイスの接続を行えない旨のメッセージ
が表示されます。デバイスがまだ利用可能であれば、再度手動で接続することが可能
です。

Windows ホストでのUSB の使用
特定の USB デバイスが最初に仮想マシンに接続されると、ホストはそれを VMware 
USB Device という名の新しいデバイスとして認識し、適切な VMware ドライバをイ
ンストールします。

Windows XP および Windows Server 2003 ホストでは、新しいハードウェアの検出
ウィザードが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 を初めて仮想マシンに同期化さ
せる際、ホストで VMware USB デバイス ドライバを読み込み、ゲストで PDA ドライ
バを読み込むのに必要な時間がデバイスの接続タイムアウト値を超え、ゲストが同期
化を行う前にデバイスが切断されてしまうことがあります。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すべて
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。
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Windows 2000 ホストでのUSB 2.0 ドライバの変更
USB 2.0 ポートを持つ Windows 2000 ホストで VMware Workstation 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。

ドライバの提供元をチェックするには、次の手順を実行します。

1 以下のようにして、デバイス マネージャを開きます。

a [ マイ コンピュータ ] を右クリックして [ プロパティ ] を選択します。

b [ ハードウェア ] タブをクリックし、[ デバイス マネージャ ] をクリックし
ます。

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 ] タブをクリックします。

ドライバのプロバイダーとして 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ーが 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 社ナレッジ ベース第 319973 項で
入手できます。

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 ステムを次の場所に格納しています。/proc/bus/usb 

ホスト OS で使用されている USB デバイス ファイル システムへのパスが異なる場合
は、ルートとして以下のコマンドを実行して、所要の場所にファイル システムをマ
ウントします。

mount -t usbfs none /proc/bus/usb

Linux マシンに USB ドライブを接続する場合は、上記の手順を使用してアクセスしま
す。USB ドライブのデバイス ノード（/dev/sda など）ディレクトリをハード ディ
スクとして仮想マシンに追加しないでください。USB ドライブを追加する場合は、
ハードウェア追加ウィザードを使用して、ハード ディスクではなく USB コントロー
ラを追加してください。 
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ホストとゲストの間でのデバイス コントロールの共有方法
ホスト、ゲストを問わず、特定の USB デバイスをコントロールできるのは一度に 1
つのオペレーティング システムに限られます。ホストが Linux と Windows のどち
らのコンピュータであるかに応じて、デバイス コントロールは異なる方法で動作し
ます。

Windows ホストでのデバイス コントロール
デバイスを仮想マシンに接続すると、ホストまたはそのデバイスをコントロールして
いた別の仮想マシンからデバイスが「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。

Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 ホストでは、仮想マシン
に USB ネットワークやストレージ デバイスを接続する際、「デバイスを安全に取り外
すことができます」という内容のメッセージがホストに表示されることがあります。
これは正常な動作であり、メッセージ画面は無視してもかまいません。ただし、物理
コンピュータからデバイスを取り外さないでください。

USB ストレージ デバイスがホストで使用されている場合（例えば該当するデバイス
に格納されているファイルがホストで開かれている場合）、そのデバイスを接続しよ
うとすると仮想マシン内にエラー メッセージが表示されることがあります。この場
合、ホストに操作を完了させるか、該当するデバイスに接続されているホスト上のア
プリケーションを閉じるかしてから、そのデバイスを仮想マシンに再び接続してくだ
さい。

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 が使用することができます。

ホストがデバイスを使用中に [VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューを使用してゲス
トにそのデバイスを接続しようとすると、Workstation にホスト上のドライバを切断
させるかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。

何らかの原因でこの切断が失敗した場合は、ルート（su -）として、rmmod コマン
ドを使用してデバイス ドライバを手動でアンロードできます。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

注意   Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 ホストでは、USB
ネットワークとストレージ デバイスを仮想マシンに接続する前に、それらをホストか
ら切断するための特別な作業が必要です。該当するシステム トレイ アイコンを使用し
て、ホストからデバイスを切断します。このアイコンは、Windows 2000 では [ ハード
ウェアの取り出し ]、WindowsXP および Windows Server 2003 では [ ハードウェアの安
全な取り外し ] という名前です。
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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。自動接続機能を使用して仮想マシンにデバイスを正常に接続できてい
たにも関わらず、デバイスへの接続で問題が発生した場合は、次の手順を試行して
ください。

自動接続機能の問題を修正するには、次の手順を実行します。

1 デバイスを一旦切断してから、再び接続します。

物理的にデバイスを取外してから再度プラグインするか、[VM] - [ 取外し可能デ
バイス ] メニューでデバイスを切断してから再接続します。

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 デバイスを切断
USB デバイスを取り外したり、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューを使って仮想マ
シンから切断する前に、デバイスを取り外しても安全な状態であることを確認してく
ださい。

メーカーが指定する、デバイスを物理コンピュータから取り外す際の手順に従いま
す。これは、デバイスを物理的に取り外す場合も、ホストから仮想マシンに、仮想マ
シンからホストに、または仮想マシン間で移動する場合も同じです。

データ ストレージ デバイス（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 ストレージ デバイスを移動すると、データが失われる可能性があります。

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 キーボードおよび
マウスとして認識されます。

Generic SCSI デバイスへの接続
Generic SCSI を使うと、仮想マシンのゲスト OS がサポートする SCSI デバイスを、仮
想マシン内で実行できるようになります。Generic SCSI は、ホストに接続された SCSI
デバイス（スキャナ、テープ ドライブ等）にゲスト OS が直接アクセスできるように
します。
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Windows ホストOS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
を仮想マシンで使用できるようになります。これらのデバイスには、スキャナ、テー
プ ドライブ、および他のデータ ストレージ デバイスが含まれます。

理論上、Generic SCSI はデバイスに一切依存しませんが、当社の検証では、ゲスト
OS、デバイス クラスおよび特定の SCSI ハードウェアに影響を受けることが判明して
います。あらゆる SCSI ハードウェアの使用を試行し、問題が発生した場合には当社
のテクニカル サポートまでご連絡ください。

Windows XP またはWindows Server 2003 ゲスト OSで SCSI デバイスを使
用するための準備
32 ビットの Windows XP 仮想マシンで SCSI デバイスを使用するには、特別な SCSI ド
ライバが必要です。このドライバは当社 Web サイトのダウンロード セクション

（www.vmware.com/download）で入手できます。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/KT-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ルを順を追って指示し
てくれます。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、手動でドライバをインストールする必要があります。この作
業は、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、次の手順を実
行します。

1 Windows NT のインストール CD を使用可能な状態にしておきます。

2 [ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [SCSI アダプタ ] を選択して、[SCSI
アダプタ ] コントロール パネルを開きます。

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 Workstation を実行しなければなり
ません。

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/KT-958 互換のホスト バス アダプタをダウンロードしてください。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。

http://www.lsilogic.com
http://www.vmware.com/download
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3 [ ドライバ ] タブをクリックし、[ 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
択して、[OK] をクリックします。

6 画面の指示に従って Windows NT CD を挿入し、[OK] をクリックします。

7 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
以下の手順では、仮想 SCSI デバイスをホスト上の物理的な Generic SCSI デバイスに
マッピングする方法について説明します。

Generic SCSI デバイスを仮想マシンに追加するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

4 [Generic SCSI デバイス ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 SCSI デバイスのドロップダウン リストから、使用するデバイスを選択します。

使用するデバイスがリストに表示されない場合は、「Workstation で検出されない
Generic SCSI デバイスの追加（上級ユーザー向け）（P.377）」の手順に従って手動
で追加する必要があります。

6 [ 起動時に接続 ] チェックボックスが選択されていることを確認します（必要な
場合）。

7 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに戻り
ます。

[ ハードウェア ] タブの [ 仮想デバイスノード ] セクションで、このドライブに使
用する SCSI デバイス ID を選択します。たとえば、SCSI 0:2 を選択した場合、ゲ
スト OS はそのドライブをコントローラ 0 上の ID 2 と認識します。
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8 マシンをオンにします。

Workstation で検出されない Generic SCSI デバイスの追加
（上級ユーザー向け）
Generic SCSI デバイスを仮想マシンに追加する際、Workstation にそのデバイスが表
示されない（Windows 2000 ホスト上のスキャナや一部のテープ バックアップ デバ
イスなど）場合は、手動でそのデバイスを仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に追
加する必要があります。

Workstation がデバイスを検出できない理由としては、次のような点が考えられます。

ホストにデバイスのドライバがインストールされていない。

ホスト上のドライバがデバイスの検出を妨げている。

ホスト OS で使用できるドライバの無いデバイスを仮想マシンが使用している。

デバイスを追加するこの方法は、上級者以外にはお勧めいたしません。このセクショ
ンに記載されている手順を試行する前に、ホストにデバイス ドライバがインストー
ルされているかどうかを確認してください。ドライバがインストールされていない場
合は、インストールを行い、Workstation が正確にデバイスを検出するかどうかを確
認してください。デバイスが正しく検出されない場合や、ホストにドライバをインス
トールできない、またはインストールしたくない場合には、以下の手順に記載された
方法に従って、デバイスを仮想マシンに手動で追加してください。

手動で仮想マシンにデバイスを追加する場合は、Workstation が使用するデバイス名
（CdRom0 等）ではなく、scsiX:Y という表記を使用してホスト上のデバイスを参照
してください。このようなタイプの表記では、X はホスト上でデバイスが配置されて
いる SCSI バスで、Y はホスト上でデバイスが使用するターゲット ID で す。

一部の状況下では、デバイスを手動で追加または構成する必要があります。状況に即
したシナリオの指示に従って作業してください。いずれの場合も、まずし、テキスト 
エディタで仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を開き、手順に従って変更を行って
ください。

注意   このデバイスを削除するには、仮想マシン設定エディタを起動し、該当する
Generic SCSI デバイスを選択して [ 削除 ] をクリックします。

注意   デバイスを追加する前に、ホストのオリジナル SCSI デバイス ドライバを無効
にする必要があります。デバイス ドライバがデバイスを所有している場合、一部の
Windows オペレーティング システムは、アダプタからの送信コマンドを処理しま
せん。
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シナリオ 1：SCSI デバイスがない場合　
このケースには、仮想マシンに SCSI アダプタまたはデバイスが含まれていない場合
や、仮想マシン内の新しい仮想 SCSI アダプタに Generic SCSI デバイスを追加したい
場合が該当します。

仮想マシンにデバイスを追加するには、仮想マシンの構成ファイルに以下の行を追加
します。

scsiZ:Y.present = "true"
scsiZ:Y.deviceType = "scsi-passthru"
scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"
scsiZ.present = "true"

X、Y、および Z の定義は次の通りです。

X は、デバイスがホスト システムで使用する SCSI バスです。

Y は、デバイスが仮想マシンとホストで使用するターゲット ID です。デバイスが
正確に動作するように、ホストが既にデバイスに使用している同じターゲット
ID を仮想マシンで使用します。

Z は、デバイスが仮想マシンで使用する SCSI バスです。

シナリオ 2：既存の SCSI デバイスをGeneric SCSI として使用したい場合
このケースには、仮想マシンに SCSI アダプタと SCSI デバイスがあり、同じデバイス
を Generic SCSI デバイスとして使用したい場合が該当します。

デバイスを Generic SCSI デバイスとして構成するには、仮想マシンの構成ファイルに
以下の行を追加します。

scsiZ:Y.deviceType = "scsi-passthru"
scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"

X、Y、および Z の定義は次の通りです。

X は、デバイスがホスト システムで使用する SCSI バスです。

Y は、デバイスが仮想マシンとホストで使用するターゲット ID です。デバイスが
正確に動作するように、ホストが既にデバイスに使用している同じターゲット
ID を仮想マシンで使用します。

Z は、デバイスが仮想マシンで使用する SCSI バスです。
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シナリオ 3：Workstation が Generic SCSI デバイスを認識しない場合
このケースには、仮想マシンに SCSI アダプタと Generic SCSI デバイスが存在してい
るが、仮想マシンのパワーオン時に Workstation がデバイスを認識しない場合が該当
します。

構成ファイルで、以下のような行を見つけます。

scsiZ:Y.fileName = "<deviceName>"

文字列を次のように変更します。

scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"

X、Y、および Z の定義は次の通りです。

X は、デバイスがホスト システムで使用する SCSI バスです。

Y は、デバイスが仮想マシンとホストで使用するターゲット ID です。デバイスが
正確に動作するように、ホストが既にデバイスに使用している同じターゲット
ID を仮想マシンで使用します。

Z は、デバイスが仮想マシンで使用する SCSI バスです。

例えば、問題のあるデバイスが CD-ROM ドライブの場合、構成ファイルのエントリ
は次のようになっている可能性があります。

scsi0:4.fileName = "CdRom0"

ホスト上のデバイスがターゲット ID4 でバス 2 に配置されている場合は、この行を
次のように変更します。

scsi0:4.fileName = "scsi2:4"

デバイスが仮想マシンで使用するターゲット ID は、デバイスがホスト システムで使
用するターゲット ID と同じでなくてはなりません。

SCSI バスの番号を判別できない場合は、winobj 等のサード パーティ製ツールを使用
してこの情報を判別することもできます。winobj は www.sysinternals.com から無料で
ダウンロードできます。

デバイスのターゲット ID は、通常デバイスのジャンパーやスイッチによって設定さ
れます。ターゲット ID の設定に関する詳細は、デバイスのマニュアルを参照してく
ださい。

注意   すべての IDE バスに番号が割り当てられた後に、ホスト OS によって SCSI バス
に番号が割り当てられます。たとえば、2 つの IDE バスがある場合、それらに割り当
てられる番号は 0 と 1 です。最初の SCSI バスにはバス番号 2 が割り当てられます。
上記の例では、X に 2 を使用します。

http://www.sysinternals.com
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Linux ホストOS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
仮想マシン内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。たとえば、
/dev/sg0 は最初の Generic SCSI デバイスを指します。

各エントリは、/proc/scsi/scsi に指定されている順序で SCSI デバイスに対応しま
す。この順序は、ID 値が一番低いアダプタのデバイス ID が小さいものからデバイス
ID が大きなものへ、ID 値とデバイス ID 値が最も高いアダプタまで順番に並べられて
います。/dev/st0 または /dev/sr0 は入力しないでください。

Generic SCSI には、SCSI Generic ドライバ（sg.o）バージョン 2.1.36 以降が必要で
す。これは、カーネル 2.2.14 以降で提供されています。

Generic SCSI デバイスへの同時アクセスの回避 
Linux 環境では、テープ ドライブ、ディスク ドライブ、および CD-ROM ドライブなど
の一部のデバイスに、既に /dev エントリ（それぞれ、st、sd、および sr）が割り当
てられています。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。Workstation では、複数のプログラムが同
じ /dev/sg エントリを同時に使用できないようになっていますが、/dev/sg エント
リと元の /dev エントリであれば同時に使用される可能性があります。

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
および書き込みの権限が必要です。CD-ROM ドライブのような読み取り専用デバイ
スでも例外ではありません。通常このようなデバイスは、デフォルトでルートだけに
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

注意   仮想マシン設定エディタで Generic SCSI デバイスをセットアップする際は、こ
のセクションで後述するように、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 [ 接続 ] フィールドに入力することによって、仮想マシンにイン
ストールするデバイスを指定します。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。

警告   同じ Generic SCSI デバイスをホストとゲストの両方で使用しないようにしてく
ださい。デバイスでの予期しない動作の発生や、データの破損または消失の原因にな
ります。
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取りおよび書き込み権限を持つグループを作成し、そのグループに必要なユーザー名
を登録してください。

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ませんが、当社の検証では、ゲスト
OS、デバイス クラスおよび特定の SCSI ハードウェアに影響を受けることが判明して
います。あらゆる SCSI ハードウェアを試行し、問題が発生した場合には当社のテク
ニカル サポートまでご連絡ください。

仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加
以下の手順では、仮想 SCSI デバイスをホスト上の物理的な Generic SCSI デバイスに
マッピングする方法について説明します。

Generic SCSI デバイスをセットアップするには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、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きます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ 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、[ 次へ ] をクリッ
クします。

4 [Generic SCSI デバイス ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [SCSI デバイスの選択 ] ページで、ホストで使用可能な SCSI デバイスのドロップ
ダウン リストから、使用するデバイスを選択します。

6 [ 起動時に接続 ] チェックボックスが選択されていることを確認します（必要な
場合）。

7 [ 完了 ] をクリックして、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブに戻り
ます。

注意   Generic SCSI デバイスを Windows 95、Windows 98、または Windows Me ゲス
ト OS 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/KT-958 互換のホスト バス アダプタをダウンロードしてください。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。

SCSI デバイスを 32 ビット Windows XP 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、当社 Web サイトのダウンロードのセクション

（www.vmware.com/download）からダウンロードできます。

http://www.lsilogic.com
http://www.vmware.com/download
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[ ハードウェア ] タブの [ 仮想デバイスノード ] セクションで、このドライブに使
用する SCSI デバイス ID を選択します。たとえば、SCSI 0:2 を選択した場合、ゲ
スト OS はそのドライブをコントローラ 0 上の ID 2 と認識します。

8 マシンをオンにします。

2Way 仮想対称型マルチプロセッシングの使用（試験的）
マルチプロセッサ ホスト マシン上で実行している、サポートされている 32 ビットと
64 ビットのホストおよびゲスト OS のすべての構成に対して、Version 5.5 以降の
Workstation は 2Way 仮想対称型マルチプロセッシング（仮想 SMP）の試験的サポー
トを提供しています。これにより、複数の論理プロセッサを持つホスト マシン上の
仮想マシンに、2 つの仮想プロセッサを割り当てることができます。

以下のホストは 2 つ以上の論理プロセッサを備えていると見なされます。

2 つ以上の物理 CPU を備えたマルチ プロセッサ ホスト

マルチコア CPU を備えたシングルプロセッサ ホスト

ハイパースレッド対応のシングルプロセッサ ホスト

3 つ以上の仮想プロセッサを備えるゲストは Workstation ではサポートされていませ
んが、複数のデュアルプロセッサ仮想マシンを同時にパワーオンし、実行することが
できます。

各仮想マシンにおける仮想プロセッサの数は、仮想マシンのサマリ ビューに表示さ
れます。仮想マシンのプロセッサの数は、新規仮想マシン ウィザード、または仮想
マシン設定エディタのいずれかで設定できます。

仮想マシン設定エディタを使用する場合　 Workstation メニュー バーで [VM] - [ 設
定 ] を選択し、[ ハードウェア ] タブで [ プロセッサ ] を選択して数を指定します。

新規仮想マシン ウィザードを使用する場合　カスタム構成の作成を選択し、[ プ
ロセッサ構成 ] ページが表示された際に、プロセッサの数を指定します。

ホストがユニプロセッサ マシンでハイパースレッド対応でない場合は、2 つのプロ
セッサを指定してもサポートされず、奨励していないため、警告メッセージが表示さ
れます。このメッセージを無視し仮想マシンに 2 つの仮想プロセッサを指定するこ
とはできますが、仮想マシンの作成を終了した後でも、その仮想マシンを 2 つ以上
の論理プロセッサを備えたホスト マシンに移動しない限り、パワーオンできません。

注意   このデバイスを削除するには、仮想マシン設定エディタを起動し、該当する
Generic SCSI デバイスを選択して [ 削除 ] をクリックします。

注意   ハイパースレッド処理されているユニプロセッサ ホストでは、仮想 SMP を持
つ仮想マシンのパフォーマンスが標準を下回る場合があります。
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SMP を使用する仮想マシンは、Version 5.5 以降の Workstation でのみサポートされて
います。

Workstation と ESX Server との間での SMP仮想マシンの移動
1 つ以上の仮想プロセッサを持つ VMware ESX Server で作成された仮想マシンを、マ
ルチプロセッサ ホスト マシン上で稼動する Version 5.5 以降の Workstation を使用し
て開くことができます。ただし、ESX Server で仮想マシンを作成した時に 3 つ以上の
プロセッサが指定されていても、Workstation では 3 つ以上の仮想プロセッサの指定
された仮想マシンをパワーオンすることはできません。

この設定は、仮想マシンのサマリ ビュー、または以下のように仮想マシン設定エ
ディタを使用して確認できます。Workstation メニュー バーで、 [VM] - [ 設定 ] - [ ハー
ドウェア ] - [ プロセッサ ] を選択し、[ プロセッサ数 ] が [ その他（x）] に設定されて
いることを確認します（x は ESX Server で当初指定されたプロセッサの数です）。

Workstation は 3 つ以上のプロセッサはサポートしませんが、このプロセッサ数のオ
リジナル構成設定を保存します。Workstation で仮想マシンをパワーオンする前に、
この設定を 1 つまたは 2 つのプロセッサに変更する必要があります。この設定に対
する変更をコミットすると、プロセッサ数に関するオリジナルの設定は破棄され、仮
想マシン設定エディタでオプションとして表示されなくなります。
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本章は、VMware Workstation およ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。この章の内容は、以下のとおりです。

ホスト コンピュータの構成と管理（P.385）

VMware Workstation と仮想マシンの構成（P.389）

ゲスト OS の構成（P.398）

Microsoft パフォーマンス コンソールを使用しての仮想マシンのパフォーマンス
のモニタ（P.403）

ホスト コンピュータの構成と管理
機能の向上を図るには、ホスト コンピュータが明らかに最適の場所といえます。こ
こでは、次の項目について説明します。

CPU
ホスト プロセッサの過剰使用を避けてください。仮想マシンのパフォーマンスは
ホストマシンのプロセッサの能力によって左右されます。同時に実行する仮想マシ
ンの数が多過ぎると、プロセッサが過剰使用され、パフォーマンスが著しく低下し
ます。

メモリ
必要な最小メモリ容量は 512MB ですが、最適なパフォーマンスを実現するためには
2GB 以上のメモリの使用をお勧めします。ホスト OS を実行するのに十分なメモリ
と、それに加えて各ゲスト OS とホスト / ゲスト上のアプリケーションを実行するた
めのメモリが必要です。

パフォーマンスの調整 16
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Linux ホストでの 1GB を超えるメモリの使用
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 でこれより多くのメモリを使用するには、以下のいずれかの方法を使用し
ます。

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
（このセクションで後述） 

CONFIG_2GB オプション　
CONFIG_2GB オプションは、2GB のカーネルとしてユーザーのカーネルをリコンパ
イルする場合に呼び出します。CONFIG_2GB を有効にして、カーネルをリコンパイ
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。

CONFIG_BIGMEMオプション　
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。

CONFIG_BIGMEM オプションが有効化されている 1GB のカーネルを使用しており、
960 ～ 1983MB のメモリがある場合、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 のプロンプトで起動時のスイッチ mem=959Mを渡すか、これを lilo.confに
追加して CONFIG_BIGMEM を無効にし、Workstation が実行できるようにしま
す。これを行うには、以下のいずれかを実行します。

LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959M と入力します。

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
ます。
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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 を超え
る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。次に、LILO のプロンプトで起動時に表示されるスイッチ
mem=1983M を引き渡すか、これを lilo.conf に追加します。スイッチを使用す
るには、以下のいずれかを実行します。

LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983M と入力します。

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
ます。

append mem="1983M" 

LILO のプロンプトで起動時に表示されるスイッチ mem=959M を引き渡すか、これ
を lilo.conf に追加して CONFIG_BIGMEM を無効にします。スイッチを使用す
るには、以下のいずれかを実行します。

LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959M と入力します。

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ます。

append mem="959M" 

CONFIG_BIGMEM オプションが有効に設定された 2GB のカーネルを使用しており、
1984MB 以上のメモリがある場合、Workstation は動作しません。この場合、LILO の
プロンプトで起動時のスイッチ mem=1983M を渡すか、これを lilo.conf に追加して
CONFIG_BIGMEM を無効にすれば、Workstation を実行できます。スイッチを使用す
るには、以下のいずれかを実行します。

 LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983M と入力します。

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ます。

append mem="1983M" 

ディスク
最適なパフォーマンスを実現するためには、ホスト ディスクの空き領域が少なくな
り過ぎることを避けてください。ゲスト スパース ディスクの拡張、スナップショッ
トの設定、または REDO ファイルへの書き込みといったさまざまな仮想ディスク オ
ペレーションのために、Workstation がほぼすべてのホスト ハード ディスクを使用し
なければならなくなった場合、パフォーマンスは著しく低下する可能性があります。



Workstation ユーザーマニュアル

388 VMware, Inc.

Microsoft Windows ホストでのホスト ディスク キャッシュの有効化
Windows ホストでは、各ハード ドライブに関連するディスクのプロパティの [ ポリ
シー ] ページに、ディスクの書き込みキャッシュを有効にするチェックボックス、場
合によってはディスクの高度なパフォーマンスを有効にするチェックボックスがあり
ます。一般的に、これらのチェックボックスの 1 つまたは両方をオンにすれば、ホ
ストのディスク パフォーマンスを向上できます。VMware 仮想ディスク ファイルが
格納されているホスト ディスクでこれらの設定を選択すると、特に VMware がディ
スクを集中的に使用している場合に、VMware ディスクのパフォーマンスが大幅に向
上します。以下の手順では、Windows XP ホストでのこれらの設定の使用方法を説明
しています。

Windows XP ホストで書き込みキャッシュを有効にするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ホスト コンピュータのデスクトップで [ マイ コンピュータ ] を開きます。

2 ハード ディスクを右クリックして、表示されるメニューから [ プロパティ ] を選
択します。

3 [ ハードウェア ] タブで、ハード ドライブを選択して [ プロパティ ] ボタンをク
リックします。

4 [ ポリシー ] タブで、[ ディスクの書き込みキャッシュを有効にする ] を選択し、
オプションで [ パフォーマンスのために最適化する ] を選択します。

5 [OK] をクリックします。

ネットワーク
ご使用のシステムに複数の物理ネットワーク インターフェイス カード（NIC）がある

（内蔵または PCI スロットに取り付けられている）場合は、意図した NIC を確実に使
用できるように、他の NIC を無効にします。

NIC 割り込みコーリス機能の増加
ホストの NIC 割り込みコーリス機能を増加させると、大量のネットワーク トラ
フィックがゲストに発生するワークロードのパフォーマンスを向上させることができ
ます。割り込みコーリス機能は、高性能 NIC 上で、ドライバのコントロールのもと
にハードウェアに実装される機能です。割り込みコーリス機能を使用すると、オペ
レーティング システムのカーネルに、ネットワーク フレームのグループの受信を 1
度のハードウェア割り込みで通知できます。

警告   このオプションを選択した状態で電源異常または装置の故障が起こると、デー
タの喪失または破損を生じる場合があります。
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VMware Workstation と仮想マシンの構成
このセクションでは、Workstation と仮想マシン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。ホストまたはゲストでオペレーティ
ング システムのツールを使用するのではなく、Workstation を使用して指定する構成
設定を記載しています。

CPU
このセクションでは、以下の項目について解説します。

CD-ROM の取外し（P.389）

Windows ホスト上でのプロセスのスケジューリングの構成（P.390）

CD-ROMの取外し
これらのデバイスを取り外すと、CPU 使用率が減少します。仮想 CD-ROM ドライブ
を切断状態で開始するように構成します。このように設定すると、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、Workstation がホストの CD-ROM ドライブに接続されません）。

仮想マシンで CD-ROM を使用する場合は、[VM] - [ 取外し可能デバイス ] を選択して
CD-ROM ドライブを接続します。

仮想 CD-ROMを切断状態で開始するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはパワーオン状態でもパワーオフ状態でも構いません。

2 [VM] - [ 設定 ] - [ ハードウェア ] - [DVD/CD-ROM] を選択します。

3 [CD-ROM] 設定パネルで、[ 起動時に接続 ] チェックボックスを選択解除して、
[OK] をクリックします。

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 ] メ
ニューでドライブを取り外すこともできます。

注意   下記の 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、
ビデオおよ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。詳細については、「VMware Tools のインストールとアップグレード

（P.119）」を参照してください。
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Windows ホスト上でのプロセスのスケジューリングの構成
デフォルトでは、マウスとキーボードのコントロールが仮想マシンに引き渡されてい
るかどうかに関係なく、仮想マシン内のプロセスは、リソースの確保に関して、ホス
ト上で実行している他のすべてのプロセスと同等に扱われます。

Windows ホストの Workstation は、ユーザーのニーズに合わせてスケジューリング
の優先順位を調整できる構成オプションを提供しています。これらの構成オプション
は、以下のようにして使用できます。

すべての仮想マシンに対してグローバル ベースで適用する。この場合は、以下
のように Workstation の環境設定エディタを使用します。Workstation メニュー 
バーで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択して、[ 優先順位 ] タブをクリックします。

デフォルトのグローバル設定を上書きしたい仮想マシンに対して、各仮想マシ
ン ベースで適用する。以下のように、仮想マシン設定エディタを使用します。
仮想マシンを選択し、Workstation メニュー バーから [VM] - [ 設定 ] を選択しま
す。[ オプション ] タブで [ 詳細 ] を選択します。

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グラブしている
（フォアグランド）場合のプライオリティ（「高」か「標準」）と仮想マシンがマウス
やキーボードをグラブしていない（バックグランド）場合のプライオリティ（「標準」
か「低」）を指定することができます。仮想マシンのプロセスの優先順位は、フォア
グラウンドの場合とバックグラウンドの場合の両方ともに、デフォルトで [ 標準 ] に
設定されています。

バックグラウンドのプロセスやアプリケーションが数多くあり、Workstation がフォ
アグラウンドである間にそれらが相対的に低い優先順位で実行されても構わない場合
は、[ フォアグランド ] を [ 高 ] に設定し、[ バックグランド ] を [ 標準 ] に設定しま
す。これにより、他の仮想マシンや、プロセッサを集中的に使用する他のタスク（コ
ンパイルなど）がバックグラウンドで実行されている状態での仮想マシンの実行にお
いて、パフォーマンスが大幅に改善されます。

これに対し、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
その優先順位を低くするように指定できます。[ フォアグランド ] を [ 標準 ] に設定
し、[ バックグランド ] を [ 低 ] に設定します。

メモリ
VMware Workstation では、次のメモリ関連の設定を調整できます。

特定の仮想マシンのメモリ サイズ

すべての仮想マシンで使用できるホスト コンピュータの RAM の容量
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ホスト OS のメモリ マネージャに対して許可する、物理 RAM の外部への仮想マシ
ンのスワップの限度

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。

仮想マシンのメモリ サイズの設定
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。
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。

仮想マシンのメモリの量は、仮想マシンの作成時に新規仮想マシン ウィザードで指
定できるほか、仮想マシンの作成後に仮想マシン設定エディタを使用して指定でき
ます。

仮想マシン設定エディタを使用する場合　 Workstationメニュー バーで[VM] - [設
定 ] を選択し、[ ハードウェア ] タブで [ メモリ ] を選択して数値を指定します。

新規仮想マシン ウィザードを使用する場合　カスタム構成の作成を選択し、[ 仮
想マシンのメモリ ] ページが表示された際に、メモリ量の値を指定します。

新規仮想マシン ウィザードで使用される一般的な構成では、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、適切と思われるメモリ 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設定エディタに表示
されます。

さらに仮想マシン設定エディタには、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、ディスクにメモリをいくらか移動スワップした仮想マシ
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ホストで実行されるアプリケーションの種類

注意   2GB を超えるファイルをサポートしないホスト 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、その仮想マシンに 2GB を超えるメモリを割当て
ることはできません。この制約には、FAT ファイル システムなどが該当します。
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Version 6.0 以降の Workstation では、単一のホスト上で実行されるすべての仮想マシ
ンに対して割り当てることのできるメモリの総量には、制限はありません。各仮想マ
シンの最大メモリ容量は 8GB です。

Workstation 用にメモリを予約
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 ホス
ト OS あるいは Linux ホスト OS で自身が使用する十分な RAM がない場合、スラッシ
ングが発生し、RAM とディスク上のページング ファイルとの間でデータが頻繁にス
ワッピングされます。

2 番目の構成パラメータとして設定できるのは、Workstation が実行中の全仮想マシ
ン用に予約することのできる RAM の最大量です。このパラメータを設定するには、
Workstation メニュー バーで、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択して、[ メモリ ] タブをク
リックします。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。

仮想マシンによるホストのスラッシングを防ぐため、Workstation では仮想マシンが
使用することのできる RAM 容量の合計に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 サイズによって決まります。

ディスクにスワップできるメモリ量の指定
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、アプリケー
ション設定で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、より大きいサイズの仮想マシンを実行するには、3 番目の設定
（ホスト OS がディスクにスワップできる仮想マシンのメモリの量）を調節してくだ
さい。この設定を変更するには、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、[ メモリ ] タブをク
リックして、以下のいずれかのラジオ ボタンを選択します。

[全仮想マシンのメモリを予約されたホストRAM内に適合させる]　パネルの上部
に設定されている予約メモリの制限を厳密に適用します。この設定は、ある特定
の時点に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。

[一部の仮想マシンのメモリをスワップすることを許可する]　ホストOSが、必要
に応じて仮想マシンのメモリをある程度ディスクにスワップすることを許可しま
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
とディスクとの間を仮想マシンのメモリが移動することによって、性能も低下す
る場合があります。
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[ ほとんどの仮想マシンのメモリをスワップすることを許可する ]　このオプショ
ンは他のオプションよりもパフォーマンスが低下する可能性があります。ホスト
OS が、仮想マシンのメモリを必要なだけディスクにスワップすることを許可し
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。

メモリ トリミングの無効化
Workstation はメモリ トリミング技術を使用して、仮想マシンで未使用のメモリを他
の目的に使用できるようにホストに戻します。メモリ トリミングは通常パフォーマ
ンスにほとんど影響を及ぼさず、メモリの少ない状況で必要とされますが、メモリ 
トリミングによって生じる I/O が、ゲストにおいてディスクを集中的に使用するワー
クロードのパフォーマンスを妨げる場合があります。

ゲストのメモリ トリミングは、仮想マシン設定エディタ（Workstation メニュー バー
で、[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 詳細 ] を選択）で無効化できます。[ 設定 ] セク
ションで、[ メモリ ページのトリミングを無効にする ] を選択します。

ページ共有の無効化
VMware は、ページ共有技術を使用して、内容が同一のゲスト メモリ ページを 1 つ
のコピーオンライト ページとして保存します。多くのワークロードで、いくつかの
仮想マシンが同じゲスト OS のインスタンスを実行していたり、同じアプリケーショ
ンまたはコンポーネントがロードされていたり、共通のデータを含んでいたりと、仮
想マシン間でのメモリ共有が必要となるケースが多々あります。

メモリの共有によって、ワークロードによるメモリの消費は、物理マシンで実行され
ている時よりも少なくなる傾向にあります。その結果、システムはさらに高いレベル
の過剰使用効率をサポートすることが可能です。

メモリの共有によって節約されるメモリ量はワークロードの特性によって異なりま
す。類似する数多くの仮想マシンで構成されているワークロードでは、30 パーセン
トを超えるメモリを節約できますが、多様性のあるワークロードの場合は 5 パーセ
ント未満になる場合があります。

Workstation のメモリ共有は、共有機会を走査するバックグラウンド アクティビティ
として稼動します。ほぼ一定のワークロードの場合、全ての共有機会が活用されるま
で、節約されるメモリ量は通常徐々に増加します。

ページ共有を行うことによって、ホスト メモリの使用量は減少しますが、システム 
リソース（I/O バンド幅を含む可能性もある）が消費されます。十分なホスト メモリ
があり、かつ I/O 待ち時間が重要となるゲストでは、このようなオーバーヘッドを避
けることをお勧めします。ページ共有を無効にするには、次のラインを仮想マシン構
成ファイル（.vmx）に追加します。

sched.mem.pshare.enable = "FALSE"
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ディスク
このセクションでは、以下の項目について解説します。

リモート ディスク アクセスの回避（P.394）

IDE ディスクではなく SCSI ディスクを使用する（P.394）

スナップショットの削除（P.395）

通常モードの使用（P.395）

リモート ディスク アクセスの回避
最適なパフォーマンスを実現するために、仮想ディスクはローカル ハード ドライブ
上に配置することをお勧めします。仮想ディスクにネットワーク経由でアクセスしな
ければならない場合は、利用できる最も高速のネットワーク接続を使用してくださ
い。また、以下に記載されている方法を試してみてください。

リモート マシン上に保管された仮想ハード ディスクを使用するには、次の手順に
従ってください。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 Workstation メニュー バーで、[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] を選択します。

3 [ 全般 ] を選択して、ワーキング ディレクトリをローカル ハード ディスク上の
ディレクトリに指定します。

4 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。

IDE ディスクではなく SCSI ディスクを使用する
新規仮想マシン ウィザードまたは新規ハードウェア追加ウィザードのいずれかを使
用して仮想ディスクを作成する際には、ディスクのタイプとして SCSI または IDE の
いずれかを選択する必要があります。仮想 SCSI ディスクを使用したほうが、仮想
IDE ディスクよりもパフォーマンスが向上します。通常、ウィザードで選択されてい
るデフォルトのディスク タイプは SCSI です。

ただし、このデフォルトは、仮想マシンのオペレーティング システムによって異な
ります。SCSI ディスクを使用するには、ゲスト OS に、仮想マシンで使用できる LSI 
Logic または BusLogic SCSI アダプタ用のドライバがなければなりません。仮想マシ
ンの作成時に、どちらの SCSI アダプタを使用するかを選択します。

32 ビットの Windows XP 仮想マシンで SCSI ディスクを使用するには、仮想マシンに
含まれていない特殊な SCSI ドライバが必要です。このドライバは、当社の Web サイ
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トのダウンロード セクション（www.vmware.com/download）から入手できます。新
しくインストールした Windows XP でドライバを使用する場合は、Web サイトの指
示に従ってください。

スナップショットの削除
スナップショット機能を使用しない場合は、仮想マシンをスナップショットなしで
実行します。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ことを確認するには、Workstation メニュー バーで
[VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショット マネージャ ] を選択します。不要
なスナップショットがある場合は、それを選択して、[ 削除 ] ボタンをクリックし
ます。

通常モードの使用
一般に、仮想ディスクは、スナップショットの設定時にディスク上のデータがスナッ
プショットに記録されるよう構成されています。ただし、ディスクを独立モードにす
ることで、スナップショットにディスクの情報を含めないようにすることができま
す。独立ディスクは、通常モードと読み取り専用モードのいずれかに設定できます。
通常モードのディスクでは、ディスクへの変更がその場で恒久的にディスクに書き込
まれます。独立通常モードのディスクのパフォーマンスは、データがスナップショッ
トに記録されるディスクのパフォーマンスを上回ります。

独立通常モードを使用するように仮想ディスクを設定するには、次の手順に従ってく
ださい。

1 仮想マシンを選択します。

仮想マシンはオフの状態にしておきます。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ ハードディスク ] を選択して、[ 詳細 ] をクリックします。

[ 詳細 ] ダイアログ ボックスが開きます。

4 [ モード ] セクションで、[ 独立 ] チェックボックスを選択して、[ 通常 ] を選択し
ます。

5 [ 詳細 ] ダイアログ ボックスと仮想マシン設定エディタの両方で、[OK] をクリッ
クします。

ネットワーク
ホストとゲストの間でサイズの大きいファイルを頻繁にコピーする予定の場合は、
NAT を使用するよりも、ブリッジ ネットワークを使用したほうがパフォーマンスが

http://www.vmware.com/download
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向上します。各ネットワーク方式の詳細については、「ネットワークの基礎（P.288）」
を参照してください。

さらなるパフォーマンス向上のためのヒント
このセクションでは、以下の項目について解説します。

正しいゲスト OS の選択（P.396）

デバッグ モードをオフにする（P.396）

定期的に仮想マシンの進行をログする（P.397）

正しいゲストOSの選択
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、
Workstation メニュー バーで、[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 全般 ] を選択して確認
できます。

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、指定されたオペレーティン
グ システムのパフォーマンスは著しく向上しますが、仮想マシンで実際に実行され
ているものとは異なるオペレーティング システムを指定した場合は、パフォーマン
スが大幅に低下します（誤ったオペレーティング システムを指定しても仮想マシン
は正常に動作しますが、仮想マシンのパフォーマンスは低下する可能性があります）。

デバッグ モードをオフにする
Workstation は、通常モード（デバッグ情報は収集されない）、統計モード、およびフ
ル デバッグ モードという、デバッグ情報収集のための 3 つのモードを備えています。
通常モードでは、仮想マシンは他のモードよりも速く動作します。Workstation 6 リ
リース以降では、デバッグ モードの変更後に仮想マシンを再起動する必要はありま
せん。

通常の使用時は、このセクションに記載された手順に従って、デバッグ モードで実
行されていないことを確認してください。

次の条件に該当する場合は、その他のモードのいずれかを使用できます。

仮想マシンがクラッシュすることがあり、その原因を究明する必要がある場合
は、デバッグ ログを当社のテクニカル サポートに送信できるよう、フル デバッ
グ モードを使用してください。

注意   [ 実行の記録と再生を有効にする ] チェックボックス（[VM] - [ 設定 ] - [ オプショ
ン ] - [ スナップショット / 再生 ]）を選択して記録 / 再生機能をオンにしている場合、
デバッグ モードは自動的に [ 完全 ] に設定されます。後で記録 / 再生機能を無効にす
る場合は、デバッグ モードの設定を手動で [ 通常 ] に戻す必要があります。
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通常モードで特定の作業負荷において仮想マシンの実行速度が著しく低下し、そ
の原因を究明する必要がある場合には、統計ファイルを当社のテクニカル サ
ポートに送信できるよう、統計モードを使用してください。

デバッグ情報を生成した後で、「トラブルの報告（P.17）」の手順に従い、vm-support

スクリプトを実行して出力内容を当社のテクニカル サポートまでお送りください。

問題の原因と解決策が判明した場合は、通常モードに戻してください。

デバッグ モードを設定するには、次の手順を実行します。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 詳細 ] をクリックします。

4 [ 設定 ] セクションで、[ デバッグ情報を収集 ] コントロールを必要なモードに設
定し、[OK] をクリックします。

各モードについては、このセクションの冒頭に記載されています。

変更後のデバッグ レベルを有効にするために仮想マシンを再起動する必要はあ
りません。

定期的に仮想マシンの進行をログする
最適なパフォーマンスを実現するために、通常は Workstation をフル デバッグ モー
ドでは実行しません。トラブルシューティングを必要とする問題が発生した場合で
も、デバッグ モードを有効にしなくても済むことがあります。代わりに、まず以下
の手順を実行して、収集されるログ情報の量を増やします。

定期的に進行をログするには、次の手順に従ってください。

1 Workstation を起動して、仮想マシンを選択します。

仮想マシンは、パワーオン状態でもパワーオフ状態でもかまいません。

2 ［VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

3 [ オプション ] タブをクリックし、[ 詳細 ] をクリックします。

4 [ 設定 ] セクションで、[ 定期的に仮想マシンの進行をログする ] チェックボック
スを選択して、[OK] をクリックします。
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ゲストOSの構成
ここでは、仮想マシン内で稼動す特定のゲスト 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。

CPU
古いシステムでは、CD-ROM ドライブのポーリングを行わないようにしてください。
Windows NT/98 などの一部のオペレーティング システムは、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を確認します（これで自
動実行プログラムを遂行することができます）。このポーリング中に Workstation が
ホストの CD-ROM ドライブに接続され、CD-ROM ドライブがスピンアップする間、
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。

スピンアップに特に時間を要する CD-ROM ドライブを使用している場合は、ゲスト
OS 内でポーリングを無効に設定して、このような動作の停止が生じないようにしま
す。無効にする方法は、オペレーティング システムによって異なります。最近の
Microsoft Windows のオペレーティング システムでは、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。

ディスク
このセクションでは、以下の項目について解説します。

IDE ディスクの DMA モードをオンにする（P.398）

ディスク ドライブの最適化（P.400）

IDE ディスクのDMAモードをオンにする
ディスクのオプション（SCSI または IDE）やタイプ（仮想または物理）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 IDE ドライブへのアクセスに DMA を使用するように構成するもっと
も簡単な方法は、VMware Tools をインストールする方法です（「Linux ゲストへの
VMware Tools のインストール（P.129）」を参照してください）。VMware Tools をイン
ストールすると、IDE 仮想ドライブが DMA を使用するように設定されます。

最近のバージョンの Windows 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。
詳細については、次のセクションを参照してください。

http://www.microsoft.com
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IDE ディスクを使用する Windows 95/98 ゲストで DMA モードをオンにする
（P.399）

IDE ディスクを使用する Windows NT ゲストで DMA モードをオンにする（P.399）

IDE ディスクを使用するWindows 95/98 ゲストでDMAモードをオンにする
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場合があります。

DMA は、ゲスト OS のデバイス マネージャを使用してオンにすることができます。

DMAアクセスをオンにするには

1 ゲスト OS のデスクトップで、[ マイ コンピュータ ] を右クリックして、メ
ニューから [ プロパティ ] を選択します。

2 [ 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個々
の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。

4 [ 設定 ] で、[DMA] チェックボックスを選択し、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。

IDE ディスクを使用するWindows NT ゲストでDMAモードをオンにする
一部のユーザーにおいて、マルチプロセッサ ホストコンピュータ上で IDE 仮想ディ
スクを使用する Workstation 仮想マシンに問題が発生しています。仮想マシン起動時
の入出力の問題が特に目立っています。

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場合があります。

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、し、仮想マシン
設定エディタ（Workstation メニュー バーで [VM] - [ 設定 ] - [CD-ROM] を選択）を使用
して 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 をインストールした後に DMA 機能を有効化することができます。その
場合 Service Pack 6a をインストールする必要があります。Microsoft 社の Web サイト

（support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/74.ASP）から DMACHECK.EXE をダウ
ンロードして、実行してください。

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/74.ASP
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DMACHECK.EXE を実行する際、IDE コントローラと仮想ディスク用に構成したチャネ
ルに対して [ 有効 ] オプションをクリックします。これは、仮想マシンを複数の仮想
ディスクで構成しており、仮想 DVD/CD-ROM がない場合を除き、通常チャンネル０
のみです。

仮想 DVD/CD-ROM ドライブが接続された状態で、DMA を IDE チャネルで有効にし
ないでください。

ディスク ドライブの最適化
以下の手順に従って、ゲスト OS 内からホスト OS へという順序で、仮想ディスクお
よびホスト ディスクの最適化を段階的に行います。

1 ゲストOSのユーティリティを使用しての最適化　たとえば、Windows XP ゲス
ト OS を持つ仮想マシンでは、仮想マシン内で Windows XP のディスク最適化
ツールを使用します。

以下の理由から、当社では、最初のスナップショット（またはリンククローン）
を作成する前に、ゲスト OS のメカニズムを使用して最適化を行うことを強くお
勧めします。

スナップショットを作成した後にゲスト上で最適化プログラムを実行する
と、Workstation はすべての変更を、オリジナル ディスクではなく REDO ロ
グに対して行います。このため、オリジナルのディスクに対して一切最適化
を行うことができなくなります。

ディスクのフラグメント化がかなり進み、スナップショット設定の後に最適
化を行うと、移動するセクターはすべて REDO ログにコピーされ、仮想マ
シンの REDO ログは極度に大きくなってしまいます。

2 Workstation の最適化ツールを使用しての仮想ディスクの最適化　仮想マシンの
作成時にディスク領域が事前に割り当てられたのではなく、ディスクが「拡張可
能」ディスクである場合は、Workstation を使用して仮想ディスクを最適化する
こともできます。手順については、「仮想ディスクの最適化（P.211）」を参照し
てください。

3 ホスト ディスクの最適化　ホスト OS の最適化ユーティリティを使用します。た
とえば、ホスト OS が Windows Vista である場合は、Windows Vista のディスク 
デフラグ ツールを使用します。

仮想マシンのワーキング ディレクトリ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フラグメント化が進むと、仮想マシンのパフォーマンス
が低下します。ホスト ディスクのフラグメント化は、次のいずれか、または全
てに影響を与える可能性があります。

仮想ディスク ファイル
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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

仮想マシンのディスク パフォーマンスが低下した場合や、サスペンドおよびレ
ジュームの処理をスピードアップしたい場合には、ホストのディスクがフラグメ
ント化していないかどうかを確認してください。フラグメント化している場合
は、最適化ユーティリティを実行することでパフォーマンスを向上できます。

スナップショットとリンククローンの最適化に伴うパフォーマンスへの影響
リンククローンまたはスナップショットを持つ仮想マシンの最適化を行うと、パ
フォーマンスに影響を与える場合があります。性能の低下の度合いは次のことによっ
て異なります。

スナップショットまたはリンククローン作成時の親仮想マシン ディスクのフラ
グメント化

親仮想マシン ディスクのその後のアップデートの性質

ホスト ファイル システムに関して REDO ファイル自体は最適化することができます。
仮想マシンの使用に際し、パフォーマンスに重点を置いている場合は、リンククロー
ンまたはスナップショットの最適化（または使用）を行わないことをお勧めします。

ネットワーク
VMware Tools は必ずインストールしてください。VMware Tools には、グラフィック
表示、マウス操作、およびネットワーク オペレーションのパフォーマンスを向上さ
せる、数多くのデバイス ドライバが含まれています。インストール手順については、

「VMware Tools のインストールとアップグレード（P.119）」を参照してください。

視覚効果（Windows のみ）
Microsoft Windows システムでは、視覚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。こうした視覚効果の例としては、Windows 2000、Windows XP、
および Windows Server 2003 でメニューを表示する際に使用されるフェード効果など
があります。

視覚効果をオフにするには、次の手順に従ってください。

ご使用の OS の種類に応じて、以下の手順を実行します。

Windows 98 の場合：

a 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。
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b [ 効果 ] タブをクリックして、[ ウィンドウ、メニューおよび一覧をアニメー
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。

c [ 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
れも選択解除します。

Windows 2000 の場合：

a ゲスト OS のデスクトップを右クリックして、[ プロパティ ] - [ 効果 ] を選択
します。

b [ メニューとヒントをアニメーション化する ] の選択を解除します。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合：

a ゲスト OS のデスクトップを右クリックして、[ プロパティ ] - [ デザイン ] - 
[ 効果 ] を選択します。

b [ 次のアニメーション効果をメニューとヒントに使用する ] の選択を解除し
ます。

Windows Vista の場合：

a [ コントロール パネル ] の [ パフォーマンスの情報とツール ] 項目を使用し
ます（クラシック ビュー）。

b [ 視覚効果の調整 ] というリンクをクリックします。

Linux ゲストでの準仮想化カーネルによるパフォーマンスの向上
2005 年より、当社は Linux コミュニティと協力して、共通の準仮想化インターフェ
イスを開発しています。当社では 2006 年に、VMI 標準を公開標準としてリリースし
ました。準仮想化の一般的な詳細については、以下の当社 Web サイトを参照してく
ださい。

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

ゲスト OS のカーネルが VMware VMI（仮想マシン インターフェイス）に対応してい
る場合、仮想マシンで準仮想化のサポートを有効にするとパフォーマンスが向上し
ます。

準仮想化カーネルを使用するには、次の手順に従ってください。

1 VMI 対応のカーネルを入手するには、以下のサイトから、Ubuntu 7.04（Feisty）
以降の CD イメージをダウンロードします。

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

注意   以下の手順を使用して、準仮想化カーネルを入手して有効にします。

http://www.vmware.com/interfaces/paravirtualization.html
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
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32 ビット Intel x86 コンピュータ用の標準のイメージを使用します。現時点では、
VMI は 32 ビットのみです。

2 Workstation の新規仮想マシン ウィザードを使用して、ゲスト OS のタイプが
[Ubuntu] に設定された Workstation 6 仮想マシンを作成します。

段階的な手順については、「新規仮想マシン ウィザードの実行（P.97）」を参照し
てください。ハードウェア バージョンが Workstation 6 であることを確認します。

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

a Workstation のメニュー バーで [VM] - [ 設定 ] を選択します。

仮想マシン設定エディタが開きます。

b [ オプション ] タブで [ 詳細 ] をクリックし、[ 設定 ] セクションで、
[VMware 準仮想カーネルのサポートを有効にする ] というチェックボックス
を選択します。

この時点では、まだ仮想マシン設定エディタを閉じないでください。

4 手順  1 でダウンロードした ISO イメージを使用するように、仮想マシンを設定
します。

a [ ハードウェア ] タブで [CD-ROM] を選択し、[ 接続 ] セクションで、[ISO イ
メージを使用 ] を選択します。

b 手順  1 でダウンロードした ISO イメージを、参照して指定します。

c [OK] をクリックして設定を保存し、仮想マシン設定エディタを終了します。

5 仮想マシンをパワーオンし、ISO ファイルから Linux オペレーティング システム
をインストールします。

Microsoft パフォーマンス コンソールを使用しての仮想マシ
ンのパフォーマンスのモニタ

VMware Workstation は Microsoft のパフォーマンス コンソールと共に作動するパ
フォーマンス カウンタのセットを搭載しており、それによって実行中の仮想マシン
からパフォーマンス データを収集することが可能です。

注意   パフォーマンス コンソールは Windows ホスト上のみで利用可能です。
Windows ホスト上では、Linux ゲスト OS を含む、実行中のあらゆる仮想マシンのパ
フォーマンスをモニタできます。

Linux ホストでは、Workstation と連携して VMware 固有の統計を追加で提供するこ
とのできる特定のアプリケーションはありません。
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Workstation のパフォーマンス カウンタは、実行中の仮想マシンから次のデータをモ
ニタすることができます。

仮想ディスクへの読み取りと書き込み

仮想マシンで使用するメモリ

仮想ネットワーク トラフィック

仮想マシンのパフォーマンスのトラッキングは、仮想マシンが実行中の時のみ有効で
す。パフォーマンス カウンタは仮想マシンの状態を反映するものであり、ゲスト OS
を反映するものではありません。たとえば、仮想マシンが仮想ディスクから読み込み
を行った頻度は記録しますが、ゲスト OS 内で実行しているプロセスの数は記録でき
ません。各カウンタの解説はパフォーマンス コンソールに表示されます。

仮想マシンのパフォーマンスを追跡するカウンタを追加するには

1 [ 管理ツール ] コントロール パネルを開き、[ パフォーマンス ] をダブルクリック
します。

パフォーマンス コンソールが表示されます。

2 ツールバーのプラス（+）をクリックすると、

[ カウンタの追加 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3 [ パフォーマンス オブジェクト ] リストで、[VMware] を選択します。

4 すべてのカウンタを追加するか、リストから特定のカウンタを追加するかを指定
します。

[ 一覧からカウンタを選ぶ ] を選択した場合は、[ 追加 ] もクリックして、パ
フォーマンス コンソールに情報を表示します。

5 すべての仮想マシンの情報を表示するか、特定の仮想マシンの情報を表示するか
を指定します。

特定の仮想マシンの情報を表示する場合は、[ 一覧からインスタンスを選ぶ ] を
選択し、対象とする仮想マシンを選択します。リストに表示される名前は、実行
中の仮想マシンのディスプレイ名と一致しています。

パフォーマンス コンソールの使用についての詳細は、パフォーマンス コンソールの
メニュー バーで [ 操作 ] - [ ヘルプ ] を選択するか、Microsoft Web サイトで参照して
ください。

注意   各カウンタの簡単な説明を見る場合は、[ 説明 ] をクリックしてください。
リストからカウンタを選択すると、[ カウンタの追加 ] ダイアログ ボックスの下
に解説が表示されます。
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この章では、ユーザーが仮想マシンで実行できる操作を制限するためや、操作に不慣
れなユーザー向けにユーザー インターフェイスを単純化するための、構成オプショ
ンの使用方法について説明します。たとえば、授業で毎回使用する仮想マシンの構成
が常に同じ状態となるようにすることができます。

この章では、以下のトピックについて説明します。

インターフェイスのロックアウト機能（Windows ホストのみ）（P.405）

ユーザーインターフェイスの制限（P.406）

フル スクリーン切替モードの使用（Windows ホストのみ）（P.409）

ゲストの ACPI S1 スリープ（P.419）

インターフェイスのロックアウト機能（Windows ホスト
のみ）

管理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。この設定を使用することで、以下の
タスクを、パスワードを知るユーザーのみが実行できるように構成できます。

新しい仮想マシンの作成

仮想マシン構成の編集

ネットワーク設定の編集

管理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、管理ロックアウト機能にアクセスするためのパスワードを設定すること
が可能です。すでに特定のユーザーが管理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。

Windows ホスト用の特殊な
目的のための構成オプション 17
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管理ロックアウトを設定するには、次の手順に従ってください。

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

2 [ ロックアウト ] タブをクリックします。すでに管理ロックアウト機能にパス
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るの
で、パスワードを入力します。

3 [ 有効にする ] チェックボックスを選択し、制限するアクションを選択します。

管理ロックアウト機能を初めて設定する場合には、表示されるフィールドにパス
ワードを指定します。

4 [OK] をクリックして設定を保存します。

忘れてしまったパスワードの削除
忘れてしまったパスワードを削除する場合、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。Workstation を再インストールした
後、管理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ます。

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。

[VM] - [ パワー ] メニューの全機能が無効になります。

[VM] - [ 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 のウィンドウから仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 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（[ 編集 ] - [ 仮想ネッ
トワークの設定 ]）。

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。

Workstation を起動して、仮想マシン リストまたは [ ファイル ] メニューから、
インターフェイスの制限された仮想マシンを開くことも可能です。
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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、以下に説明されている手
順で行います。この操作を行うには、仮想マシンの構成ファイルの編集およびファイ
ルへのアクセス権の設定を実行するための十分な権限が必要です。

ユーザー インターフェイスの制限を有効にするには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオフにして、VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

2 仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）を、メモ帳または他のテキスト エ
ディタで開きます。

3 ファイルの好きな個所に次の行を追加します。

gui.restricted = "TRUE"

4 オプションで、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、構成を手動で変更することができないように、そのファイルへの
アクセス権を設定することも可能です。

5 デスクトップ上に構成ファイルへのショートカットを作成して、適切な名前を付
けます。

ユーザー インターフェイスを制限した状態で自動的にスナップ
ショットに戻る

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。

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できなくなります。ただし、ユーザーが限ら
れた範囲内でスナップショットをコントロールできるようにすることは可能です。
インターフェイスが制限された仮想マシンにスナップショットを設定し、パワーオ
フ時のオプションを [ 選択画面を表示 ] に設定した場合、仮想マシンのシャットダ
ウン時に通常の選択画面が表示され、ユーザーは [ スナップショットの変更をしな
い ]、[ スナップショットを更新する ]、[ スナップショットまで戻る ] のいずれかを
選択できます。
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ユーザー インターフェイスが制限された仮想マシンを設定するには
（Windows のみ）、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをパワーオンし、所要の状態となっていることを確認します。

2 スナップショットを作成します。

手順については、「スナップショットの作成（P.248）」を参照してください。

3 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、[ パワーオフ時 ] の [ スナップショットま
で戻る ] を選択します。

4 仮想マシンがパワーオフされた状態で、以下のようにして、ユーザー インター
フェイスの制限を行います。

a VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

b 仮想マシンの構成ファイル（.vmx ファイル）を、メモ帳または他のテキス
ト エディタで開きます。

c ファイルの好きな個所に次のラインを追加します。

gui.restricted = "TRUE"

5 オプションで、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、構成を手動で変更することができないように、そのファイルへの
アクセス権を設定することも可能です。

6 デスクトップ上に構成ファイルへのショートカットを作成して、適切な名前を付
けます。

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この仮想マシ
ンを実行します。仮想マシンは、ユーザー インターフェイスが制限された状態で、
スナップショットの時点から開始します。ユーザーにはツールバーは表示されず、
[VM] - [ パワー ] メニューまたは仮想マシン設定エディタへのアクセスも提供されま
せん。

ユーザーは、[ ファイル ] - [ 閉じる ] 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を削除するには、次の手順に従ってください。

1 仮想マシンをオフにして、VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

2 構成ファイル（.vmx）を開き、次のいずれかを行います。
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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。

3 構成ファイルへの変更を保存し、ファイルを閉じます。

4 ショートカットをダブルクリックして仮想マシンをスタートします。

インターフェイスが制限されない状態で、仮想マシンがスナップショットからス
タートします。

フル スクリーン切替モードの使用（Windows ホストのみ）
フル スクリーン切替モードは、Windows ホスト上の VMware Workstation プログラム
のランタイム オプションです。Workstation がフル スクリーン切替モードで稼動して
いる場合、ユーザーは Workstation ユーザー インターフェイスにアクセスすることは
できません。ユーザーは仮想マシンを作成、再構成、起動することはできません。シ
ステム管理者がこれらの機能を使用します。

Workstation がフル スクリーン切替モードで稼動しており、1 台以上の仮想マシンが
稼動している場合、ホット キーを使用することにより、仮想マシン間の移動やホス
ト OS へのアクセスが可能です。

フル スクリーン切替モードで使用する仮想マシンの作成
新しい仮想マシンを作成するには、通常モードで Workstation を実行します。この
セクションでは、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する場合
を説明していますが、ユーザーのコンピュータに仮想マシンを直接作成することも
できます。

フル スクリーン切り替えモードで使用する仮想マシンを作成するには、次の手順に
従ってください。

1 「カスタム セットアップを使用して仮想マシンを作成するには、次の手順に従っ
てください。（P.98）」の手順に従って、新規の仮想マシンを作成します。

新規仮想マシン ウィザードにおいて、以下のように選択します。

手順3「[適切な構成の選択]ページで、[カスタム]を選択して[次へ]をクリッ
クします。」（P.98）では、[ カスタム ] を選択して、カスタム インストール
を行います。

注意   フル スクリーン切り替えモードは Windows ホストのみで使用可能です。Linux
ホストでは使用できません。
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手順 6「[ 仮想マシンの名前 ] ページで、仮想マシンの名前とフォルダを選択
して [ 次へ ] をクリックします。」（P.98）では、仮想マシンを作成した箇所の
フォルダを書き留めます。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すべてコピーします。

手順 14「[ ディスク容量の指定 ] ページで、仮想ディスクのサイズを入力し、
ディスク容量の割り当て方法を指定してから、[ 次へ ] をクリックします。」

（P.100）では、仮想ディスクのサイズを指定し、[ 事前に割り当てる］を選
択します。この選択を強くお勧めします。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
領域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。

2 仮想マシン設定エディタを開くには、仮想マシンを選択して [VM] - [ 設定 ] を選
択します。

3 コンピュータの起動時に Workstation を起動するための構成をユーザーのコン
ピュータに対して行う前に、仮想マシン設定エディタを使用して、必要な構成設
定をすべて行います。

Workstation がフル スクリーン切り替えモードで稼動しているときは、仮想マ
シン設定エディタ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動する前に、仮想マシンの構成を完
了させて、ゲスト OS とアプリケーションをインストールしておくことをお勧
めします。

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、仮想マシン ディレ
クトリ中のファイルをすべてコピーすることです。また、DVD や、ファイルを格納
できる十分な容量を持つ他のリムーバブル メディアを使用して、ディレクトリを移
動することもできます。

各仮想マシンは、専用の独立したディレクトリに配置します。

注意   仮想マシンをノート型コンピュータで実行する予定の場合は、「ゲスト OS
でのバッテリ状態のレポート（P.166）」の説明に従って、バッテリの状態をレ
ポートするように仮想マシンを設定する必要があります。
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フル スクリーン切り替えモードの構成
このセクションでは、フル スクリーン切替モードを構成するときに使用できるロー
カルおよびグローバル構成設定について説明します。これらの構成設定には、パワー
オン状態の仮想マシンのサイクル表示、特定の仮想マシンまたはホストへの切り替
え、およびその他のオプションのためのホット キーの指定が含まれます。

グローバル構成設定
フル スクリーン切替モードを使用するには、Workstation グローバル構成ファイルで
少なくとも msg.autoAnswer プロパティを設定する必要があります。この設定によ
り、通常であれば表示される Workstation ダイアログ ボックスが表示されなくなりま
す。これらのダイアログ ボックスでは、デフォルト値が自動的に選択されます。

グローバル構成ファイルは、Workstation の環境設定エディタ（[ 編集 ] - [ 環境設定 ]）
でデフォルト設定を変更したときに作成されます。このファイルは以下の場所に作成
されます。

ほとんどの Windows ホストの場合：

    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMware 
Workstation\config.ini

Windows Vista ホストの場合：

C:\Users\All Users\Application Data\VMware\VMware Workstation\config.ini

フル スクリーン切替モードのためのグローバル構成設定を指定するには

1 config.ini ファイルがホスト コンピュータ上に存在しない場合は、
Workstation メニュー バーから [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択し、環境設定エディタ
で少なくとも 1 つの設定を変更します。

2 config.ini ファイルをテキスト エディタで開き、以下の行を追加します。

msg.autoAnswer = "TRUE"

3 （オプション）他のフル スクリーン切替モード設定を使用する場合は、それらを
指定します。

他の仮想マシンまたはホスト コンピュータに切り替えるためのホット キーを指
定するには、「仮想キー コード（P.412）」を参照してください。次に、「仮想マシ
ンおよびホスト コンピュータをサイクル表示するためのホット キー（P.413）」
および「ホスト OS のホット キー（P.415）」を参照してください。

注意   フル スクリーン切り替えモードは Windows ホストのみで使用可能です。ただ
し、Linux の場合では、このファイルは以下の場所にあります。

/etc/vmware/config
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「グローバル構成ファイルの他のエントリ（P.415）」も参照してください。

4 ファイルを保存して閉じます。

5 他のユーザーが変更できないように、このファイルのアクセス権を設定します。

6 preferences.ini ファイルをテキスト エディタで開き、以下の行を追加します。

pref.fullScreen.v5 = "TRUE"
pref.autoFitFullScreen = "fitGuestToHost"

ほとんどの Windows ホストでは、このファイルは以下の場所にあります。

%USERPROFILE%\Application Data\VMware\preferences.ini

Windows Vista ホストでは、このファイルは以下の場所にあります。

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\VMware\preferences.ini

特定の仮想マシンに切り替えるためのホット キーを指定する場合は、トピック「仮
想マシンのホット キー（P.414）」に進んでください。

仮想キー コード
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 16 進数形式を使
用しており、0x の後に 16 進数が続きます。たとえば、5A という仮想キー コードを
値として使用する場合は、0x5A と入力します。

Microsoft 社の MSDN ウェブサイトで、本マニュアルの作成時点では、リストは以下
の場所から参照可能でした。

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms645540.aspx

ホット キー エントリには、修飾キーも含まれます。修飾キーとは、<Ctrl>、<Alt>、
<Shift>、および <Windows> キーを指します。<Windows> キーとは、キーボード
上の <Ctrl> キーと <Alt> キーの間にあるキーです。これらのキーを組み合わせて使
用することもできます。修飾キーのキーコードのリストは、表 17-1 を参照してくだ
さい。

表 17-1.  ホット キー エントリの修飾キー

修飾キー 値

修飾なし 0x0

<Alt> 0x1

<Ctrl> 0x2

<Shift> 0x4

<Win（Windows）> 0x8

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms645540.aspx
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キーと修飾キーを組合わせて表記する際は、該当するキーの仮想キー コードを入力
してからコンマで区切り、次に修飾キーの値を入力してください。たとえば、
<Ctrl>+<Shift>+<F1> という値のエントリは、0x70,0x6 です。

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のホット 
キーまたはホット キーの組み合わせを指定できます。ホット キーは、以下のように
機能します。

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 を含めることもできます。

特定の仮想マシンが稼動してない場合、そのマシンはとばされます。

<Ctrl>+<Alt> 0x3

<Alt>+<Shift> 0x5

<Ctrl>+<Shift> 0x6

<Ctrl>+<Alt>+<Shift> 0x7

<Win>+<Alt> 0x9

<Win>+<Ctrl> 0xa

<Win>+<Ctrl>+<Alt> 0xb

<Win>+<Shift> 0xc

<Win>+<Shift>+<Alt> 0xd

<Win>+<Shift>+<Ctrl> 0xe

<Win>+<Shift>+<Ctrl>+<Alt> 0xf

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> は、他の修飾
キーと一緒に使用できます。

<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> と <Ctrl>、<Alt> キーしか含まない組合せを使用することはできません。
これらのキーは、他のキーと組み合せた修飾キーとしてのみ使用できます。

表 17-1.  ホット キー エントリの修飾キー （続き）

修飾キー 値
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1 台の仮想マシンだけが稼動しており、ホスト OS がサイクルに含まれていない場
合、ホット キーを押しても効果はありません。

仮想マシンをサイクル表示するためのホット キーは、グローバル構成ファイル
（config.ini）に定義されています。2 つのオプションがサイクルをコントロールし
ています。

FullScreenSwitch.cycleKey

このオプションの値はホット キーを定義します。これは、<key>、<modifier>

として指定されます。デフォルトはありません。たとえば、複数の仮想マシンの
サイクル表示に、修飾なしの <Pause> キーを使用するためには、config.ini

ファイルに次のラインを加えます。オプションがすでにリストされている場合
は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.cycleKey = "0x13,0x0"

FullScreenSwitch.cycleHost

ホスト OS をサイクルに含めるには、このオプションを TRUE に設定します。デ
フォルトは FALSE です。たとえば、サイクルにホスト OS を含めるには、
config.ini ファイルに次のラインを加えます。オプションがすでにリストされ
ている場合は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.cycleHost = "TRUE"

仮想マシンとホスト コンピュータに直接切り替えるホット キー
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の、ホッ
ト キーまたはホット キーの組み合わせを指定できます。指定したホットキーを押す
ごとに、画面は指定された仮想マシンに替わります。さらに、ホスト OS に直接切り
替えるためのホット キーも指定できます。

仮想マシンのホット キー
仮想マシンに切り替えるために使用するホット キーを定義するには、ローカル構成
設定を追加します。ローカル構成設定は、特定の仮想マシンのために構成ファイルで
作成されます。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 .vmx 拡張子が付けられています。

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。

このオプションの値はホット キーを定義します。これは、<key>、<modifier> とし
て指定されます。デフォルトはありません。
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たとえば、特定の仮想マシンに切り替えるために <Ctrl>+<Shift>+<F1> を使用する
には、その仮想マシンの .vmx ファイルに次のラインを加えます。オプションが既に
リストされている場合は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.directKey = "0x70,0x6"

いずれかの特定の仮想マシンが稼動していない場合、その仮想マシン表示のための
ホット キーを押しても効果はありません。

ホストOSのホット キー
ホスト OS への切り替えに使用するホット キーを定義するには、グローバル構成ファ
イル（config.ini）に所定のラインを追加します。このオプションの値はホット 
キーを定義します。これは、<key>、<modifier> として指定されます。デフォルト
はありません。

たとえば、ホスト OS に切り替えるために <Ctrl>+<Shift>+<F9> を使用するには、
config.ini ファイルに次のラインを加えます。オプションがすでにリストされてい
る場合は、その値を修正します。

FullScreenSwitch.hostDirectKey = "0x78,0x6"

グローバル構成ファイルの他のエントリ
グローバル構成ファイル（config.ini）中の次のエントリはオプションです。仮想
マシンを相互に、またはホスト コンピュータから隔離する必要がある作業環境にお
いて重要な、仮想マシンの特定の機能をコントロールすることができます。

Isolation.tools.copy.enable

このオプションは、1 台の仮想マシンあるいはホスト OS 中のデータについて、
別の仮想マシンあるいはホスト OS に転送できる方法を使用してコピーできるよ
うにするかどうかを決定します。デフォルト設定は TRUE です（コピーは許可さ
れます）。

このオプションの設定は、Isolation.tools.paste.enable（下記）の設定と
同じにする必要があります。

Isolation.tools.paste.enable

このオプションは、ある仮想マシンあるいはホスト OS でコピーされたデータ
を、別の仮想マシンあるいはホスト OS に貼り付けられるようにするかどうかを
決定します。デフォルト設定は TRUE です（貼り付けは許可されます）。

このオプションの設定は、Isolation.tools.copy.enable（上記）の設定と同
じにする必要があります。



Workstation ユーザーマニュアル

416 VMware, Inc.

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ァイルを
共有できるように、共有フォルダを使用して仮想マシンを構成できるようにする
かどうかを決定します。デフォルト設定は FALSE です（共有フォルダは有効化
されています）。

mks.CtlAltDel.ignore

ゲストにキーボード フォーカスがある場合に、Microsoft Windows Secure 
Attention Sequence（SAS）によって通常生成されるダイアログ ボックスを表示
せず、ゲストに渡すようにする場合は、このプロパティを TRUE に設定します。

mks.fullscreen.allScreenSaver

マシンがアイドル状態であるとホスト OS が判断したときにスクリーン セーバー
を実行することを許可する場合は、このプロパティを TRUE に設定します。

ユーザー コンピュータ上の仮想マシンの開始と終了
vmware-fullscreen コマンドを使用して、ユーザーのコンピュータ上で、フル スク
リーン切替モードで VMware Workstation を起動し、また、仮想マシンを開始および
停止します。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。たとえば、ホスト OS で
起動しているカスタム アプリケーションやスクリプトを使用して、1 つ以上の
vmware-fullscreen コマンドを発行できます。あるいは、ユーザーがホスト コン
ピュータにログインすると仮想マシンがスタートするように、ホスト OS のスタート
アップ グループ中のショートカットに、仮想マシンを起動するコマンドを含めるこ
ともできます。

起動または終了する各仮想マシンごとに 1 回ずつ、vmware-fullscreen コマンドを
発行する必要があります。

仮想マシンの起動
一般に、仮想マシンをパワーオンするための vmware-fullscreenコマンドは、以下
のようなシンタックスになります。

vmware-fullscreen -poweron "<config-file>"

仮想マシン構成ファイル（.vmx）へのフル パスを指定してください。

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。
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仮想マシンをパワーオンして、その仮想マシンに追加の情報を渡すには、以下のシン
タックスに示されている 1 つまたは複数のオプションを使用します。

vmware-fullscreen -poweron [-s variable=value] [-name=<alias>] 
[-directkey=<keyspec>] [-fullscreen] "<config-file>"

ここに示し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
想マシンの構成ファイル（.vmx）への完全なパスが必要です。コマンド全体を 1 行
で入力してください。

仮想マシンの構成に使用する変数名および値を渡すためには、-s スイッチを使用し
てください。コマンドには複数の <variable>=<value> のペアを含めることができ
ます。-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> を使用し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。

たとえば、仮想マシンを起動し、その直接切替キーの組み合わせが
<Ctrl>+<Shift>+<F1> であることを指定するためには、下記のコマンドを使用して
ください。

vmware-fullscreen -poweron -directkey=0x70,0x6 "<config-file>"

コマンド全体を 1 行で入力してください。

-poweron を指定せずに -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。

仮想マシンの終了
指定した仮想マシンをシャットダウンするには、以下のいずれかのコマンドを実行し
ます。

vmware-fullscreen -poweroff "<config-file>"

vmware-fullscreen -poweroff <alias> 

構成ファイル（.vmx）ファイルへのパスを指定できます。仮想マシンの起動時に
-name= を使用した場合は、別名を指定することもできます。
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すべての仮想マシンの終了
以下のコマンドを使用して、すべての仮想マシンを完全にパワーオフします。

vmware-fullscreen -exit

すべての仮想マシンがパワーオフされ次第、Workstation も終了します。

仮想マシンとホスト間の切り替え
指定した仮想マシンに切り替える場合は、以下のいずれかのコマンドを実行します。

vmware-fullscreen -switchto "<config-file>"

vmware-fullscreen -switchto <alias> 

vmware-fullscreen -switchto host 

vmware-fullscreen -switchto next 

使用するコマンドに応じて、指定した仮想マシン、ホスト OS、あるいはサイクル内
の次のマシン（仮想マシンまたはホスト）に切り替えることができます。切り替える
前に、仮想マシンがパワーオンの状態でなければなりません。仮想マシンを指定する
際には、構成ファイル（.vmx）ファイルへのパスを指定できます。仮想マシンの起
動時に -name= を使用した場合は、別名を指定できます。

VMware Workstation の状態の確認
Workstation がフル スクリーン切替モードで稼動しているかどうかを確認するには、
以下のコマンドを使用します。

vmware-fullscreen -query

Workstation がフル スクリーン切替モードで稼動している場合は、このコマンドに対
する応答でそのプロセス ID とウィンドウ ハンドルも報告されます。

パワーオンの状態にあるすべての仮想マシンを表示
現在パワーオン状態となっているすべての仮想マシンをリスト表示するには、以下の
コマンドを使用します。

vmware-fullscreen -listvms

リストは vmware-fullscreen ログ ファイルに加えられます。

vmware-fullscreen ログ ファイル
vmware-fullscreen プログラムはログ ファイルに書き込みを行います。このログ 
ファイルは、開始、終了、あるいは他のコマンドを Workstation へ渡す際に
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vmware-fullscreen 自体によって報告されたエラーを記録します。これは、稼動中
の仮想マシンの情報を格納する vmware.log ファイルとは異なります。

vmware-fullscreen ログ ファイルの名前は、vmware-<username>-<pid>.log で
す。デフォルトでは、vmware-fullscreen ログ ファイルは、ホスト コンピュータ
にログインしたユーザーの temp ディレクトリにあります。この格納場所は、TEMP
環境変数によって指定できます。デフォルトの場所は次の通りです。

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Temp

管理者は、Workstation グローバル構成ファイル（config.ini）に次のラインを加
えることで、このログ ファイル用の異なる格納場所を指定できます。

fullScreenSwitch.log.filename="<path>"

フル パスを使用することが理想的です。相対パスを使用する場合、格納場所は、ホ
スト コンピュータの再起動後に vmware-fullscreen コマンドが初めて発行された
時にアクティブであったディレクトリからの相対位置となります。

ゲストのACPI S1 スリープ
Workstation では、ゲスト OS の ACPI S1 スリープの試験的サポートを提供していま
す。すべてのゲスト OS がこの機能をサポートしているわけではなく、スタンバイ機
能を持つ一般的なゲスト OS のインターフェイスがサポートされています。

デフォルトでは、ACPI S1 スリープは Workstation 内でサスペンドとして実装されま
す。Workstation の [ レジューム ] ボタンを使用して、ゲストを再開できます。

仮想マシンの構成ファイル（.vmx）内で以下のエントリを使用すると、ACPI S1 ス
リープはパワーオン サスペンドとして実装されます。

 chipset.onlineStandby = TRUE

ゲスト OS は完全にパワーダウンされません。次の作業を行って仮想マシンを再開す
ることができます。

キーボード入力の使用

マウス入力の使用

CMOS 外部タイマーのプログラミング

この機能は、テストおよび開発シナリオにおいて有用です。
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A

この付録では、vmware プログラムと vmrun プログラムで使用可能なコマンド ライ

ン オプションについて説明します。この付録では次のトピックについて説明します。

Workstation および仮想マシンの起動オプション（P.421）

仮想マシン操作用のコマンド ライン アプリケーション（P.423）

vmware-fullscreen コマンドでのフル スクリーン切り替えモードの使用について
は、「ユーザー コンピュータ上の仮想マシンの開始と終了（P.416）」を参照してくだ
さい。

Workstation および仮想マシンの起動オプション
表 A-1 に、コマンド ラインから VMware Workstation を実行する際に使用可能なオプ
ションの説明を示します。これらのコマンドは、Linux のターミナル ウィンドウまた
は Windows のコマンド プロンプトで入力できます。また、複数のコマンドを実行す
るスクリプトを作成することもできます。

このコマンドのシンタックスは以下のとおりです。

Linux ホスト OS の場合： 

/usr/bin/vmware [-n] [-x] [-X] [-m] [-t] [-q] [-s <variablename>=<value>] 
[-v] 
[/<path_to_virtual_machine>/<virtual_machine_name>.vmx] 
[X toolkitオプション ] 

Windows ホスト OS の場合： 

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\Programs\vmware.exe [-B] [-n] 
[-x] [-X] [-t] [-q] [-s <variablename>=<value>] [-v] 
[<path_to_virtual_machine>\<virtual_machine_name>.vmx]

Workstation コマンド ライン
の参照リスト A
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Linux ホストの場合、X toolkit オプションを引数として渡されますことができます。
ただし、一部のオプション（特に VMware Workstation ウィンドウのサイズとタイト
ル）は上書きできません。

X toolkit オプションは、Windows ホストでは使用できません。

表A-1.  vmware プログラムのコマンド ライン オプション

オプション 詳細

-n 新しい Workstation ウィンドウを開きます。

-B （Windows ホストのみ）新しい Workstation ウィンドウ
を開きますが、サイドバーとツールバーを非表示にしま
す。開いている仮想マシンのタブのみが表示されます。
このオプションの使用は、[Workstation] ウィンドウの
左上隅の Workstation アイコンをクリックして表示され
るメニューで [ コントロールの非表示 ] を選択した場合
と同じ効果があります。

-t 既存の Workstation ウィンドウ内に、仮想マシンまたは
チームを新しいタブで開きます。

-x VMware Workstation の起動時に仮想マシンをパワーオ
ンします。このオプションは、VMware Workstation
ツールバーの [ パワーオン ] ボタンをクリックする操作
に相当します。

-X 仮想マシンをパワーオンして、VMware Workstation
ウィンドウをフル スクリーン モードに切り替えます。

-m （Linux ホストのみ）プログラムをクイック スイッチ 
モードで起動します。

-q 仮想マシンのパワーオフ時に、その仮想マシンのタブを
閉じます。他に開いている仮想マシンがなければ、
Workstation も終了します。ゲスト OS にする機能がある
場合は効果的なオプションです。

-s 指定の値に指定の変数を設定します。構成ファイルで有
効な変数名と値を -sスイッチでコマンド ラインに指定
できます。

-v 製品名、バージョン、ビルド番号を表示します。

<path_to_virtual_machine>

<path_to_virtual_team>
指定された仮想マシンまたはチームの構成ファイル

（.vmx または .vmtm ファイル）を使用して、仮想マシ
ンを起動します。
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Windows ショートカットでの起動オプションの使用
起動オプションは、Windows のショートカットが生成するコマンドに組み込むのが
もっとも便利な方法です。

ショートカットを作成するには、そのショートカットを右クリックして [ プロパ
ティ ] をクリックします。[ ターゲット ] フィールドで、使用するスイッチをファイ
ル名 vmware.exeの後に追加します。たとえば、次のコマンドは指定された
Windows Me の仮想マシンを起動し、パワーオンして、フル スクリーン モードに切
り替えます。

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

コマンド文字列全体を二重引用符（ " ）で囲みます。

仮想マシン操作用のコマンド ライン アプリケーション
VMware Workstation には、コマンド ラインからチームまたは仮想マシンを操作
するためのアプリケーション vmrun が含まれています。コマンド プロンプトか
ら vmrun アプリケーションを起動するには、次のように入力してください。
vmrun COMMAND[OPTION]

Windows ホストで vmrun コマンドを使用する前に、次のいずれかの操作を行う必要
があります。

ワーキング ディレクトリを、VMware Workstation ディレクトリに変更します。
デフォルトの場所は次の通りです。

c:\Program Files\VMware\VMware Workstation

システム パスに VMware Workstation ディレクトリを追加します。Windows 2000
および XP では、以下のように選択して設定を変更します。

[ コントロール パネル ] - [ システム ] - [ 詳細設定 ] - [ 環境変数 ] - [ システム環境変
数 ] - [ パス ]

表 A-2 は、有効な vmrun コマンドとオプションについて説明しています。

ゲスト OS で認証が必要な場合は、必要に応じて、次の認証フラグを使用してくだ
さい。

-gu <ゲスト OSのユーザー名 >
-gp <ゲスト OSのパスワード >

注意   構成ファイルにはデフォルトで拡張子 .vmx が付いています。
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表A-2.  vmrunコマンドおよびパラメータ

コマンド 詳細 パラメータ

一般的なコマンド

list 実行中のすべての仮想マシンを表示 なし

upgradevm 仮想マシンを現在の Workstation のバー
ジョンにアップグレード 

[.vmx ファイルのパス ]

installtools ゲスト ＯＳ に VMware Tools をインス
トール。Windows ゲストでは、
VMware Tools インストーラが自動的に
実行されます。Linux ゲストでは、この
コマンドによって、仮想マシンの仮想
CD-ROM ドライブが該当するゲスト向
けの VMware Tools ISO イメージに接続
されますが、インストーラは自動的に
開始しません。したがって、手動で追
加の作業を行い、インストールを完了
させる必要があります。詳細について
は、「Linux ゲストへの VMware Tools の
インストール（P.129）」を参照してくだ
さい。

[.vmx ファイルのパス ]

電源コマンド

start 仮想マシン（.vmx ファイル）または
チーム（.vmtm ファイル）を起動。

[.vmx ファイルまたは
.vmtm ファイルのパス ] 

stop 仮想マシン（.vmx ファイル）または
チーム（.vmtm ファイル）を停止。

[.vmx ファイルまたは
.vmtm ファイルのパス ]
[hard|soft]

reset 仮想マシン（.vmx ファイル）または
チーム（.vmtm ファイル）をリセット。

[.vmx ファイルまたは
.vmtm ファイルのパス ]
[hard|soft]

suspend 仮想マシン（.vmxファイル）またはチー
ム（.vmtmファイル）をサスペンド。

[.vmx ファイルまたは
.vmtm ファイルのパス ]
[hard|soft]

スナップショット コマンド

snapshot 仮想マシンのスナップショットを設定 [.vmx ファイルのパス ]
[ スナップショット名 ]

listSnapshots 仮想マシンのすべてのスナップショット
を表示

[.vmx ファイルのパス ]

deleteSnapshot 仮想マシンからスナップショットを削除 [.vmx ファイルのパス ]
[ スナップショット名 ]
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revertToSnapshot 仮想マシンのスナップショットに戻る。
スナップショット名が仮想マシン内で
一意である場合は、仮想マシンの構成
ファイルのパスとスナップショット名
を指定して、そのスナップショットに
戻ります。
[.vmxファイルへのパス ][ スナップ
ショット名 ]
同じ名前を持つスナップショットが複
数ある場合でも、スナップショット名
にパス名を含めて特定のスナップ
ショットを指定することが可能です。
パス名はスナップショット名の列で、
スラッシュ（ / ）で区切られています。
パス名はそれぞれツリー内の異なるス
ナップショットを特定します。
たとえば、Snap1/Snap2 というパス名
を使用すると、Snap1 というルートとな
るスナップショットの状態から設定され
た Snap2 というスナップショットが特
定されます。
パス名にスラッシュを使用することがあ
りますので、なるべくスナップショット
名にスラッシュ文字を含めないようにし
てください。スラッシュを含むスナップ
ショット名がパス名に使用されると、パ
ス名によって識別されるスナップショッ
トを予測することが困難になります。

[.vmx ファイルのパス ]
[ スナップショット名 ]
または、
[.vmx ファイルのパス ]
[ スナップショット名 1/
スナップショット名 2]

ゲストOS関連のコマンド

runProgramInGuest プログラムをゲスト OS 内で実行 [.vmx ファイルのパス ]

[ プログラム [ プログラム
の引数 ]]

fileExistsInGuest 指定したファイルがゲスト システム内
に存在するかどうかをチェック

[.vmx ファイルのパス ]

[ ゲスト内のファイルへの
パス ]

setSharedFolderState ホストとゲストとの間で共有されるフォ
ルダの場所を変更

[.vmx ファイルのパス ]

[ 共有名 ]
[ ホスト上の新たなフォル
ダへのパス ]

表A-2.  vmrunコマンドおよびパラメータ（続き）

コマンド 詳細 パラメータ
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addSharedFolder ホストとゲストとの間で共有されるフォ
ルダを追加

[.vmx ファイルのパス ]

[ 共有名 ]
[ ホスト上のフォルダへの
パス ]

removeSharedFolder ホストとゲストとの間で共有されている
フォルダを削除

[.vmx ファイルのパス ]

[ 共有名 ]

listProcessesInGuest ゲスト OS 内で実行中のプロセスを一覧
表示

[.vmx ファイルのパス ]

killProcessInGuest ゲスト OS 上の指定されたプロセスを
停止

[.vmx ファイルのパス ]

[ プロセス ID]

runScriptInGuest スクリプトをゲスト OS 内で実行 [.vmx ファイルのパス ]

[ インタプリタのパス スク
リプト テキスト ]

deleteFileInGuest ゲスト OS からファイルを削除 [.vmx ファイルのパス ]

[ ゲスト上のファイルへの
パス ]

createDirectoryInGuest ゲスト OS 内にディレクトリを作成 [.vmx ファイルのパス ]

[ ゲスト上のディレクトリ
のパス ]

deleteDirectoryInGuest ゲスト OS からディレクトリを削除 [.vmx ファイルのパス ]

[ ゲスト上のディレクトリ
のパス ]

listDirectoryInGuest ゲスト OS 内のディレクトリの内容を一
覧表示

[.vmx ファイルのパス ]

[ ゲスト上のディレクトリ
のパス ]

copyFileFromHostToGuest ホスト OS からゲスト OS にファイルを
コピー

[.vmx ファイルのパス ]

[ ホスト上のファイルの
パス ]
[ ゲスト上のファイルの
パス ]

表A-2.  vmrunコマンドおよびパラメータ（続き）

コマンド 詳細 パラメータ
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vmrun の例
たとえば、仮想マシンをリセットするには、次のコマンドを入力します。

Linux ターミナル

vmrun reset /usr/local/VMs/<virtual_machine_name>.vmx soft

Windows コマンド ライン

vmrun reset c:\Virtual Machines\<virtual_machine_name>.vmx soft

VMware Workstation のダイアログ ボックスからの入力を必要とする仮想マシンでは、
vmrun がタイムアウトして失敗することがあります。Workstation のダイアログ ボッ
クスを無効にするには、次の行を仮想マシンの構成ファイル（.vmx）に挿入してく
ださい。

msg.autoAnswer = TRUE

copyFileFromGuestToHost ゲスト OS からホスト OS にファイルを
コピー

[.vmx ファイルのパス ]

[ ゲスト上のファイルの
パス ]
[ ホスト上のファイルの
パス ]

renameFileInGuest ゲスト OS 内のファイルの名前を変更 [.vmx ファイルのパス ]

[ 元のファイル名 ]
[ 新しいファイル名 ]

表A-2.  vmrunコマンドおよびパラメータ（続き）

コマンド 詳細 パラメータ
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Eclipse Integrated Virtual Debugger は、Eclipse と仮想マシンとの間に構成可能なイン
ターフェイスを提供して、複数のオペレーティング システム環境で稼動するアプリ
ケーションを、単一のコンピュータ上で容易に開発およびデバッグできるようにしま
す。仮想マシン内でアプリケーションをデバッグすることにより、ホスト マシンの
整合性を維持したままで、エラーを再現して記録することが可能になります。ブレイ
クポイントでの一時停止、コードのステップ スルー、アプリケーションの状態の表
示および変更といった、一般的なすべてのデバッグのタスクを、ホスト環境に影響を
及ぼすことなく実行できます。

この付録の内容は、以下のとおりです。

Eclipse Integrated Virtual Debugger の概要（P.429）

Eclipse Integrated Virtual Debugger 環境のセットアップ（P.431）

仮想マシン起動構成の管理（P.435）

仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグ（P.438）

Eclipse Integrated Virtual Debugger の概要
Eclipse Integrated Virtual Debugger を使用して、以下の作業を実行できます。

仮想マシン内でアプリケーションを実行してデバッグを行うための起動構成の設
定の管理

仮想マシン内でのアプリケーションのデバッグ セッションの開始

仮想マシン内でのデバッグなしでのアプリケーションの起動

Eclipse Integrated Virtual 
Debugger の使用 B
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すでに仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチするデバッグ セッションの
開始

Eclipse 起動構成を使用すると、アプリケーションを実行する仮想マシン、およびア
プリケーションの実行方法を選択できます。構成が終わると、Eclipse Integrated 
Virtual Debugger は仮想マシンを検出して必要に応じてパワーオンし、構成設定に応
じて環境をセットアップし、アプリケーションの起動やアタッチを実行します。

仮想マシン内でのアプリケーションの起動方法を構成する場合は、以下の項目を指定
できます。

仮想マシンの名前（.vmx 構成ファイル）

（オプション）ゲスト システム上の JVM のパス

（オプション）ホストとゲストとの間で共有するフォルダの場所

（オプション）Eclipse からアプリケーションを起動する前に実行するアクショ
ン。以下のアクションが含まれます。

最新のスナップショットに戻る。

指定された実行前コマンドを実行する。

（オプション）Eclipse から起動したアプリケーションの終了後に実行するアク
ション。以下のアクションが含まれます。

指定された実行後コマンドを実行する（クリーンアップ タスクの実行など）。

仮想マシンの状態を以下のいずれかに設定する。

サスペンド（デフォルト）

最新のスナップショットに戻る

パワーオフ 

Eclipse Integrated Virtual Debugger のインストール要件については、「Eclipse 
Integrated Virtual Debugger 環境のセットアップ（P.431）」を参照してください。

仮想マシン構成の管理方法については、「仮想マシン起動構成の管理（P.435）」を参
照してください。

仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグについての詳細は、「仮想マシ
ン内でのアプリケーションの実行とデバッグ（P.438）」を参照してください。
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Eclipse Integrated Virtual Debugger 環境のセットアップ
このセクションで要件および推奨事項を確認してから、Eclipse Integrated Virtual 
Debugger を Workstation 6 のオプション コンポーネントとしてインストールしてく
ださい（インストール手順については、第 2 章「VMware Workstation のインストー
ル（P.47）」を参照）。このセクションでは、ホストおよびゲスト システム、Eclipse、
および Java Runtime Environment（JRE）の要件について説明します。

Windows でのインストール時に、Eclipse が C:\Program Files\Eclipse または
C:\Eclipse にインストールされていない場合は、[ カスタム ] セットアップを使用
して Eclipse Integrated Virtual Debugger コンポーネントを選択し、Eclipse ディレク
トリの場所を指定します。

Linux でのインストール時には、vmware-config.pl によって Eclipse Integrated 
Virtual Debugger のインストールを促すプロンプトが表示された際に、デフォルト値
の [ いいえ ] を変更する必要があります。

Eclipse Integrated Virtual Debugger のインストール時に、以下の処理が行われます。

Eclipse Integrated Virtual Debugger プラグイン（ivd.jar）、Foundry Java バイン
ディング、および plugin.xml 起動構成ファイルが、Eclipse プラグイン ディレ
クトリ内の com.vmware.bfg_1.0.0 サブディレクトリに配置されます。

Eclipse を再起動した後、[Debug] メニューに、[VMware attach to application] およ
び [VMware execute Java application] という新しい起動構成タイプが追加されま
す。これらの起動構成タイプには [VMware] タブがあり、このタブで仮想マシン
の設定を構成できます。

複数の仮想マシン内で同時にデバッグを実行できます。また、単一の仮想マシン内で
複数のセッションをデバッグすることもできます。

ホストのシステム要件
Eclipse Integrated Virtual Debugger は、Workstation 6 が実行され、かつ Eclipse がイ
ンストールされているサポート対象のすべてのホスト OS 上で実行できます。Eclipse
は Workstation 6 と同じシステム上で実行する必要があります。その他の Eclipse の要
件については、「Eclipse の要件」を参照してください。



Workstation ユーザーマニュアル

432 VMware, Inc.

サポートされるホストOS
Eclipse Integrated Virtual Debugger は次の Windows 32 ビット ホスト OS をサポート
しています。

Windows Vista Enterprise Edition
Windows Vista Business Edition
Windows Vista Home Basic Edition および Windows Vista Home Premium Edition
Windows Vista Ultimate Edition

Windows XP Home Edition、SP1、SP2
Windows XP Professional、SP1、SP2

Windows 2000 Server SP3、SP4
Windows 2000 Professional、SP3、SP4 
Windows 2000 Advanced Server、SP3、SP4

Eclipse Integrated Virtual Debugger は次の Linux 32 ビットおよび 64 ビット ホスト OS
をサポートしています。

Red Hat Enterprise Linux WS 4.5（ベータ、旧称 4.0 Update 5）
Red Hat Enterprise Linux AS 4.0、アップデート 1、2、3、4
Red Hat Enterprise Linux ES 4.0、アップデート 1、2、3、4
Red Hat Enterprise Linux WS 4.0、アップデート 1、2、3、4

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

Ubuntu Linux 6.10 
Ubuntu Linux 6.06

サポートされる JRE のバージョン
ホスト システムでは、Java 2 Platform Standard Edition（J2SE）5.0 以降の規格に準拠
する Java Runtime Environment（JRE）が稼動している必要があります。J2SE は、JRE
と開発者用ツール（Java 言語で記述されたアプリケーションのコンパイル、デバッ
グ、および実行用）で構成されています。

注意   現在、Windows 64 ビット ホスト OS はサポートされていません。

注意   サポートされていないバージョンの J2SE がホスト システム上で使用されてい
る場合、Eclipse は「unable to load class」というエラー メッセージを表示し
ます。
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Eclipse の要件
ホストに Eclipse 3.2 または 3.3 がインストールされている必要があります。
Windows Vista ホストの場合は、Eclipse 3.2.2 または 3.3 がインストールされている
必要があります。

Java 言語がサポートされています。ゲスト OS に GCJ Java をインストールすること
はできません。

ゲスト システムの要件については、「仮想マシンの要件」を確認してください。

仮想マシンの要件
Eclipse Integrated Virtual Debugger は、サポートされている Windows または Linux
ゲスト OS を実行している、すべての Workstation 6 仮想マシンでサポートされます。

サポートされるゲストOS
このセクションでは、仮想マシンでのデバッグにおいてサポートされるゲスト OS の
概略リストを記載しています。特定のオペレーティング システムのバージョン、
サービス パック、サポートされるアップデートなど、対応ゲスト OS の最新のリスト
については、『ゲスト OS インストールガイド』（http://pubs.vmware.com/guestnotes/）
を参照してください。このインストールガイドでは、一般的なゲスト OS のインス
トールについても解説しています。

リストに記載されていないオペレーティング システムは、仮想マシンでのデバッグ
はサポートされていません。

以下の 32 ビットの Windows ゲスト OS がサポートされます。

Windows Vista（ただし、Vista Home Edition を除く。Vista Home Edition は、
Microsoft のライセンス上の制約のため仮想マシン内で実行できません。）

Windows Server 2003 Enterprise Edition および R2

Windows XP Professional および Home Edition

Windows 2000 Professional  
Windows 2000 Server 
Windows 2000 Advanced Server

以下の 64 ビットの Windows ゲスト OS がサポートされます。

Windows Vista x64 Edition（3D 効果は現時点ではサポートされません）

Windows Server 2003 x64 Edition  

Windows XP Professional x64  

http://pubs.vmware.com/guestnotes/
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以下の 32 ビットおよび 64 ビットの Linux ゲスト OS がサポートされます。

Red Hat Linux 8 および 9

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server、Enterprise Server、Workstation 4 およ
び 5

Ubuntu Linux 6.10
Ubuntu Linux 6.06

SUSE Linux 10

SUSE Linux Enterprise Server 10

VMware Tools の要件
ゲスト OS の VMware Tools のバージョンが、ホストの Workstation 6（Eclipse 
Integrated Virtual Debugger がコンポーネントとして含まれている）のバージョンと
一致している必要があります。

Java および JRE の要件
ゲスト OS に GCJ Java をインストールすることはできません。

ゲスト OS では、JRE 1.4.2 以降が稼動している必要があります。ゲストで JRE 5.0 を使
用していない場合は、Eclipse のビルド設定を更新して、古いバージョンの JRE に対
応させる必要があります。

ゲスト上の 1.4.x JRE を使用するよう Eclipse のビルド設定を更新するには、次の手順
に従ってください。

1 Eclipse Package Explorer で一番上のフォルダ（プロジェクト アイテム）を右ク
リックして、[Properties] を選択します。

2 [Properties] ページの左パネルで、[Java Compiler] を選択します。

3 [Enable project specific settings] を選択し、[JDK Compliance Compiler 
compliance level] を 1.4 に設定します。

Windows NT での PSAPI.DLL のインストール 
Windows NT では、Eclipse Integrated Virtual Debugger がプロセスにアタッチで
きるように、psapi.dll ライブラリ ファイルをインストールしてプロセスのス
テータス情報を取得する必要があります。psapi.dll は、
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=30337 からダウンロード
できます。

http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=30337 
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=30337 
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Linux ゲスト システムでのファイアウォールの無効化
Linux ゲスト OS では、ファイアウォールを無効にする必要があります。Eclipse 
Integrated Virtual Debugger は、各デバッグ セッションごとに、使用可能なポート

（ポート 49152 から検索）を開きます。

Windows ゲスト システムでのファイアウォールの構成
Windows ゲスト システムで 1.4.x JRE を使用している場合は、ファイアウォールを無
効にするか、または JVM への受信接続を許可する必要があります。ファイアウォー
ルに対して例外を構成できる Windows システム（Windows XP SP2、Windows 2003、
および Windows Vista）をご使用の場合は、例外のリストに JVM を追加します。

JVMを例外のリストに追加するには、次の手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [Windows ファイアウォール ] を選択し、
[ 例外 ] タブを選択します。

2 [ プログラムの追加 ] をクリックし、Java 実行ファイルを参照して指定します。

3 [OK] をクリックします。

仮想マシン起動構成の管理
アプリケーションのデバッグを行う各仮想マシンごとに、構成設定を管理できます。
Eclipse Integrated Virtual Debugger の起動構成によって、アプリケーションを実行す
る仮想マシン、およびアプリケーションの実行方法が決まります。

起動構成タイプ [VMware attach to application] および [VMware execute Java 
application] には、[VMware] タブがあります。[VMware] タブで入力する値によって、
仮想マシン構成の設定が決まります。構成を行った後、Eclipse の [Debug] および
[Run] メニューから仮想マシン内のアプリケーションを開始してアタッチできるよう
になります。

[Run] - [Debug] を選択して、起動構成を管理します。構成は、作成、複製、編集、お
よび削除できます。

アプリケーション構成を使用した仮想マシン内でのアプリケーショ
ンの起動

このセクションでは、仮想マシン内でアプリケーションを起動するように構成するこ
とのできる、仮想マシン設定について説明します。

注意   Windows Vista ゲストでは、JVM への受信接続を許可するようファイアウォー
ルを構成した後で、ファイアウォールの再起動が必要となる場合があります。



Workstation ユーザーマニュアル

436 VMware, Inc.

仮想マシン内でアプリケーションを起動するための起動構成を作成、複製、または編
集するには、次の手順に従ってください。

1 [Run] - [Debug] を選択します。

[Debug] ページが表示されます。このページから、構成を作成、管理、および実
行できます。

2 起動構成は、デフォルト設定や他の構成を基に作成できます。また、既存の構成
を編集することもできます。次のいずれかを実行します。

デフォルト設定をベースにして構成を作成するには、左パネルで
[VMware execute Java application] を選択し、パネルの最上部にある
[New launch configuration] アイコンをクリックします。

他の構成をベースにして構成を作成するには、左パネルの [VMware execute 
Java application] の下で複製元の構成を選択してから、パネルの最上部にある
[Duplicates the currently selected configuration] アイコンをクリックします。

既存の構成を編集する場合は、左パネルの [VMware execute Java application]
の下で、編集する構成を選択します。

右パネルの [VMware] タブで、残りのステップを実行します。

3 最近使用した仮想マシンおよび現在実行中の仮想マシンのドロップダウン メ
ニューで、仮想マシンを選択します。

[ 参照 ] をクリックして、システム上の .vmx ファイルを選択します。

4 （オプション）自動選択されている JVM 以外の JVM を使用する場合は、別の
JVM のパスを選択します。

5 （オプション）共有フォルダのリストを展開して、ホスト システムとゲスト シス
テムの間で共有するフォルダの追加、編集、または削除を行います。

各フォルダごとに、共有名とホスト システム上の場所を入力します。

デフォルトでは、プロジェクト フォルダが共有されています。

6 （オプション）以下のように操作して、アプリケーションの起動前に実行するア
クションを指定します。

[Set virtual machine state to most recent snapshot] を選択すると、アプリケー
ションの起動前に最後のスナップショットに戻ります。

[Run script] を選択して、アプリケーションの起動前にゲスト OS で実行する
シェル コマンドを 1 つ以上入力します。シンタックスのチェックは行われ
ません。1 行につき 1 つのコマンドを入力するか、またはセミコロン（ ; ）
をセパレータとして使用して同一行に複数のコマンドを入力します。
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7 （オプション）以下のように操作して、アプリケーションの終了後に実行するア
クションを指定します。

[Run script] を選択して、アプリケーションの終了後にゲスト OS で実行する
シェル コマンドを 1 つ以上入力します。シンタックスのチェックは行われ
ません。1 行につき 1 つのコマンドを入力するか、またはセミコロン（ ; ）
をセパレータとして使用して同一行に複数のコマンドを入力します。

[Set virtual machine state] を選択し、以下のいずれかのオプションを選択し
ます。

[to suspended]（デフォルト） 

[to most recent snapshot]

[to powered-off]

8 [Apply] をクリックします。

[Revert] をクリックすると、設定は前の値に戻ります。

起動構成を新規作成した場合は、左パネルに追加されます。

アプリケーション構成を使用して仮想マシン内で実行中のアプリ
ケーションへアタッチする

このセクションでは、すでに仮想マシン内で実行中のアプリケーションにアタッチす
るよう構成することのできる、仮想マシン設定について説明します。

仮想マシン内で実行中のアプリケーションにアタッチするための構成を作成、複製、
または編集するには、次の手順に従ってください。

1 [Run] - [Debug] を選択します。

[Debug] ページが表示されます。このページから、構成を作成、管理、および実
行できます。

2 起動構成は、デフォルト設定や他の構成をベースにして作成できます。次のいず
れかを実行します。

デフォルト設定をベースにして構成を作成するには、左パネルで
[VMware attach to application] を選択し、パネルの最上部にある
[New launch configuration] アイコンをクリックします。

他の構成をベースにして構成を作成するには、左パネルの [VMware attach to 
application] の下で複製元の構成を選択してから、パネルの最上部にある
[Duplicates the currently selected configuration] アイコンをクリックします。
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既存の構成を編集する場合は、左パネルの [VMware attach to application] の
下で、編集する構成を選択します。

右パネルの [VMware] タブで、残りのステップを実行します。

3 最近使用した仮想マシンおよび現在実行中の仮想マシンのドロップダウン メ
ニューで、仮想マシンを選択します。

[Browse] をクリックして、システム上の .vmx ファイルを選択します。

4 [Apply] をクリックします。

[Revert] をクリックすると、設定はデフォルトの値に戻ります。

起動構成を新規作成した場合は、左パネルに追加されます。

構成の削除
既存の構成を削除できます。

構成を削除するには、次の手順に従ってください。

1 [Run] - [Debug] を選択します。

[Debug] ページが表示されます。このページから、構成を作成、管理、および実
行できます。

2 左パネルで削除する構成を 1 つ以上選択してから、パネルの最上部にある
[Delete selected launch configuration(s)] アイコンをクリックします。

左パネル内で構成が削除されます。

仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグ
アプリケーション起動構成を作成した後、Eclipse Integrated Virtual Debugger を使用
して次の作業を実行できます。

仮想マシン内でのアプリケーションのデバッグ セッションの開始

仮想マシン内でのデバッグなしでのアプリケーションの起動

すでに仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチするデバッグ セッションの
開始

仮想マシン内でのアプリケーションのデバッグ セッションの開始
構成されている任意の仮想マシン内でアプリケーションをデバッグできます。
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仮想マシン内でデバッグ セッションを開始するには、次の手順に従ってください。

1 以下のいずれかの方法で、セッションを開始します。

[Debug] メニューで、デバッグを開始するアプリケーションの構成を選択し
ます。

[Debug] ページで、左パネルの [VMware execute Java application] の下にある
構成を選択して、右パネルで [Debug] をクリックします。

2 ローカルのデバッグ環境で実行する場合と同じように、デバッグ タスクを実行
します。

仮想マシン内でアプリケーションをデバッグなしで開始
構成されている任意の仮想マシン内で、デバッグなしでアプリケーションを開始でき
ます。

以下のいずれかの方法で、セッションを開始します。

[Run] メニューで、開始するアプリケーションの構成を選択します。

[Run] ページで、左パネルの [VMware execute Java application] の下にある構成を
選択して、右パネルで [Run] をクリックします。

仮想マシン内で実行中のアプリケーションにデバッガをアタッチ
仮想マシン内で実行中の任意の Java アプリケーションに対して、デバッガをアタッ
チできます。

仮想マシン内で実行中のアプリケーションにアタッチするには、次の手順に従ってく
ださい。

1 [Debug] ページで、左パネルの [VMware attach to application] の下にある構成を
選択して、右パネルで [Debug] をクリックします。

2 仮想マシン内で Java アプリケーションの複数のインスタンスが実行中の場合は、
実行中のインスタンスのリストを含むダイアログ ボックスが表示されます。各
インスタンスは、プロセス ID、ポート番号、および引数で識別されます。

アタッチするプロセスを選択します。

注意   Eclipse Integrated Virtual Debugger がアプリケーションに接続されている間は、
仮想マシンをサスペンドしないでください。サスペンドすると、Eclipse Integrated 
Virtual Debugger はアプリケーションから切断されます。
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3 ローカルのデバッグ環境で実行する場合と同じように、デバッグ タスクを実行
します。

注意   Eclipse Integrated Virtual Debugger がアプリケーションに接続されている間は、
仮想マシンをサスペンドしないでください。サスペンドすると、Eclipse Integrated 
Virtual Debugger はアプリケーションから切断されます。
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C

Visual Studio Integrated Virtual Debugger は、Visual Studio と仮想マシンとの間に構成
可能なインターフェイスを提供して、複数の Windows オペレーティング システム環
境で稼動するアプリケーションを、単一の PC 上で容易に開発およびデバッグできる
ようにします。仮想マシン内でアプリケーションをデバッグすることにより、ホスト 
マシンの整合性を維持したままで、エラーを再現して記録することが可能になりま
す。ブレイクポイントでの停止、コードのステップ スルー、アプリケーションの状
態の表示および変更といった、一般的なすべてのデバッグのタスクを、ホスト環境に
影響を及ぼすことなく実行できます。

この章の内容は、以下のとおりです。

Visual Studio Integrated Virtual Debugger の概要（P.441）

Visual Studio Integrated Virtual Debugger 環境のセットアップ（P.444）

仮想マシン構成の管理（P.451）

仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグ（P.456）

Visual Studio Integrated Virtual Debugger の概要
Visual Studio Integrated Virtual Debugger を使用して、以下の作業を実行できます。

仮想マシン内でアプリケーションを実行してデバッグを行うための構成の設定の
管理

仮想マシン内でのアプリケーションのデバッグ セッションの開始

Visual Studio Integrated 
Virtual Debugger の使用 C
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仮想マシン内でのデバッグなしでのアプリケーションの起動

すでに仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチするデバッグ セッションの
開始

アプリケーションを実行してデバッグする各仮想マシンごとに、構成設定を管理する
ことができます。Visual Studio Integrated Virtual Debugger の構成ページで設定する
仮想マシン構成プロパティによって、アプリケーションを実行する仮想マシン、およ
びアプリケーションの実行方法が決まります。

構成が終わると、Integrated Virtual Debugger は仮想マシンを検出して必要に応じて
パワーオンし、構成設定に応じて環境をセットアップし、アプリケーションの起動や
アタッチを実行します。

Visual Studio Integrated Virtual Debugger のインストールおよび他の要件については、
「Visual Studio Integrated Virtual Debugger 環境のセットアップ（P.444）」を参照して
ください。

仮想マシン構成の管理方法については、「仮想マシン構成の管理（P.451）」を参照し
てください。

仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグについては、「仮想マシン内で
のアプリケーションの実行とデバッグ（P.456）」を参照してください。

仮想マシン内でアプリケーションを起動する際の構成オプション
仮想マシン内でのアプリケーションの起動方法（デバッグあり、またはデバッグな
し）を構成するために、Visual Studio Integrated Virtual Debugger の構成ページで、
以下の設定を指定できます。

Visual Studio によってゲスト OS 内で実行するコマンド

仮想マシンの名前（.vmx 構成ファイル）

コマンドをホスト上の共有パスとして実行するか、あるいはゲスト パスとして
実行するか

ホスト上のリモート デバッグ モニタの場所 

ゲスト上のリモート デバッグ モニタの名前

仮想マシン内でアプリケーションのデバッグを開始する際に、以下の設定を追加で指
定できます。ただし、デバッグなしでアプリケーションを開始する際には指定できま
せん。

（オプション）ホストとゲストとの間で共有するフォルダの場所
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（オプション）仮想マシン内でアプリケーションを起動する前に実行するアク
ション。以下のアクションが含まれます。

ホストから仮想マシンへのファイルまたはフォルダのコピー

仮想マシンを親スナップショットの状態に戻す

指定された実行前コマンドをゲスト上で実行。たとえば、プログラムが再コ
ンパイルされるたびに仮想マシン内で新しい DLL を登録する必要がある場
合は、DLL 登録用のスクリプトを作成して、セットアップ時に必ず実行され
るよう指定できます。

（オプション）仮想マシン内のアプリケーションが終了した後で実行するアク
ション。以下のアクションが含まれます。

指定された実行後コマンドをゲスト内で実行する（クリーンアップ タスク
の実行など）。

仮想マシンの状態を以下のいずれかに設定する。

操作なし（パワーオン状態のままとなり、シャットダウン操作は実行さ
れません）

パワーオフ 

親スナップショット

サスペンド

仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチする際の構成オプ
ション

すでに仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチするデバッグ セッションを構成
するには、[ プロセスへのアタッチ ] ダイアログ ボックスで以下の項目を指定でき
ます。

仮想マシンの名前（.vmx 構成ファイル）

ホスト上のリモート デバッグ モニタの場所 

ゲスト上のリモート デバッグ モニタの名前
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Visual Studio Integrated Virtual Debugger 環境のセット
アップ 

このセクションで要件および推奨事項を確認してから、Visual Studio Integrated 
Virtual Debugger を Workstation 6 のオプション コンポーネントとしてインストー
ルしてください（インストール手順については、第 2 章「VMware Workstation のイ
ンストール（P.47）」を参照）。Visual Studio Integrated Virtual Debugger は、
Workstation 6 を実行しており、かつ、サポートされるバージョンの Visual Studio
がインストールされている大部分の Windows ホスト システムにインストールでき
ます。

Visual Studio Integrated Virtual Debugger のインストール時に、以下の処理が行われ
ます。

関連する DLL が、\Program Files\VMware\VMware Workstation\Visual 

Studio Integrated Debugger ディレクトリおよび
\Program Files\VMware\VMware VIX\ws-2\32bit ディレクトリに配置され
ます。

Visual Studio を再起動すると、Integrated Virtual Debugger が読み込まれて、
[VMware] メニューおよびツールバーを使用できるようになります。

環境設定ファイル（vsid-prefs.xml）が
\Documents and Settings\<user_name>\Application Data\VMware ディレ
クトリに作成されます。このファイルを直接編集しないでください。このファイ
ルは、Integrated Virtual Debugger の構成ページで変更を加えると更新されます。

Integrated Virtual Debugger でサポートされているタイプのプロジェクトが
Visual Studio に読み込まれた際、各プロジェクトごとに、< プロジェクト名
>.idc というファイルがプロジェクト ファイルと同じディレクトリ内に作成さ
れます。

ログ ファイル（vmware-vsid-<integer>.log）が、
\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Temp ディレクト
リ内に作成されます。[VMware] - [About VMware Virtual Debugger] を選択すると、
ログ ファイルの名前を表示できます。このログ ファイルには、Integrated Virtual 
Debugger のアクションに関する情報とエラー メッセージが記録されます。

複数の仮想マシン内で同時にデバッグを実行できます。また、単一の仮想マシン内で
複数のセッションをデバッグすることもできます。ただし、ローカル マシン上また
は物理的なリモート マシン上でのデバッグと、仮想マシン内でのデバッグとを同時
に行うことはできません。
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Microsoft Visual Studio の要件と推奨事項
このセクションでは、Visual Studio の要件と構成上の推奨事項について説明します。

Visual Studio は Workstation 6 と同じシステム上で実行する必要があります。

サポートされる Visual Studio のバージョン
Visual Studio 2005 Professional Edition および Team System のみがサポートされていま
す。これらのバージョンの Visual Studio では、Windows NT および Windows Vista 
Starter Edition を除く Windows システム上で、リモート デバッグを行うことができ
ます。Visual Studio Integrated Virtual Debugger は、リモート デバッグ モニタ

（msvsmon.exe）の機能を使用してゲスト OS と通信します。

Visual Studio 2005 SP1 をインストールすることをお勧めします。詳細については、
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/bb265237.aspx を参照してください。

Windows Vista 上での Visual Studio 2005 の実行に関する重要情報について、
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa972193.aspx を参照してください。

Windows Vista Starter Edition での Visual Studio Integrated Virtual Debugger の実行
は、サポートされていません。Windows Vista Starter Edition 上での Visual Studio の
実行における問題については、
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa964140.aspx#question46を参照してください。

サポートされる言語
C/C++（ネイティブおよびマネージ）、C#、および Visual Basic の各言語がサポートさ
れています。

C++ アプリケーションのランタイム ライブラリ設定の構成 
物理的にリモートに存在するマシン上、または仮想マシン内でデバッグを行う際は、
ランタイム ライブラリ設定が特定の値に設定されているとアプリケーションが起動
しないことがあります。この問題が発生した場合は、C++ ランタイム ライブラリ設
定を変更します。

Visual Studio のランタイム ライブラリ設定を更新するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 ［Project] - [Properties] を選択します。

2 [Configuration Properties] - [C/C++] を展開して、[Code Generation] を選択し
ます。

3 [Code Generation] を [Runtime Library property to Multi-threaded (/MT)] または
[Multi-threaded Debug (/MTd)] に設定します。

http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/bb265237.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/bb265237.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa972193.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa972193.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa964140.aspx#question46
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa964140.aspx#question46
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詳細については、http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms235624.aspx を参照してく
ださい。

ホストのシステム要件
Visual Studio Integrated Virtual Debugger は、「Windows ホスト OS（32 ビット）

（P.34）」および「Windows ホスト OS（64 ビット）（P.35）」に記載された、
Workstation 6 でサポートされているほとんどの Windows ホスト OS 上で実行できま
す。Windows Server 2003 については、Enterprise Edition SP1 と R2 のみがサポートさ
れています。

Windows Vista ホストでリモート デバッグが機能しない場合は、以下の手順を試して
みてください。

ファイアウォールを手動で構成して、Visual Studio からのトラフィックを許可
する。

管理者権限で Visual Studio を実行する。詳細については、
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa972193.aspx を参照してください。

仮想マシンの要件と推奨事項
このセクションでは、仮想マシンの要件と構成上の推奨事項について説明します。

ゲストOSのサポート
Visual Studio Integrated Virtual Debugger は、サポートされる Windows ゲスト OS

（ただし、Windows NT、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows for 
Workgroups、Windows 3.1、Windows XP Home Edition、および Windows Vista Starter 
Edition は除きます）が稼動しているすべての Workstation 6 仮想マシンでサポートさ
れています。

ゲスト OS の VMware Tools のバージョンが、ホストの Workstation 6（Visual Studio 
Integrated Virtual Debugger がコンポーネントとして含まれている）のバージョンと
一致している必要があります。

ネットワークの構成 
仮想マシンのネットワークは、[ ブリッジ ] または [ ホストオンリー ] としてセット
アップしてください。

Windows XP では、ゲスト システムの [ コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - [ ロー
カル セキュリティ ポリシー] - [ ローカル ポリシー] - [ セキュリティ オプション ] ペー
ジで、[ ネットワーク アクセス：ローカル アカウントの共有とセキュリティ モデル ]
のポリシーを [ クラシック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして認証する ]
に設定してください。

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms235624.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa972193.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa972193.aspx
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Windows Vista では、[ クラシック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして
認証する ] がこのポリシーのデフォルト値となっています。このポリシーが正しく
設定されていることを確認するには、Windows XP の場合と同じ手順を実行してく
ださい。

Windows XP SP2 仮想マシンのファイアウォールの構成
Windows XP SP2 システムでは、ファイアウォールがデフォルトで有効化されていま
す。Windows XP SP2 がゲスト OS の仮想マシンでデバッグを行うには、ファイア
ウォールを無効にするか、適切に構成する必要があります。当社では、ファイア
ウォールを無効化することをお勧めします。仮想マシンはホストのファイアウォール
によって保護されています。

ファイアウォールが有効化された Windows XP SP2 を使用して Visual Studio でリモー
ト デバッグをセットアップする場合は、以下の情報を参照してください。

http://msdn.microsoft.com/security/productinfo/xpsp2/default.aspx?pull=/library/en-us/
dnwxp/html/xpsp2remotedebug.asp

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;%5BLN%5D;833977#2020

ユーザー アカウントの構成
ゲスト OS に Administrator のアカウントでログインします。ホスト マシンで同じ
ローカルまたはドメイン ユーザー アカウントを使用して、ゲスト OS にログインし
ます。

リモート デバッグ用の Windows ユーザー アカウントのセットアップについての詳細
は、http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms164725.aspx を参照してください。

時間遅延を回避するために、仮想マシン内でのデバッグを開始する前に、仮想マシン
をパワーオンしてからゲスト OS にログインします。次に説明する方法で自動ログイ
ンを設定することにより、ゲストの起動時のログイン画面を迂回できます。

注意   Windows Vista Home Premium および Vista Home Basic では、このポリシーを表
示できません。

ユーザー名、パスワード、およびドメイン名（両方のシステムのローカルではない場
合）が、ホストとゲストで一致する必要があります。一致しない場合、ゲストのリ
モート デバッグ モニタが、ホストの Visual Studio デバッガと通信できません。

注意   Visual Studio とゲスト OS との間の通信は、仮想マシンがパワーオンされ、構
成されているユーザーがログインするまでは開始されません。このユーザーがゲス
トでリモート デバッグ モニタを実行し、そのリモート デバッグ モニタがホストの
Visual Studio デバッガと通信します。

http://msdn.microsoft.com/security/productinfo/xpsp2/default.aspx?pull=/library/en-us/dnwxp/html/xpsp2remotedebug.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;%5BLN%5D;833977#2020 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms164725.aspx


Workstation ユーザーマニュアル

448 VMware, Inc.

パスワード ポリシーの設定 
Windows では、空のパスワードのユーザーをネットワーク ベースの攻撃から護るた
めの、デフォルトのセキュリティ機能を備えています。アカウントをパスワードで保
護していないユーザーは、自分の実際のコンピュータに物理的に接続するコンソール

（モニタ、キーボード、およびマウス）にのみログインできます。この制約はローカ
ル ユーザー アカウントに対してのみ適用されます。ドメイン ユーザー アカウントに
は適用されません。

空のパスワードの制限を無効にする方法については、
http://support.microsoft.com/?id=303846 を参照してください。

セキュリティ プロンプトを非表示にする 
ネットワーク共有からアプリケーションを実行すると、ファイルがアクセスされるた
びにセキュリティ プロンプトが表示されます。ゲスト OS のセキュリティ プロンプ
トをオフにすることをお勧めします。

ゲスト OS でセキュリティ プロンプトをオフにするには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 Internet Explorer で、[ ツール ] - [ インターネット オプション ] - [ セキュリティ] - 
[ イントラネット ] を選択して、[ サイト ] をクリックします。

2 [ 詳細設定 ] をクリックして、file://*..host という新しい Web サイトを追加
します。

代わりに、レジストリ キーを直接編集することもできます。

レジストリ キーを編集してセキュリティ プロンプトをオフにするには、次の手順に
従ってください。

1 レジストリを開きます。

2 HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\
ZoneMap\Domains の下に、.host という新しいキーを追加します。

3 .host キー内に、file という新しい [DWORD 値 ] を作成して、値を 1 に設定し
ます。

管理対象アプリケーションをサポートするためのMicrosoft .NET Framework
のインストール
Common Language Runtime を使用する C++、C#、および Visual Basic の管理対象ア
プリケーションをデバッグするには、ゲスト OS に Microsoft .NET Framework バー
ジョン 2.0 以降をインストールする必要があります。

http://support.microsoft.com/?id=303846
http://support.microsoft.com/?id=303846
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各仮想マシンに固有のコンピュータ名を使用する 
すべての仮想マシンには固有のコンピュータ名を付けてください。固有ではない場
合、Visual Studio Integrated Virtual Debugger はネットワーク上で正しい仮想マシン
を検出できません。

コンピュータ名を変更するには、次の手順に従ってください。

1 ゲスト システムで、[ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ システム ] を選択し
ます。

2 [ コンピュータ名 ] タブを選択します。

3 [ 変更 ] をクリックします。

4 固有の名前を入力して、[OK] をクリックします。

Windows 98 ゲスト システムにリモート デバッグ モニタを手動でインス
トールおよび起動
仮想マシン内でのデバッグを可能にするために、Visual Studio Integrated Virtual 
Debugger は、リモート デバッグ モニタの含まれているホスト フォルダを共有して、
ゲスト上でそのリモート デバッグ モニタを実行します。Windows 98 では、共有フォ
ルダからリモート デバッグ モニタ（およびあらゆる実行可能プログラム）を実行す
ることができません。実行しようとすると、「The remote debugger is not 
properly installed. On a Windows ME or Windows 98 computer, the 
debugger cannot be run off a file share. Run the remote debugger 

setup.」というエラーが表示されます。

この代わりに、デバッグ セッションを開始する前に、ゲスト OS でリモート デバッ
グ モニタの実行可能プログラム（msvsmon.exe）を手動でインストールして起動す
る必要があります。デバッグ セッションの開始前に、msvsmon.exe をゲストにコ
ピーするか、msvsmon.exe が含まれているホストを持つネットワーク共有へのマッ
ピングを作成するか、または Visual Studio 2005 のインストール CD から
msvsmon.exe をインストールします。さらに、リモート デバッグ モニタを認証なし
で実行し、デフォルトのポート 4015 を使用する必要があります。

リモート デバッグ モニタをデフォルト ポート上で認証なしに開始するには、次の手
順を実行します。

1 次のコマンドを実行します。

msvsmon.exe /noauth 

2 ポート 4015 を使用していることを確認するために、次のメッセージがリモート 
デバッグ モニタに表示されていることを確認します。Msvsmon started a new 
server named '<guest_name>:4015'.（Msvsmonが '<guest_name>:4015'
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という新規サーバーを起動しました。）Authentication is disabled.（認証
が無効です。）Waiting for new connections.（新しい接続を待っています。）

リモート デバッグ モニタをゲスト システム上で認証なしに実行すると、そのゲスト
のセキュリティが低下します。このため、「構成プロパティの設定（P.453）」の説明
に従って、最初にスナップショットを設定してから、[ ポスト デバッグ イベント ] プ
ロパティまたは [ プリ デバッグ イベント ] プロパティの [ 親スナップショットまで戻
る ] を [Yes（はい）] に設定することをお勧めします。

また、共有フォルダの制限により、次のように設定する必要があります。

[ コマンドの実行 ] を [ ゲスト パス ] に設定します。このプロパティは、デバッガに
よって実行されるコマンドの実行方法を指示します。「全般プロパティの設定

（P.453）」の説明を参照してください。

[ 共有フォルダ ] は設定しないままにしておきます。これは、ホストとゲストの間
でディレクトリを共有できないためです。このプロパティについては、「仮想マ
シンのプロパティの設定（P.455）」を参照してください。

トラブルシューティングのヒント
このセクションでは、Visual Studio Integrated Virtual Debugger を正常に使用できる
ようにするための追加情報を記載しています。

ショートカット キーの変更
[ ツール ] - [ オプション ] - [ キーボード ] で VMDebugger コマンドのショートカット 
キーを変更した場合、Visual Studio を再起動するまでは、VMware メニューおよび
ツールバーのツールチップに変更内容が反映されません。

デバッグ セッションが開始しない場合は VMware Tools を再インストー
ルする
デバッグ セッションの開始に失敗し、VMware 出力ウィンドウ（およびログ ファイ
ル）の最後のメッセージが「VMware Toolsが開始するのを待っています」となって
いる場合は、ゲスト システムに最新の VMware Tools がインストールされて稼動して
いるかどうかを確認してください。最新バージョンがインストールおよび稼動してい
ない場合は、最新バージョンの VMware Tools にアップグレードしてください。

「VMware Tools のアップグレード（P.120）」を参照してください。

仮想マシンのパワーオフ前に Visual Studio を終了する場合
デバッグ セッションを開始した後で、ゲスト上での VMware Tools へのログインまた
は VMware Tools の起動前に Visual Studio を終了しようとしても、仮想マシンがパ
ワーオフされるか、ユーザーがゲスト OS にログインするまでは、Visual Studio は終
了しません。
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VMDebugger アドインのアンロード 
Visual Studio Integrated Virtual Debugger を完全にアンインストールするには、
Workstation のインストール プログラムを実行して、[ プログラムのメンテナンス ]
ページで [ 変更 ] を選択し、[ カスタム ] セットアップで [Visual Studio PlugIn] の選択
を解除してから、インストール ウィザードを続行します。

クラッシュ後のクリーンアップ
仮想マシン内でのデバッグ セッションがクラッシュまたはフリーズした後、ローカ
ルでデバッガを実行しようとすると、リモート サーバが見つからないことを示すエ
ラーが Visual Studio に表示されることがあります。

Visual Studio をリセットしてデバッグをローカルで行うには、次の手順に従ってくだ
さい。

C++ の場合は、[Project Property Pages] - [Debugging] を選択して、[Debugger 
to Launch] プロパティを Local Windows Debugger に設定します。
[Command] プロパティを、空のストリングまたは正しいローカル パスのいず
れかに設定します。

C# および VB の場合は、[Project Property Pages] - [Debugging] を選択して、 [Start 
project] が選択されていること、および [Use remote machine] の選択が解除され
ていることを確認します。

必要に応じて、デバッグ コマンドとリモート デバッグ モニタの実行に使用されてい
た共有フォルダをすべて削除します。通常、共有フォルダはデバッグ セッションの
終了時に削除されますが、次のような状況の場合には削除されないことがあります。

デバッグ セッションが原因でクラッシュが発生した場合。

デバッグ セッションの実行中に仮想マシンがパワーオフされた場合。

これらの共有フォルダは通常、別のデバッグ セッションの開始時に再利用されるた
め、このクリーンアップは必須の操作ではありません。

仮想マシン構成の管理 
仮想マシン内でアプリケーションの起動またはデバッグを行う前に、仮想マシン構成
を作成または変更して、構成プロパティを設定する必要があります。デフォルトの構
成では、当初、デフォルト値のあるすべてのプロパティについて、デフォルト値が設
定されています。

注意   [Tools] - [Add-In Manager] で [Start] の選択を解除しても、Visual Studio 
Integrated Virtual Debugger アドインがロードされなくなるわけではありません。
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[VMware] - [ オプション ] を選択して、構成を管理します。このセクションの説明に
従って、構成を作成、名称変更、および削除できます。既存の構成のプロパティを設
定および変更するには、「構成プロパティの設定（P.453）」の説明に従ってください。

[ 構成 ] ドロップダウン メニューで選択されている構成は、構成ページで編集され
ている構成です。これに対し、[ アクティブな構成 ] ドロップダウン メニューで選
択されている構成は、[VMware] - [ 開始 ] または [VMware] - [ デバッグなしで開始 ]
を選択した際に使用される構成です。

構成の作成
このセクションでは、新しい構成の作成方法について説明します。

新しい構成を作成するには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択します。

2 [ 構成 ] ドロップダウン メニューの横にある [ 新規 ] アイコンをクリックします。

3 [ 新しい構成 ] ページで、新しい構成の名前を入力します。

4 設定のコピー元の構成を選択します。

5 デフォルトの選択は [< デフォルト >] です。この構成には、デフォルト値のある
すべてのプロパティについてデフォルト値が設定されています。

6 [OK] をクリックします。

新しい構成が作成され、アクティブな構成として [ 構成 ] および [ アクティブな構成 ]
ドロップダウン メニューに表示されます。次に、「構成プロパティの設定（P.453）」
の説明に従って、構成プロパティを編集します。

構成の名称変更
既存の構成の名前を変更できます。

既存の構成の名前を変更するには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択します。

2 名前を変更する構成を [ 構成 ] ドロップダウン メニューから選択して、[ 編集 ]
アイコンをクリックします。

3 [ 構成の編集 ] ページで、名前を変更する構成を選択して [ 名前の変更 ] をクリッ
クします。

4 既存の名前を新しい名前で上書きして、<Enter> を押します。

5 確認のプロンプトで [ はい ] をクリックします。
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6 [ 閉じる ] をクリックします。

名前を変更された構成が、アクティブな構成として [ 構成 ] ドロップダウン メニュー
に表示されます。「構成プロパティの設定（P.453）」の説明に従って、この構成のプ
ロパティを編集できます。

構成の削除
既存の構成を削除できます。

構成を削除するには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択します。

2 削除する構成の名前を [ 構成 ] ドロップダウン メニューから選択して、[ 編集 ]
アイコンをクリックします。

3 [ 構成の編集 ] ページで、削除する構成を選択して [ 削除 ] をクリックします。

4 確認のプロンプトで [ はい ] をクリックします。

5 [ 閉じる ] をクリックします。

[ 構成 ] ドロップダウン メニューから構成が削除されます。

構成プロパティの設定
[ 構成 ] ドロップダウン メニューから構成名を選択することで、特定の構成の構成プ
ロパティを編集できます。また、[ 構成 ] ドロップダウン メニューで [ すべての構成 ]
を選択すると、すべての構成について構成プロパティを編集できます。

デフォルトの構成では、当初、デフォルト値のあるすべてのプロパティについて、デ
フォルト値が設定されています。

全般プロパティの設定
全般プロパティには、次のものが含まれます。

Visual Studio によってゲスト OS 内で実行するコマンド

コマンドの実行方法（共有フォルダ内のホスト上のパスとして実行するか、ゲス
ト上のパスとして実行するか）

ホスト上のリモート デバッグ モニタの場所 

ゲスト上のリモート デバッグ モニタの名前
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全般プロパティを設定するには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択し、左パネルで [ 全般 ] を選択します。

2 [ コマンド ] に、デバッガによってゲスト システムで実行されるコマンドを設定
します。

[ 参照 ] をクリックして、ホスト ファイル システム上の実行ファイルのパスを選
択します。

コマンドのディレクトリは、ホストとゲストの間で自動的に共有されます。

3 [ コマンドの実行 ] で、デバッグ コマンドの実行方法として [ 共有フォルダを介
したホスト パス ] または [ ゲスト パス ] のいずれかを指定します。

[ 共有フォルダを介したホスト パス ] を選択した場合は、デバッグ セッション
の開始前に、コマンドの含まれているフォルダが共有されます。コマンドは共
有フォルダから実行されます。デバッグ セッションが終了すると、フォルダは
共有ではなくなります。共有フォルダの名前は、
\\.host\Shared Folders\$(ProjectName)<乱数 > です。

[ ゲスト パス ] を選択した場合は、コマンドはゲスト上の指定されたパスから実
行されます。

デフォルトは、[ 共有フォルダを介したホスト パス ] です。

4 [ リモート デバッグ モニタ ] に、ホスト上のリモート デバッグ モニタの場所を
指定します。

デフォルトは Visual Studio のインストール パスで、通常は次のとおりです。

\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote 
Debugger\x86\msvsmon.exe

32 ビット仮想マシン内で 32 ビット プロセスをデバッグする場合は、デフォル
トのリモート デバッグ モニタを使用してください。

64 ビット仮想マシン内で 32 ビット プロセスをデバッグする場合は、以下の場
所にあるリモート デバッグ モニタを使用してください。

\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote 
Debugger\x86\msvsmon.exe

64 ビット仮想マシン内で 64 ビット プロセスをデバッグする場合は、以下の場
所にある 64 ビットのリモート デバッグ モニタを使用してください。

\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x64\
msvsmon.exe
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5 ゲスト上のリモート デバッグ モニタの名前を入力します。

デフォルトの名前は、< ユーザー名 > です。

ゲスト上でリモート デバッグ モニタがすでに実行中の場合は、ゲスト上のリ
モート デバッグ モニタとホスト上の Visual Studio デバッガとの間に新しい接続
が確立されると、実行中のリモート デバッグ モニタに接続するか、別の名前で
新たにリモート デバッグ モニタを起動するかを選択するよう求めるプロンプト
が表示されます。

仮想マシンのプロパティの設定
仮想マシンのプロパティには、以下のものがあります。

仮想マシン ファイル（.vmx ファイル）のパス

（オプション）ホストとゲストとの間で共有するすべてのディレクトリの場所

仮想マシンのプロパティを設定するには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択し、左パネルで [ 仮想マシン ] を選択します。

2 [ 仮想マシン ] に、仮想マシン ファイル（.vmx ファイル）のパスを設定します。

[ 参照 ] をクリックして、システム上の .vmx ファイルを選択します。

3 （オプション）[ 共有フォルダ ] に、< 共有名 >=< ホスト フォルダ名 > という形
式のフォルダ名の対を、セミコロンで区切ったリストとして指定します。

[ 参照 ] をクリックし、ダイアログ ボックスを使用して共有名とフォルダ名を入
力します。

（オプション）プリ デバッグ イベントのプロパティの設定
プリ デバッグ イベントのプロパティは、デバッグ コマンドの開始前に実行するアク
ションを指定します。これらの設定はすべてオプションです。

デバッグの開始前に実行するアクションを構成するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択し、左パネルで [ プリ デバッグ イベント ] を選
択します。

2 [ 親スナップショットまで戻る ] を [ はい ] または [ いいえ ] に設定します。

[ はい ] に設定した場合、デバッグ セッションの開始時に仮想マシンが親スナッ
プショットまで戻ります。

デフォルトは [ いいえ ] です。
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3 [ ファイルのコピー ] に、ホスト マシンからゲスト マシンにコピーするファイル
またはディレクトリの名前の対（< ホスト マシン ファイル / フォルダ >=< 仮想
マシン ファイル / フォルダ > の形式）を、セミコロンで区切ったリストとして
指定します。

[ 参照 ] をクリックして、システム上のファイルを選択します。

指定したファイルがすべて、あらゆるプリ デバッグ コマンドの実行前にコピー
されます。

4 [ コマンド ライン ] に、ファイルがコピー（上記のステップを参照）されてから
デバッグ セッションが開始するまでの間に実行するコマンドを指定します（複
数のコマンドを指定する場合はセミコロンで区切ります）。

[ 参照 ] をクリックし、ダイアログ ボックスを使用してコマンドを入力します。

（オプション）ポスト デバッグ イベントのプロパティの設定
ポスト デバッグ イベントのプロパティは、デバッグ コマンドの終了後に実行するア
クションを指定します。これらの設定はすべてオプションです。

デバッグの終了後に実行するアクションを構成するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1 [VMware] - [ オプション ] を選択し、左パネルで [ ポスト デバッグ イベント ] を
選択します。

2 [ コマンド ライン ] に、デバッグ セッションの終了後に実行するコマンドを指定
します（複数のコマンドを指定する場合はセミコロンで区切ります）。

[ 参照 ] をクリックし、ダイアログ ボックスを使用してコマンドを入力します。

3 [ 終了モード ] を、以下のいずれかに設定します。

操作なし（デフォルト）

パワーオフ

親スナップショットまで戻る

サスペンド

仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグ
アプリケーション構成を作成した後、Visual Studio Integrated Virtual Debugger を使
用して次の作業を実行できます。

仮想マシン内でのアプリケーションのデバッグ セッションの開始

仮想マシン内でのデバッグなしでのアプリケーションの起動
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すでに仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチするデバッグ セッションの
開始

仮想マシン内でのデバッグ セッションの開始
構成されている任意の仮想マシン内でアプリケーションをデバッグできます。

仮想マシン内でデバッグ セッションを開始するには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ 開始 ] を選択します。

仮想マシン内でアプリケーションが起動します。

2 通常の場合と同様に、Visual Studio の [Debug] - [Start Debugging] メニューから
デバッグ タスクを実行します。

ゲスト システム上でデバッグ セッションに関連するプロセスを停止してからデバッ
グを再開したい場合は、[VMware] - [Restart] を選択します。

仮想マシン内でセッションをデバッグなしで開始
構成されている任意の仮想マシン内で、デバッグなしでアプリケーションを開始でき
ます。

デバッグなしでアプリケーションを開始すると、Visual Studio Integrated Virtual 
Debugger は次の処理を行います。

1 必要に応じて仮想マシンをパワーオンします。

2 実行可能プログラムのフォルダを共有します。

3 実行可能プログラムを実行します。

4 実行が完了したら、共有フォルダを削除します。

デバッグなしでアプリケーションを開始する際、Integrated Virtual Debugger はプリ 
デバッグおよびポスト デバッグ操作を実行せず、追加のディレクトリを共有せず、
またゲスト システムでリモート デバッグ モニタを起動しません。

仮想マシン内でアプリケーションをデバッグなしで開始するには、次の手順に従って
ください。

[VMware] - [ デバッグなしで開始 ] を選択します。

注意   アプリケーションの起動前に、ゲスト システムに手動でログインする必要
があります。詳細については、「ユーザー アカウントの構成（P.447）」を参照し
てください。
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仮想マシン内でアプリケーションが起動します。

仮想マシン内で実行中のプロセスにデバッガをアタッチ
仮想マシン内で実行中のアプリケーションをデバッグすることができます。

実行中のプロセスにデバッガをアタッチするには、次の手順に従ってください。

1 [VMware] - [ プロセスへのアタッチ ] を選択します。

[ プロセスへのアタッチ ] ページが表示されます。

2 [ 実行中の仮想マシン ] ドロップダウン メニューから、実行中のプロセスを表示
させる仮想マシンを選択します。

ドロップダウン メニューには、パワーオン状態の仮想マシンのみが表示され
ます。

3 [ リモート デバッグ モニタ ] に、ホスト上のリモート デバッグ モニタの場所を
指定します。

デフォルトは Visual Studio のインストール パスで、通常は次のとおりです。

\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote 
Debugger\x86\msvsmon.exe

32 ビット仮想マシン内で 32 ビット プロセスをデバッグする場合は、デフォル
トのリモート デバッグ モニタを使用してください。

64 ビット仮想マシン内で 32 ビット プロセスをデバッグする場合は、以下の場
所にあるリモート デバッグ モニタを使用してください。

\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote 
Debugger\x86\msvsmon.exe

64 ビット仮想マシン内で 64 ビット プロセスをデバッグする場合は、以下の場
所にある 64 ビットのリモート デバッグ モニタを使用してください。

\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x64\
msvsmon.exe

注意   アプリケーションを実行するには、事前にゲスト システムに手動でログインす
る必要があります。詳細については、「ユーザー アカウントの構成（P.447）」を参照
してください。
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4 ゲスト上のリモート デバッグ モニタの名前を入力します。

デフォルトの名前は、VMDebug です。

5 利用可能なプロセスのリストで、アタッチするプロセスを選択し、[ アタッチ ]
をクリックします。

実行中のプロセスのリストを更新するには、[ 更新 ] をクリックします。

注意   リモート デバッグ モニタがゲスト上で実行中の場合は、別の名前で新たに
リモート デバッグ モニタを開始できるほか、実行中のリモート デバッグ モニタ
を使用することもできます。
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L LANセグメント
同じチーム内の仮想マシンのみに構築できるプライベート仮想ネットワーク 

「仮想ネットワーク」と「チーム」も参照。

N NAT（ネットワーク アドレス変換）
IP アドレスを 1 つのみ持っており、そのアドレスがホスト コンピュータにより使
用されている場合に、仮想マシンを外部ネットワークに接続できるネットワーク
接続の一種です。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、独立したプライベート ネットワークがホスト コ
ンピュータで設定されます。仮想マシンは、VMware 仮想 DHCP サーバからネッ
トワークのアドレスを取得します。VMware NAT デバイスは、各仮想マシンと外
部ネットワーク間におけるネットワーク データを渡します。VMware NAT デバイ
スは、各仮想マシンに送られてくるデータ パケットを的確に識別し、該当する仮
想マシンに送信します。

NIC（ネットワーク インターフェイス カード）
コンピュータとネットワークとの間に専用の接続を提供する拡張ボードです。

「ネットワーク アダプタ」とも呼ばれます。

R Rawディスク
「物理ディスク」を参照。

REDOログ
通常モードおよび独立通常モードを除く、すべてのモードのディスクに対する変
更内容を保存するファイルです。読み取り専用モードのディスクでは、仮想マシ
ンがパワーオフまたはリセットされると、ディスクに変更内容を書き込まずに、
Redo ログ ファイルが削除されます。取り消し可能モードのディスクに対して

用語集
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は、REDO ログに保存された変更内容を恒久的に適用して、変更内容をメイン 
ディスク ファイルの一部に含めることができます。「ディスク モード」も参照。

V VMware Player
コンピュータのユーザーが Windows または Linux コンピュータ上であらゆる仮想
マシンを簡単に実行することのできる、無償のソフトウェアです。VMware Player
は、VMware Workstation、VMware Server、または ESX Server で作成された仮想マ
シンを実行することができ、また、Microsoft 仮想マシン、および Symantec 
Backup Exec System Recovery ディスク形式もサポートしています。

VMware Tools
ゲスト OS のパフォーマンスと機能性を向上させるユーティリティおよびドライ
バのパッケージです。VMware Tools の主な機能は、ゲスト OS により違いがあ
りますが、 SVGA ドライバ、マウス ドライバ、VMware Tools コントロール パネル
等が含まれ、フォルダの共有、ドラッグ アンド ドロップ、仮想ディスクの圧縮、
ホストとの時刻同期、VMware Tools スクリプト、および仮想マシンの実行中の
デバイスの接続または切断といった機能をサポートします。「ドラッグ アンド ド
ロップ」と「共有フォルダ」も参照。

お気に入りリスト
Workstation のメイン画面の左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の名前が表示されます。[ お気に入り ] リストを使うと、
仮想マシンの起動や、仮想マシンの設定変更のために構成ファイルに接続する作
業が簡単になります。

親
スナップショットやクローンを作成する場合のソースまたは「作成元」になる仮
想マシン。クローンは親への継続的なリンクを持ちませんが、リンククローンお
よびスナップショットは継続的にそれぞれその親に依存します。親仮想マシンを
削除すると、すべてのリンククローンまたはスナップショットを永久的に使用で
きなくなります。テンプレート仮想マシンを作成することによって、削除を防ぐ
ことができます。「完全クローン」、「リンククローン」、「スナップショット」、お
よび「テンプレート」も参照。

カスタム ネットワーク
デフォルトのブリッジ、ホストオンリー、ネットワーク アドレス変換（NAT）の
いずれの構成も使用しない、仮想マシンとホスト間のネットワーク接続タイプ。
たとえば、異なる仮想マシンを個別のネットワークを使用してホストと接続した
り、ホストなしで相互に接続したりすることが可能です。どのようなネットワー
クト ポロジも可能です。
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仮想ディスク
仮想ディスクは通常ホスト ファイル システム上に存在するファイルのセットで
すが、ゲスト OS には実際の物理ディスクドライブとして認識されます。これら
のファイルは、ホスト マシンだけでなく、リモート ファイル システム上にも作
成できます。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再起動を行わなくても、新しいオペレーティング 
システムをディスク ファイルにインストールすることができます。「物理ディス
ク」も参照。

仮想ネットワーク
実際のハードウェア接続に依存しない仮想マシン間のネットワークです。たとえ
ば、仮想マシンと外部とのネットワーク接続がないホスト間に仮想ネットワーク
を構築することができます。チーム内の仮想マシン間の通信に LAN セグメント
を構築することもできます。「LAN セグメント」と「チーム」も参照。

仮想ネットワーク エディタ
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 アンド クリックのエディタです。

仮想ハードウェア
仮想マシンを構成するデバイスです。仮想ハードウェアには、仮想ディスク、
DVD-ROM/CD-ROM やフロッピー ドライブなどの取外し可能デバイス、および
仮想イーサネット アダプタが含まれます。これらのデバイスは仮想マシン設定
エディタで構成します。「仮想マシン設定エディタ」も参照。

仮想マシン
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 互換のコンピュータ環境です。複数の仮想マシンを同じホストマ
シン上で同時に実行できます。

仮想マシン構成
仮想マシン内にどのような仮想デバイス（ディスク、メモリ サイズなど）が存
在し、ホストのファイルやデバイスにどのように割り当てられているかという仕
様です。

仮想マシン構成ファイル
仮想マシン構成を記録したファイルです。新規仮想マシン ウィザードで作成さ
れます。VMware Workstation は、仮想マシン構成ファイルを使用して特定の仮
想マシンを認識し、実行します。
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仮想マシン設定エディタ
仮想マシンを作成した後にポイント アンド クリックで仮想マシンの設定を表示
し、変更できるエディタです。「新規仮想マシン ウィザード」も参照。

仮想マシンのクローン作成ウィザード
VMware Workstation 内の、仮想マシンの複製を容易に作成できるポイント アン
ド クリック インターフェイスです。「完全クローン」と「リンククローン」も
参照。

完全クローン
関連した仮想ディスクも含む 100% 完全な仮想マシンのコピーです。「リンクク
ローン」も参照。

管理ロックアウト機能
Windows ホストにパスワード保護を提供するグローバル設定。管理ロックアウ
トは、仮想マシン構成の編集とネットワーク設定の変更を行い、ユーザーが新し
い仮想マシンを作成することを制限します。

記録 /再生機能
この機能では、一定の期間内における Workstation 5 または 6 の仮想マシンのす
べてのアクティビティを記録できます。Workstation のムービー キャプチャ機能
とは異なり、記録 / 再生機能では記録中の仮想マシンの操作および状態をそのま
ま複製できます。

共有フォルダ
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 または Solaris 仮想マシンでは特定のマウント ポイントで
認識されます。

クイック スイッチ モード
仮想マシンが画面のほぼ全体に表示されるディスプレイ モードです。このモー
ドでは、画面上端のタブを使用して、実行中の仮想マシン間を素早く切り替える
ことができます。「フル スクリーン モード」も参照。

クローン
仮想マシンのコピーです。「完全クローン」と「リンククローン」も参照。
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ゲストOS
仮想マシン内で実行されるオペレーティング システムです。「ホスト OS

（P.468）」も参照。

現在点（アイコン）
スナップショット マネージャに表示される特別なアイコンで、アクティブな仮
想マシンの状態を示します。これはスナップショットに「復元」と「移動」を使
い分ける時に役立ちます。「スナップショット マネージャ」、「スナップショット
まで戻る」、および「[ スナップショットに移動 ] コマンド」も参照。

構成
「仮想マシン構成ファイル」を参照。

サスペンド 
実行中の仮想マシンにおける現在の状態を保存する操作です。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。

新規仮想マシン ウィザード
仮想マシンの構成をポイント アンド 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。仮想マシン構成ファイル、またはオプションで仮想ディスク
か物理ディスク ファイルを含む仮想マシンを定義するファイルを作成します。

「仮想マシン設定エディタ」も参照。

スナップショット
スナップショットは、設定時の仮想マシンの状態をそのまま記録します。仮想マ
シンの電源状態（オン、オフ、サスペンド中）を記録するほか、仮想ディスクが
独立モードに設定されていなければ、その仮想マシンの全ディスクにあるデータ
の状態もそのまま記憶します。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
でも設定可能です。「独立ディスク」も参照。

[ スナップショットに移動 ] コマンド
[ スナップショットに移動 ] コマンドでは、アクティブな仮想マシンの任意のス
ナップショットに戻ることができます。「スナップショットまで戻る」も参照。

スナップショット マネージャ
スナップショット マネージャは、選択した仮想マシンに関連するすべてのス
ナップショットおよび記録に対して操作を行う場合に使用するウィンドウです。

「管理ロックアウト機能」と「スナップショット」も参照。
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スナップショットまで戻る
[ スナップショットまで戻る ] により、アクティブな仮想マシンの状態をその親
スナップショットに復元します。この親スナップショットは、スナップショット 
マネージャの [ 現在点 ] アイコンの左に表示されているスナップショットです。

「[ スナップショットに移動 ] コマンド」、「スナップショット マネージャ」、およ
び「現在点（アイコン）」も参照。

チーム
チームとは、１つのまとまりとして操作できるように構成された仮想マシンのグ
ループです。チームのパワーオン、パワーオフ、クローン作成、およびサスペン
ドは、１つのコマンドで行うことができます。LAN セグメントを構築して、外
部の仮想または実際のネットワークから独立したチームのプライベート ネット
ワークを構成することができます。「LAN セグメント」と「仮想ネットワーク」
も参照。

通常モード
ディスク モードの一種で、仮想マシン内で稼動するソフトウェアによって行われ
るすべてのディスク書き込みは、独立ディスクとして構成されている仮想ディス
クに、その場で恒久的に書き込まれます。したがって、独立通常モードの仮想
ディスクまたは物理ディスクは、物理コンピュータ上の従来のディスク ドライブ
と同じように動作します。「ディスク モード」と「読み取り専用モード」も参照。

ディスク モード
仮想ディスクのプロパティの 1 つで、仮想ディスクの外部動作（仮想化層の
データ処理）を定義しますが、ゲスト OS では一切認識されません。通常モード

（ディスクに対する変更内容がセッション中は常に保存されるモード）、読み取り
専用モード（変更内容が保存されないモード）、取り消し可能モード（変更内容
がユーザーの任意で保存されるモード）、追加モード（取り消し可能モードに似
ていますが、システム管理者によって REDO ログ ファイルが削除されるまでは
変更内容が保存されるモード）の 4 種類があり、利用可能なモードは製品に
よって異なります。

テンプレート
削除やチームに追加することのできない仮想マシンです。仮想マシンをテンプ
レートとして設定すると、不注意による削除を防ぎ、親仮想マシンに依存してい
るリンククローンやスナップショットが無効になることをも防ぎます。「リンク
クローン」、「カスタム ネットワーク」、および「スナップショット」も参照。

独立ディスク
仮想ディスクのタイプの一種で、スナップショットによる影響を受けません。独
立ディスクは、通常モードおよび読み取り専用モードで構成できます。「読み取
り専用モード」、「通常モード」、および「スナップショット」も参照。
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ドラッグ アンド ドロップ
Workstation のドラッグ アンド ドロップ機能では、Windows ホストまたは Linux
ホストと、Windows、Linux、または Solaris 仮想マシンとの間でファイルを簡単
に移動できます。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。

取り消し可能モード
VMware ESX Server 2.x におけるディスク モードの一種で、仮想マシン内で稼動す
るソフトウェアによって行われるすべての書き込み操作はディスクに書き込まれ
ているように処理されますが、実際には、そのセッションの存続中は一時ファイ
ル（.REDO）に保存されます。仮想マシンのパワーオフ時に、ユーザーは、すべ
ての変更内容をディスクに対して恒久的に適用する、変更内容を破棄してディス
クを元の状態に復元する、または、変更内容を保持して後続のセッションで変更
内容をさらにログに追加できるようにする、の 3 つのうちいずれかを選択でき
ます。「ディスク モード」も参照。

物理ディスク
ホスト マシンの物理ディスク ドライブまたはドライブのパーティションに割り当
てられる、仮想マシンのハードディスクです。物理ディスクは Raw ディスクとも
呼ばれます。仮想マシンのディスクは、ホスト ファイル システム上のファイルと
して、あるいはローカル ハードディスク上にファイルとして格納されます。物理
ディスクを使用するように仮想マシンを構成すると、VMware Workstation は、

（ファイル システム上のファイルとしてではなく）物理デバイスとしてローカル 
ディスクおよびパーティションに直接アクセスします。仮想マシンの環境から、
既存のパーティションに既にインストールされているオペレーティング システム
を起動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。

フル スクリーン切り替えモード
仮想マシンの画面がいっぱいに表示されるディスプレイ モードで、ユーザーは
VMware Workstation のユーザー インターフェイスにアクセスすることも、仮想
マシンを作成、再構成、起動することもできません。システム管理者がこれらの
機能を使用します。「フル スクリーン モード」も参照。

フル スクリーン モード
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。「フル スク
リーン切り替えモード」も参照。
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ブリッジ ネットワーク
仮想マシンとその他のマシンをつなぐネットワーク接続の一種です。ブリッジ 
ネットワークでは、仮想マシンはホストと同じ物理イーサネット 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。

ヘッドレス
接続されたインターフェイスなしで、バックグラウンドで実行されるプログラム
を指します。コンソールが接続されていない状態で実行中の仮想マシンはヘッド
レスです。

ホスト マシン
VMware Workstation ソフトウェアがインストールされている物理コンピュータ。
VMware Workstation 仮想マシンをホストします。

ホストOS
ホスト マシン上で実行されるオペレーティング システムです。「ゲスト OS」も
参照。

ホストオンリー ネットワーク
仮想マシンとホストをつなぐネットワーク接続の一種です。仮想マシンは、ホス
ト外部には公開されないプライベート ネットワーク上でホストに接続されます。
同じホスト上でホストオンリー（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」、および「NAT（ネットワーク アドレス変
換）」も参照。

読み取り専用モード
ディスク モードの一種で、仮想マシン内で稼動するソフトウェアによって行わ
れるすべてのディスク書き込みは、独立ディスクに書き込まれているように処理
されますが、実際には、仮想マシンのパワーオフ後に破棄されます。したがっ
て、独立読み取り専用モードの仮想ディスクまたは物理ディスクは、仮想マシン
内のアクティビティによって変更されることはありません。「ディスク モード」
と「通常モード」も参照。

リンククローン
仮想マシンのコピーで、オリジナル仮想マシンと仮想ディスクを共有します。

「完全クローン」も参照。
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用語集

レジューム 
サスペンド状態の仮想マシンを復元する手続きです。仮想マシンをレジュームす
ると、アプリケーションはすべてサスペンドされた時と同じ状態に回復します。

「サスペンド」も参照。

ロックアウト
「親」を参照。



Workstation ユーザーマニュアル

470 VMware, Inc.



VMware, Inc. 471VMware, Inc. 471

インデックス

数字
3D サポート 336

A
ACPI 419
ACPI S1 スリープ機能 419
AMD Athlon 64 プロセッサ 33, 44
AMD Opteron プロセッサ 33, 44
AMD Sempron プロセッサ 33, 45
AMD Turion 64 プロセッサ 33
AMD Turion プロセッサ 44
Athlon 64 プロセッサ 33, 44
AudioPCI 342

B
BIOS

仮想マシンで提供 39
仮想マシンのファイル 113

.bmp ファイル（スクリーン キャプ
チャ用）189

BSD
サポートされる 32 ビット ゲスト

OS 44
サポートされる 64 ビット ゲスト

OS 44
BT/KT-958 ドライバ 95
BusLogic 40, 95, 375, 381

C
CD

CD-ROM イメージ ファイル 39
仮想マシンにドライブを追加 223

.cfg ファイル 115
Comm ポート

「シリアル接続」、「シリアルポート」
も参照

Converter インポート ウィザード
103, 110, 111

CPU
仮想マシンで提供 38
ホスト要件 32

Creative Labs 41, 342
<Ctrl>+<Alt> 359

D
DDNS 313
DHCP

DHCPD 313
Linux ホスト上での構成 306
NAT が設定された仮想ネット

ワーク上 322
Windows ホスト上での構成 307
仮想ネットワーク上の IP アドレス

の割り当て 306
仮想ネットワーク上のサーバ

293, 294
サーバ 289, 303
設定の変更 301
停止 319
リース 303

DMA、ディスク パフォーマンス 399
DMZ 270
DNS 322
.dsk ファイル 113



Workstation ユーザーマニュアル

472 VMware, Inc.

DVD
オプティカル、サポートされる 34
仮想マシンにドライブを追加 223

E
Eclipse

Workstation プラグ インのインス
トール 50

統合デバッガ 24, 175
EHCI コントローラ 40
EM64T プロセッサ 33, 45

F
FreeBSD

VMware Tools 134
サポートされる 32 ビット ゲスト

OS 44
サポートされる 64 ビット ゲスト

OS 44
FTP 322

G
gated ホスト ネットワーク 312
global configuration file 411
GUID パーティション テーブル（GPT）

ディスク 107

I
ICMP 323
IDE

仮想マシンのドライブ 39
ホストでサポートされるオプティカ

ル ドライブ 34
ホストでサポートされるド

ライブ 34
IDE または SCSI、仮想ディスクの

設定 210
IDE（統合開発環境）プラグイン 24, 175
Intel EM64T プロセッサ 33, 45

Iomega
パラレル ポート Zip ドライブ 349

IP アドレス
仮想マシン 94
クローン 265
固定 306
割り当て 307

IP 転送 310
IP パケットの転送

無効化 308
ISO イメージファイル 39, 223, 226

J
JVM

自動選択された 436
パスの変更 436

JVM パスの変更 436

K
kbps、LAN セグメント 283
keysyms

定義 362
マッピング 363

KT-958 95

L
LAN セグメント

Kbps を設定 283
削除 284
チーム 280
名前の変更 283
パケット ロスの設定 283
バンド幅の設定 283

Linux
VMware Tools 129
Linux ホストから Workstation を

削除 57



VMware, Inc. 473

インデックス

Linux ホスト上でのアップグ
レード 63

Linux ホストにインストール 53
サポートされる 32 ビット ゲスト

OS 42
サポートされる 64 ビット ゲスト

OS 43
サポートされるホスト OS 35, 37

Linux ゲストの準仮想化カーネル 402
Linux ホストでのリアルタイム クロック

の要件 53
LiveState システム イメージ、イン

ポート 103
.log ファイル 113
LSI Logic 39, 95, 375, 381

M
MAC アドレス

仮想イーサネット アダプタ 310
クローン 261, 265
手動で割り当て 311

MIDI 341
MP3 341
MS-DOS 42
Mylex 40, 95, 375, 381

N
NAT

1024 より下のポートからの接続
指定 325

DHCP 322
DNS 322
IP アドレスの指定 305
Linux ホスト向けの構成ファイルの

サンプル 331
NAT ネットワークから外部へアク

セス 322
仮想ネットワーク上 292, 321

仮想マシンの作成時 94
高度な構成 323
定義 461
ポートの転送 328, 333
ホスト コンピュータ 321

NAT.conf 326, 331
NetLogon 329
NetWare、Novell 43, 135, 144
NFS ポート 325
Novell NetWare

VMware Tools 135
サポートされるゲスト OS 43

Novell Open Enterprise Server
サポートされるゲスト OS 44

NVRAM 113

O
Open Enterprise Server 44
Opteron プロセッサ 33, 44

P
P2V（物理マシンから仮想マシンへ）

変換 25, 103
ping 323
.png ファイル（スクリーン キャプ

チャ用）189

R
RAM

仮想マシンで利用可能 39
ホストに必要なサイズ 33

Real Media 341
.REDO ファイル 114
REDO ログファイル 114
RemoteDisplay.vnc.keyMap プロパ

ティ 359



Workstation ユーザーマニュアル

474 VMware, Inc.

S
Samba

Linux ホストでのファイルの
共有 333

Workstation 用に構成を変更 333
ブリッジ ネットワークとホストオ

ンリー ネットワークの
両方で 334

SCSI 34
Generic SCSI デバイスの追加

376, 377, 381
Generic への接続 374
Linux ホスト上の Generic SCSI 380
Linux ホスト上の Generic SCSI デバ

イスへのアクセス権 380
Linux ホストでの同時アクセスの

回避 380
Windows NT ゲスト向けの

ドライバ 375
Windows Server 2003 ゲスト向け

ドライバ 375
Windows XP ゲスト向け

ドライバ 375
Windows ホスト上の Generic 

SCSI 375
仮想ディスクの設定 210
仮想マシンのデバイス 39
ドライバ 95, 375, 381

Sempron プロセッサ 33, 45
SMP

「仮想 SMP」を参照 382
Solaris

VMware Tools 133
ゲストのサイズ変更 173
サポートされる 32 ビット ゲスト

OS 44
サポートされる 64 ビット ゲスト

OS 44

.spf ファイル、インポート 103

.std ファイル 114
StorageCraft イメージ、インポート 103
Sun Solaris

サポートされる 32 ビット ゲスト
OS 44

サポートされる 64 ビット ゲスト
OS 44

.sv2i ファイル、インポート 103

T
.tar ファイル 132
Telnet 322
Turion 64 プロセッサ 33
Turion プロセッサ 44

U
UHCI コントローラ 40
USB

Linux ホストで 372
Windows ホスト上 371
仮想マシンのデバイス 369
キーボードとマウス 374
コントローラ、有効化と

無効化 370
サポートされているデバイスの

種類 369
デバイスの接続 370
デバイスの切断 374
ポートの仕様 40
ホストとゲストによるデバイスの

コントロール 373
UUID 195

格納場所 195
クローン 261
指定 197
フォーマット 195



VMware, Inc. 475

インデックス

V
VGA 173
Virtual PC、インポート 103, 112
VirtualCenter

仮想ディスク マネージャと 228
Visual Studio

Workstation プラグ インのインス
トール 50

VIX API 25
.vmc ファイル、インポート 103
.vmdk ファイル 113, 114
.vmem ファイル 114
VMI（仮想マシン インターフェイス）

対応のカーネル 402
VMnet1 314
VMnet8 321
vmrun 423
.vmsd ファイル 114
.vmsn ファイル 114
.vmss ファイル 114
.vmtm ファイル 114
VMware Tools

vmwtool コマンド 144
[ バージョン情報 ] タブ 144

VMware Converter 25, 103, 104
VMware Player

仮想マシンの共有 202
実行 203

VMware Tools
FreeBSD ゲスト向け 134
Linux ゲスト向け 129
Linux、Solaris、FreeBSD で

起動 159
Netware 仮想マシンで構成 144
NetWare ゲスト向け 135
RPM インストーラを使用してコマ

ンド ラインからインス
トール 131

Solaris ゲスト向け 133
Tar インストーラを使用してコマン

ド ラインからインス
トール 131

VMware Tools サービス 150
VMware ユーザー プロセス 118
Windows ゲストで自動的に

開始 158
Windows ゲスト向け 122
[ 圧縮 ] タブ 143
アンインストールまたはインストー

ル構成の変更 138
インストール 119
[ オプション ] タブ 140
[ 共有フォルダ ] タブ 143
更新 120
構成 138
コマンド ライン インター

フェイス 150
コマンド ラインから使用 144
コントロール パネル 119, 139
サイレント インストール 127
実行 158
自動インストール 127
[ スクリプト ] タブ 141
定義 462
[ デバイス ] タブ 141
デバイス ドライバ 118
電源状態変更時にスクリプトを

実行 145
表示、タスクバー上 159

VMware Tools サービス
VMware Tools 150
概要 117
停止または再起動時にコマンドを

実行 147
ホストからストリングを渡す 148



Workstation ユーザーマニュアル

476 VMware, Inc.

VMware Tools の更新オプション 120
VMware Tools のデフォルト スクリ

プト 142
VMware Visual Studio 統合仮想

デバッガ 24, 175
VMware Workstation の RPM インス

トーラ 55
VMware Workstation の tar インス

トーラ 54
vmware-config.pl 55
VMware-config.pl ファイル 55
vmware-fullscreen ログ ファイル 418
vmware-user、手動で起動 137
VMware コミュニティー フォーラム 17
VMware ユーザー プロセス、

VMware Tools 118
vmwtool 144
.vmxf ファイル 115
.vmx ファイル 115
VNC

VNC サーバとして稼動するよう
仮想マシンを設定 191

キーボード マップの設定 359
v-scan コード

コード表 364
定義 361

W
.wav ファイル 341
Windows

32 ビット ゲスト OS 41
64 ビット ゲスト OS 42
VMware Tools 122
Windows Vista へのアップ

グレード 61
Windows ホストからアンインス

トール 53
Windows ホスト上でのアップグ

レード 61

Windows 95 サウンド ドライバ 342
Windows 98 サウンド ドライバ 342
Windows NT

ゲスト向けの SCSI ドライバ 375
サウンド ドライバ 342

Windows Server 2003
ゲスト向けの SCSI ドライバ 375

Windows XP
ゲスト向けの SCSI ドライバ 375
ゲスト OS のインストール 101

Workstation
開始 67
更新情報を確認 81
シリアル番号 51

Workstation の開始 67
Workstation の著作権情報 144
Workstation のバージョン情報 144
Workstation ヘルプの表示用 35

X
X toolkit オプション 422
xFree86 とキーボードのマッピング 361
X サーバとキーボードのマッピング 361

Z
Zip ドライブ

切断 374
パラレル ポート上 349

あ
アダプタ

Linux ホストでのプロミスキャス 
モード 320

仮想イーサネット 298
ホスト仮想アダプタ 303

圧縮
Netware の仮想ディスク 144
仮想ディスク 143, 159, 212, 213



VMware, Inc. 477

インデックス

[ 圧縮 ] タブ、VMware Tools 143
アップグレード

VMware Tools 120
Linux カーネル、アップグレード

後の Workstation の
再構成 55

Linux ホスト上 63
VMware Workstation 59
Windows Vista ホスト上 61
Windows ホスト上 61
仮想ディスク 123
仮想マシン 25, 63, 64, 65
仮想マシンのアップグレード前にス

ナップショットを削除 59
ゲスト OS 102

アドレス
DHCP を使用して割り当て 306
IP の割り当て 307
MAC 310
MAC を手動で割り当て 311
仮想ネットワーク上の IP 305
仮想マシンの IP 94
ネットワーク アドレス変換

(NAT) 321
ネットワーク アドレス変換（NAT）

合わせる
ウィンドウ 172
ウィンドウを仮想マシンに 171
ゲスト 172

アンインストール
Linux ホスト上の Workstation 57
VMware Tools 138
Windows ホスト上の

Workstation 53
ホスト仮想アダプタ 303

い
イーサネット アダプタ

Linux ホストでのプロミスキャス 
モード 320

仮想ネットワーク アダプタ 290
仮想マシンに追加 298
チーム 282

イーサネット スイッチ 41
移行

仮想ディスクを最新バー
ジョンに 123

仮想マシン 63, 201
一般管理ロックアウト機能 405
イメージ ファイル

ISO 39, 223, 226
フロッピー 40, 227

色
VNC クライアントでの表示 192
画面、仮想マシン 335

インストール
VMware Tools 119
ソフトウェアを仮想マシンに

＜ so ＞ソフトウェア
をカソウマシンニ 173

Linux ホスト上 53
Windows ホスト上 48
ゲスト OS 100
サイレント 51, 126

インストールされた VMware Tools の
修復 137

う
ヴイエムウェアへのトラブルの報告 17
ウィザード

新しいハードウェアの追加 188
新規仮想マシン 98, 208, 465, 82, 97
新規チーム 270



Workstation ユーザーマニュアル

478 VMware, Inc.

ウィンドウ
合わせる 172
自動合わせ 172

ウィンドウのサイズ 172, 173

え
エデュケーション サービス 19

お
オーディオ 41, 341, 342
お気に入りリスト

概要 78
画像付き 78
仮想マシンを削除 80
チーム 277
定義 462
非表示 163
フォルダの作成 79

[ オプション ] タブ
VMware Tools 140
仮想マシン設定エディタ 87

オペレーティング システム
32 ビット Windows ホスト 34
64 ビット Windows ホスト 35
64 ビット ゲストのサポート 44
FreeBSD 32 ビット ゲスト 44
FreeBSD 64 ビット ゲスト 44
Linux 32 ビット ホスト 35
Linux 32 ビット ゲスト 42
Linux 64 ビット ゲスト 43
Linux 64 ビット ホスト 37
MS-DOS ゲスト 42
Solaris 32 ビット ゲスト 44
Solaris 64 ビット ゲスト 44
ゲストのインストール 100
Windows 32 ビット ゲスト 41
Windows 64 ビット 42

ゲスト 465
ホスト、定義 468

親
クローン テンプレート 266
スナップショット 241
リンククローン 266

か
カーネル

アップグレード、および
Workstation 55

準仮想、のサポート 402
開始

仮想マシン内でのデバッグ セッ
ション 438, 457

デバッグなしで仮想マシン内でアプ
リケーション 439

デバッグなしで仮想マシン内でセッ
ション 457

拡張仮想キーボード 358
仮想 SMP

SMP 仮想マシンの移動 383
使用 382

仮想アダプタ
ホスト仮想アダプタ 303

仮想キーボード 358
仮想スイッチ 289
仮想対称型マルチプロセッシング

「仮想 SMP」を参照
仮想ディスク

IDE または SCSI として設定 210
IDE、サイズ 39
Netware で圧縮 144
.vmdk ファイル 113, 114
新しい仮想マシンを使用 92
圧縮 143, 159, 212, 213
圧縮前の最適化 212
移行 123



VMware, Inc. 479

インデックス

仮想ディスク マネージャ 227
仮想ディスク マネージャでの

圧縮 230
仮想マシンに追加 215, 216
サイズ 39
最適化 211
定義 208, 463

「ディスク」も参照 96
ディスク領域の割り当て 96
ドライブのマッピング 186
物理ディスクへの格納 210
レガシー 234

仮想ディスクの圧縮
「仮想ディスク」、「圧縮」を参照

仮想ディスクの最適化 211
仮想ディスクの最適化、圧縮前 212
仮想ディスク マネージャ 227
仮想ネットワークエディタ 463
仮想ハードウェア

CPU の問題 111
イーサネット アダプタの問題 111
グラフィックス カードの問題 111
ディスク デバイスの問題 111

仮想マシン 86
アップグレード / ダウン

グレード 25, 64
サスペンド 237
設定 86
定義 463
ファイル 158
レジューム 237

仮想マシン設定エディタ
アクセスの制限 405, 406
使用 188
定義 464

仮想マシン設定エディタの [ ハード
ウェア ] タブ 86

仮想マシン
アップグレード 63
アップグレード手順 65

仮想マシンの
IDE ドライブ 39
SMP 382
SMP 仮想マシンの移動 383
アクティビティの記録 254
イーサネット アダプタの追加と

変更 298
移行 201
移植性 208
移動 195, 198
ウィンドウのサイズ 172
[ お気に入り ] リストから削除 80
開始 156
仮想ディスクの追加 215, 216
関連ファイル 112
クローンの作成 263
削除 162
作成 91, 117
シャットダウン 160
スナップショットの使用方法 239
ソフトウェアのインストール 173
チームから削除 277
チームからのクローン 284
チームに追加 276
デフォルトの場所 93
名前の変更 80
バックグラウンドで実行 26, 88, 255
パワーオフとシャットダウン 160
物理ディスクの追加 217
プラットフォームの仕様 38
フル スクリーン モードで開始 416
フロッピー ドライブの追加 225
変換 25, 103



Workstation ユーザーマニュアル

480 VMware, Inc.

リセットと再起動 161
仮想マシンのアプライアンス 

ビュー 176
仮想マシンの移動 198
仮想マシンのインポート 25, 103, 105
仮想マシンのインポート先 108
仮想マシンの共有 201
仮想マシンの記録の再生 257
仮想マシンのコピー 200
仮想マシンのダウングレード 25, 64
仮想マシンの変換 25, 103
仮想マシン ファイルの場所 93, 158
仮想マシンへのリモート接続 191
画面解像度 173
画面の色

VNC クライアント 192
設定、仮想マシン 335

環境設定
設定、Workstation 用 83
ディスプレイ 171
ホット キー 359
ワークスペース 84

環境設定エディタの [ ディスプレイ ]
タブ 171

環境設定エディタの [ ワークスペース ]
タブ 84

き
キー コード マッピング 363
キーボード

Linux ホストでのマッピング 361
USB 374
VNC クライアントの言語キー

マップ 359
拡張仮想、Windows 上 358
ショートカット 89

起動構成 435
アプリケーションにアタッチする

ために作成 437

アプリケーションにアタッチする
ために複製 437

アプリケーションにアタッチする
ために編集 437

アプリケーションを起動するために
作成 435

アプリケーションを起動するために
複製 435

アプリケーションを起動するために
編集 435

キャッシュの書き込み 388
キャプチャ

仮想マシン アクティビティ 252
仮想マシンのスナップ

ショット 239
スクリーンショット 189

共有
Linux ホストで Samba を利用して

ファイルを 333
ドラッグ アンド ドロップ 467

共有フォルダ
Linux および Solaris ゲスト上で 183
Linux のパーミッション 184
使用 179
定義 464
表示 183
マウント、Linux 上 184
有効化と無効化 180

[ 共有フォルダ ] タブ
VMware Tools 143

記録 / 再生機能 252, 254
[ 記録の作成 ] ダイアログ ボックス 255

く
クイック スイッチ モード 165, 464
グラフィックス

仮想マシンでサポートされて
いる 39, 335

「ディスプレイ」も参照



VMware, Inc. 481

インデックス

クローン
IP アドレス 265
MAC アドレス 265
MAC アドレスと UUID 261
概要 261
仮想マシンのクローン作成ウィ

ザードで作成 263
完全 262
完全クローンとスナップ

ショット 263
固定 IP アドレス 265
新規チーム ウィザードで

クローンを作成 271, 276
スナップショット（リンク

クローン）265
チーム内の仮想マシン 284
テンプレート モードを有効に

する 267
ネットワーク ID 265
リンク 262
リンククローンの移動 201
リンククローンの完全

クローン 265
リンククローンのスナップ

ショット 265
リンククローンのリンク

クローン 265
クローン テンプレート 267
クローンのテンプレート モード

266, 267
クロック

Linux ホストでのリアルタイム 53
ゲストとホストの同期化 140

け
ゲスト

合わせる 172
自動合わせ 172

定義 23
ゲスト OS

64 ビットのサポート 44
Windows 32 ビット 41
Windows 64 ビット 42
アップグレード 102
インストール 100
サポート 41
サポートされる FreeBSD 32

ビット 44
サポートされる FreeBSD 64

ビット 44
サポートされる Linux 32 ビット 42
サポートされる Linux 64 ビット 43
サポートされる MS-DOS 42
サポートされる Solaris 32

ビット 44
サポートされる Solaris 64

ビット 44
定義 465

こ
更新、Workstation について確認 81
構成

アプリケーションにアタッチする
ために作成 437

アプリケーションにアタッチする
ために複製 437

アプリケーションにアタッチする
ために編集 437

アプリケーションを起動するために
作成 435

アプリケーションを起動するために
複製 435

アプリケーションを起動するために
編集 435

管理 435, 451
削除 438, 453
作成 452



Workstation ユーザーマニュアル

482 VMware, Inc.

名前の変更 452
構成プロパティ

仮想マシンのプロパティの
設定 455

プリ デバッグ イベントのプロ
パティの設定 455

ポスト デバッグ イベントのプロ
パティの設定 456

構成ページ 451
固定 IP アドレス

クローン 265
範囲 322

コマンド
起動、Windows ホスト上 423
キーボードのショートカット 89

コマンド ライン インターフェイス
vmrun 423
VMware Tools 向け 150
Workstation 用 421

さ
サーバ

DHCP 289, 306, 322, 330
DNS 313, 322, 324
WINS 323

[ 最後の記録を再生 ] ボタン 254
サイズ

仮想ディスク 39
仮想マシン ウィンドウ 172
ディスク 208, 222

サイズ変更
Linux ゲスト 172
Solaris ゲスト 173

[ 再生 ] ツールバー 255
サイドバー パネル 78
サイレント インストール 126
サウンド

Sound Blaster 342

Windows 9x および NT ゲスト用の
ドライバ 342

ゲストでのサポート 41
構成 341

削除
Workstation2 または 3 60
仮想ディスク 217
仮想マシン 162
仮想マシン アクティビティの

記録 258
仮想マシンからのデバイス 189
構成 438
スナップショット 247

サスペンド
仮想マシン 237
チーム 279
定義 465
ファイル 114

サブネット
NAT 構成 306
設定の変更 301
ホストオンリー ネットワーク

上の 306
サポート スクリプト、実行 17

し
時刻、同期化、ゲストとホスト 140
システム要件 32

PC ハードウェア 32
ディスプレイ 33
メモリ 33

自動合わせ 172
自動ブリッジ 300
修飾キー 412
ショートカット、キーボード 89, 257
ショートカット、デスクトップ、

Workstation 用 51



VMware, Inc. 483

インデックス

シリアル接続
2 台の仮想マシン間 352
ホスト アプリケーションと仮想

マシンとの間 350
ホスト上のシリアル ポートに 349

シリアル番号 83
Workstation 用 51

シリアル ポート、インストールと
使用 349

新規仮想マシン ウィザード
207, 82, 97, 98, 465

す
スイッチ

Linux ゲストのワークスペース 359
仮想ネットワーク 289

スキャナ 374
スキャン コード 361
スクリーンショットのキャプチャ 189
スクリーン モード

クイック スイッチ 165
フル スクリーン 164

スクリプト
電源状態変更時に実行 145
有効化、無効化、実行 141, 145

[ スクリプト ] タブ
VMware Tools 141

ステータス バー
非表示 163

スナップショット
親 241
概要 239
仮想ディスクの除外 244
完全クローン 263
作成 248
使用 239
線形処理 239
チーム 285

定義 465
と Workstation 4 仮想マシン 251
バックグラウンド アクティビティ

として 243
パワーオフ オプション 250
パワーオフ時に戻る 249
ファイル 114
プロセス ツリー 240
無効化 250
メニュー機能の無効化 406
戻る 249
リストア 248
リンククローン 265

スナップショットまで戻る 249
スナップショット マネージャ 245
スリープ、ACPI 419

せ
静止モード、VMware Tools のインス

トール 126
接続

CD/DVD およびフロッピーを ISO イ
メージに 226

USB デバイス 370
設定エディタ、仮想マシン 188, 464

た
ダイアルアップ接続 310
対称マルチプロセッシング

「仮想 SMP」を参照 382
ダイナミック ドメイン名サービス 313
タブ

[ 環境設定 ] ダイアログ ボッ
クス内 84

VMware Tools コントロール
パネル 139

仮想マシン 69
非表示 163



Workstation ユーザーマニュアル

484 VMware, Inc.

ち
チーム

LAN セグメント 280
イーサネット アダプタ 282
お気に入りリスト 277
概要 269
仮想マシンのクローン 284
仮想マシンの削除 277
仮想マシンの追加 276
クローン テンプレートなし 267
削除 273
サスペンド 279
新規 270
新規チーム ウィザードでクローン

を作成 271, 276
スナップショット 285
閉じる 272
名前の変更 273
ネットワーク 270
パワーオフ 278
パワーオン 278
開く 272
レジューム 279

直接メモリ アクセス 399

つ
ツール

「VMware Tools」も参照
ツールバー

カスタマイズ 76
非表示 163, 406

て
ディスク

DMA とパフォーマンス 399
.vmdk 仮想ディスク ファイル

113, 114

「仮想ディスク」も参照
仮想マシンの IDE ドライブ 39
サイズ 208, 222
独立 244
パフォーマンス 393
ホスト コンピュータで必要な

領域 34
ホストでサポートされる IDE オプ

ティカル ドライブ 34
ホストでサポートされる IDE

ドライブ 34
ホストでサポートされる SCSI オプ

ティカル ドライブ 34
ホストでサポートされる SCSI

ドライブ 34
ディスク キャッシュ 388
ディスプレイ

色深度 335
ウィンドウを仮想マシンに

合わせる 171
仮想マシンの切り替え 165
複数モニタ 168
フル スクリーン 164

ディレクトリ
共有の表示、Solaris ゲストで 183
共有の表示、Windows

ゲストで 183
共有のマウント、Linux 上 184

テープ ドライブ 374, 380
デバイス

Generic SCSI デバイスの追加
376, 377

Generic SCSI デバイス、追加 381
USB 369
USB コントローラからの切断 374
仮想マシン 188
接続と切断 141, 189
追加、構成、削除 188



VMware, Inc. 485

インデックス

プロセッサ 38
[ デバイス ] タブ

VMware Tools 141
[ 環境設定 ] ダイアログ ボック

ス内 86
デバイス ドライバ

Generic SCSI デバイス 380
USB サポートのため 372
VMware Tools 118

デバッグ
仮想マシン内で開始 438, 457
仮想マシン内のプロセスにア

タッチ 439, 458
なしで仮想マシン内でアプリケー

ションを開始 439
デュアルブート コンピュータと仮想

マシン 234
デュアル モニタ表示 168

と
統合仮想デバッガ 24, 175
トークン リング 292
独立ディスク 244
ドライバ

SCSI 375
サウンド 342

ドライブ
「ディスク」も参照
テープ 374, 380

ドラッグ アンド ドロップ 177, 467
トレーニング コース 19

な
名前

仮想マシン名の変更 80
チーム名の変更 273

名前付きパイプ 351, 352, 353, 357
ナレッジ ベース、VMware 16

ね
ネットワーク

2 つの異なるホストオンリー ネット
ワーク 315

2 つのホストオンリー ネットワーク
間でのルーティング 318

DHCP 306
DHCP サーバ 289
DHCP 設定の変更 301
ID、クローン 265
IP 転送 310
IP パケットの漏洩 308, 310
Linux ホストでのプロミスキャス 

モード 320
Linux ホストの 2 番目のブリッジ 

ネットワーク 314
MAC アドレス 310
NAT 292, 321, 461
NAT サブネット 306
Samba 333
カスタム ネットワーク 462
仮想 DHCP サーバ 293, 294
仮想イーサネット アダプタ 290
仮想イーサネット アダプタの追加

と変更 298
仮想スイッチ 289
仮想ネットワークエディタ 299, 

303, 307, 463
構成の変更 298
コンポーネント 289
サブネット設定の変更 301
自動ブリッジ 300
スイッチ 289
設定へのアクセスをロックア

ウト 405
ダイアルアップ接続 310
ダイナミック ドメイン名サー

ビス 313



Workstation ユーザーマニュアル

486 VMware, Inc.

チーム内での仮想化 270
トークン リング 292
ハードウェアのアドレス 310
パケット フィルタ機能 310
ファイアウォールとしての

NAT 329
ブリッジ ネットワーク 468
ブリッジ ネットワーク オプション

の構成 299
ホストオンリー 293, 468
ホストオンリー サブネット 306
ホスト仮想ネットワーク割り

当て 300, 301
仮想ネットワーク オプションの

概要 288
ネットワーク アドレス変換

「NAT」も参照

は
[ バージョン情報 ] タブ

VMware Tools 144
VMware Workstation 51

バージョン変更ウィザード 64
バージョン、仮想マシンの変更 25, 64
パイプ、名前付き 351, 352, 353, 357
パケット

フィルタリング 310
漏洩 308, 310

パケット ロス、構成、LAN セグメ
ント 283

パスワード
ロックアウト機能 405
忘れたパスワードの削除 406

バックグラウンド、仮想マシンを
実行 26, 88, 255

バッテリ情報、ゲストでのレ
ポート 166

パフォーマンス
CD-ROM ドライブのポー

リング 389
DMA とディスク 399
Windows パフォーマンス コンソー

ルの使用 403
Windows ホスト上でのプロセス ス

ケジューリング 390
ゲスト OS の指定 396
ディスクのオプション 398
デバッグ モード 396
メモリの使用 390
リモート ディスク アクセス 394

パフォーマンスのモニタリング 403
パラレル ポート

Linux カーネル 345
Linux ホスト上での構成 344
仮想マシン内 343
仮想マシンにインストール 343
と Iomega Zip ドライブ 349

パワーオフ
スナップショット オプション 250
チーム 278

[ パワーオフ ] ボタン 160
パワーオン

仮想マシン 156
チーム 278

[ パワーオン ] リスト 81
パワー メニュー

機能の無効化 406
使用、チームに 280

バンド幅
LAN セグメント 283
制御、チーム ネットワーク内 270



VMware, Inc. 487

インデックス

ふ
ファイアウォール 329
ファイル

REDO ログ 114
Samba と Linux ホストでのファイ

ルの共有 333
仮想マシン 158
仮想マシンで使用 112
仮想マシンとホストの間の

共有 177, 179
仮想マシン内の BIOS 113
サスペンド状態 114
スナップショット 114
スナップショットで使用 114

フォルダ
お気に入りリスト 79
共有、「共有フォルダ」も参照

複数モニタ、使用 168
物理ディスク

仮想ディスクの格納 210
仮想マシンで使用 210
定義 467
物理ディスクの追加 217
容量 210

ブラウザ
Linux ホストでの構成 53
およびアプライアンス ビュー 176

プラグ イン、IDE 24, 175
ブリッジ ネットワーク

オプションの構成 299
定義 468

フル スクリーン切り替えモード 409
ログ ファイル 418

フル スクリーン モード
使用 164
定義 467

プロセスにアタッチ
デバッグ目的で 439, 458

プロセッサ
64 ビット ゲストのサポート 33, 44
仮想マシンで提供 38
ホスト要件 32

フロッピー
イメージ ファイル 40, 227
仮想マシンのドライブ 40

フロッピー ドライブ
仮想マシンに追加 225

プロパティ
仮想マシンの設定 455
プリ デバッグ イベントの設定 455
ポスト デバッグ イベントの

設定 456
プロミスキャス モード 320

へ
ページ共有 393
ヘッドレス仮想マシン（バックグラウン

ドで実行）26, 88, 255
ヘルプ

Web ブラウザの構成 53
変更

仮想マシン名 80
チーム名 273

ほ
ポート

1024 より下の TCP と UDP 325
VNC 191

ポートの転送 328, 333
ホスト

オペレーティング システム、
定義 468

サポートされるオプティカル 
ドライブ 34



Workstation ユーザーマニュアル

488 VMware, Inc.

システム要件 32
定義 23
必要なハード ディスク領域 34

ホストオンリー ネットワーク
IP アドレスの指定 305
基本構成 293
定義 468

ホスト仮想アダプタ 303
ホスト仮想ネットワーク割り当て

300, 301
ホスト コンピュータ 468
ホストでサポートされるオプティカル 

ドライブ 34
ホストでサポートされるドライブ 34
ホストとゲスト間のファイルのドラッグ 

アンド ドロップ 177
ホット キー

Workstation の環境設定内 359
フル スクリーン切り替え

モード 412, 413, 414
[ ホットキー ] タブ 85

ま
マウス

USB 374
ドライバ、VMware Tools によりイ

ンストールされる 118
マスタ ブート レコード（MBR）

ディスク 107
マップ

keysyms 363
キー コード 363
キーボード 361

マップされたドライブ、仮想ディ
スク用 186

み
未フォーマット ディスク

「物理ディスク」も参照

む
ムービー キャプチャ 189
無効化

アクセラレーション 174
インターフェイス機能 405
テキストおよびファイルのコピーと

貼り付け 179
ファイルとフォルダのドラッグ ア

ンド ドロップ 178
フォルダの共有 180

め
メモリ

Linux ホストでの 1GB を超える 386
仮想マシンで利用可能 39
仮想マシンのメモリ サイズ 391
サイズの設定 390
スワッピング、ディスクに 392
ホストに必要なサイズ 33

メモリ トリミング 393

も
モード

クイック スイッチ 165, 464
フル スクリーン 164, 467

モニタ
数の指定 168
複数の使用 168

ゆ
ユーザー インターフェイス

概要 68
制限 406

ユーザー インターフェイスの制限 406
ユーザー グループ、アクセス 17

よ
容量、ディスク 208, 222



VMware, Inc. 489

インデックス

ら
ライセンス、シリアル番号と 51

り
[ リセット ] ボタン 161
リンククローン

移動 201
親 266
テンプレートとしての親仮想マ

シン 266

る
ルーティング

ホストオンリー 312
ホストオンリー ネットワーク

間で 318

れ
レジューム

仮想マシン 237
チーム 279
定義 469

ろ
漏洩

仮想マシンの IP パケット 310
ホストオンリー ネットワーク上の

IP パケット 308
ログ ファイル 418
ロックアウト

Workstation の環境設定 85
一部のインターフェイス機能を対象

とした 405
ロック ファイル 209

わ
ワークスペース

Linux ゲストでの切り替え 359
場所 84

割り当て
IP アドレス 305
NAT のネットワーク ポート

番号 328



Workstation ユーザーマニュアル

490 VMware, Inc.


	Workstationユーザーマニュアル
	目次
	はじめに
	本書について
	対象読者
	本書へのフィードバック
	スタイル

	テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
	セルフ サービス サポート
	オンラインおよび電話によるサポート
	サポート サービス
	トラブルの報告
	VMwareエデュケーション サービス


	製品の紹介とシステム要件
	製品のメリット
	マニュアルの概要
	ホストとゲスト コンピュータ
	バージョン6の新機能
	Workstation ACE Editionへのアップグレード パス
	統合仮想デバッガ
	VMware Player 2.0
	拡張VIX 1.1 APIによる自動化
	仮想マシン アクティビティの記録/再生（試験的）
	物理マシンから仮想マシンへの変換、およびインポート機能の強化 （Windowsホストのみ）
	VMware仮想マシンのアップグレード/ダウングレードの簡素化
	バックグラウンドでの仮想マシンの実行
	マルチ モニタ ディスプレイのサポート
	サポート可能なイーサネット アダプタ数の増加
	新しい64ビット サウンド ドライバ
	高速USB 2.0デバイスのサポート
	VNCサーバとしての仮想マシンの機能
	RAMサポートの強化とサーバ クラス システム上での実行機能
	新規ホストOSのサポート
	新規ゲストOSのサポート
	64ビット ゲストのサポート強化
	仮想マシンのアプライアンス ビュー
	ゲストOSからのバッテリのステータス監視
	デバッグ情報収集機能の向上
	準仮想化Linuxカーネルのサポート
	仮想ディスクのドライブ レターへのマップ用ユーザー インターフェイス
	VMware Toolsの最新バージョンへの自動アップデート
	共有フォルダの制限機能の向上
	ファイル共有およびコピーと貼り付け機能の向上

	ホストのシステム要件
	PCハードウェア
	メモリ
	ディスプレイ
	ディスク ドライブ
	ハード ディスク
	オプティカルCD-ROM/DVD-ROMドライブ
	フロッピー ドライブ

	LAN（オプション）
	ホストOS
	WindowsホストOS（32ビット）
	WindowsホストOS（64ビット）
	LinuxホストOS（32ビット）
	LinuxホストOS（64ビット）


	仮想マシンの仕様
	プロセッサ
	チップ セット
	BIOS
	メモリ
	グラフィックス
	IDEドライブ
	SCSIデバイス
	フロッピー ドライブ
	シリアル（COM）ポート
	パラレル（LPT）ポート
	USBポート
	キーボード
	マウスおよび描画タブレット
	イーサネット カード
	サウンド
	仮想ネットワーキング

	対応ゲストOS
	Microsoft Windows 32ビット
	Microsoft Windows 64ビット
	Microsoft MS-DOS
	Linux 32ビット
	Linux 64ビット
	Novell NetWare 32ビット
	Novell Open Enterprise Server 32ビット
	FreeBSD 32ビット
	FreeBSD 64ビット
	Sun Solaris 32ビット
	Sun Solaris 64ビット
	64ビット ゲストOS


	VMware Workstationのインストール
	インストールの前提条件
	他のVMware製品とのWorkstationホストの共有
	WindowsホストへのWorkstationのインストール
	Workstationのサイレント インストール
	WindowsホストからのWorkstationのアンインストール

	LinuxホストへのWorkstationのインストール
	vmware-config.plによるWorkstationの構成
	必要な構成の変更
	vmware-config.plの格納場所
	vmware-config.plの実行

	LinuxホストからのWorkstationのアンインストール
	WorkstationのRPMインストレーションをアンインストール
	Workstationのtarインストレーションをアンインストール


	インストール後のタスク

	VMware Workstationのアップグレード
	アップグレードを開始する前に
	スナップショットの削除とサスペンド状態の仮想マシンのシャットダウン
	仮想マシンのバックアップ
	Workstation 2または3を削除してWorkstation 6をインストール

	Windowsホスト上でのアップグレード
	Windows Vistaホストへのアップグレード
	Windows XP上のWorkstation 5からWindows Vista上のWorkstation 6
	Windows Vista上のWorkstation 5からWindows Vista上のWorkstation 6
	Windows XP上のWorkstation 6からWindows Vista上のWorkstation 6


	Linuxホスト上でのアップグレード
	Workstation 4または5で作成した仮想マシンを Workstation 6で使用
	アップグレードを行わず旧バージョンの仮想マシンを使用
	仮想マシンのバージョン変更


	Workstationの基本操作
	Workstationウィンドウの概要
	ホームページおよび各種ビュー
	ホームページ
	概要 ビュー
	コンソール ビュー
	アプライアンス ビュー
	複数の仮想マシンを同時に表示

	ツールバー ボタン
	ツールバーのカスタマイズ

	サイドバー
	お気に入りリスト
	[パワーオン]リスト


	製品アップデートの確認
	仮想マシンの作成の概要
	Workstationの環境設定の概要
	[仮想マシン設定]の概要
	[ハードウェア]タブ
	[オプション]タブ

	仮想マシンを閉じる/Workstationを終了する
	キーボード ショートカット

	仮想マシンの新規作成
	新規仮想マシンのセットアップ
	作業を始める前に
	標準構成とカスタム構成
	ゲストOSの指定
	仮想マシンの格納場所
	プロセッサ数
	ネットワーク接続の種類
	SCSIアダプタの種類
	ディスク モード（通常モード/独立モード）
	仮想ディスクと物理ディスク
	ディスク容量

	新規仮想マシン ウィザードの実行

	ゲストOSのインストール
	例：Windows XPをゲストOSとしてインストールする
	ゲストOSのアップグレード
	ゲストOSの構成

	他のフォーマットからの仮想マシンのインポート（Windowsホストのみ）
	変換プロセスの概要
	VMware ConverterとWorkstationのインポート ウィザード
	Converterインポート ウィザードの概要およびサポートされるソース マシン
	各種ソースからのインポートで必要となる情報

	サポートされるインポート先
	仮想マシンのインポート先を指定するときに必要となる情報
	ゲストOSのカスタマイズ（オプション）

	変換が設定に与える影響
	ハードウェア変更による移行の潜在的問題

	仮想マシンまたはシステム イメージの開始とインポート

	仮想マシンを構成するファイル

	VMware Toolsのインス トールと使用
	VMware Toolsについて
	VMware Toolsのインストールとアップグレード
	VMware Toolsのアップグレード
	WindowsゲストへのVMware Toolsのインストール
	Windowsの古いバージョンからの移行における追加のステップ
	WindowsゲストへのVMware Toolsの自動インストール

	LinuxゲストへのVMware Toolsのインストール
	X WindowからVMware Toolsをインストール
	TarまたはRPMインストーラを使用してコマンドラインからVMware Tools をインストールする

	SolarisゲストへのVMware Toolsのインストール
	FreeBSDゲストへのVMware Toolsのインストール
	NetWare仮想マシンにVMware Toolsをインストール
	セッション マネージャを使用せずにVMware Toolsを起動

	VMware Toolsのアンインストール、およびインストールするモジュールの変更
	VMware Toolsの構成オプション
	コントロール パネルを使用してVMware Toolsを構成
	[オプション]タブ
	[デバイス]タブ
	[スクリプト]タブ
	[共有フォルダ]タブ（Windowsゲストのみ）
	[圧縮]タブ
	[バージョン情報]タブ

	NetWareゲストOSでシステム コンソールを利用して VMware Toolsを構成

	VMware Toolsのカスタマイズ
	電源状態変更時のカスタム スクリプトの実行
	仮想マシンのパワーオフまたはリセット後のコマンド実行
	ホストからゲストにストリングを渡す
	ストリングを渡す方法
	ストリングで使用できるアイテム
	ストリングを渡すタイミング

	ゲストと他のプログラムとの間での情報のやりとり

	VMware Toolsコマンド ライン インターフェイスの使用
	VMware Tools --cmdコマンドのオプション


	仮想マシンの実行
	仮想マシンの起動
	仮想マシンの格納場所

	VMware Toolsの実行
	仮想マシンのシャットダウン
	パワーオフとシャットダウン、リセットと再起動

	仮想マシンの削除
	ディスプレイのコントロール
	画面表示の簡素化
	フル スクリーン モードの使用
	クイック スイッチ モードの使用
	ゲストOSでのバッテリ状態のレポート
	排他モードの使用
	マルチモニタの使用
	Workstationコンソールを仮想マシンのディスプレイに合わせて表示
	Linuxゲストでのディスプレイのサイズ変更に関する考慮事項
	Solarisゲストでのディスプレイのサイズ変更に関する考慮事項

	非標準解像度の使用

	新しいソフトウェアのインストール
	プログラムを実行できない場合のアクセラレーションの無効化

	IDEから仮想マシンを実行
	アプライアンスとしての仮想マシンの表示
	ホストとゲストの間のファイルとテキストの転送
	ドラッグ アンド ドロップ機能を使用
	コピーと貼り付け機能を使用
	共有フォルダの使用
	共有フォルダの有効化と無効化
	共有フォルダの表示
	Linuxゲストの共有フォルダのパーミッションとフォルダのマウント

	マップされたドライブの使用（Windowsのみ）

	仮想マシン内でのデバイスの使用
	仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除
	取外し可能デバイスの接続と切断

	仮想マシンのスクリーン ショットを作成
	仮想マシンのムービーを作成
	VNCクライアントによる仮想マシンへのリモート接続
	VNCのポート番号
	クライアントでの適切な表示のための注意事項


	仮想マシンの移動と共有
	仮想マシンID：UUID
	仮想マシンの移動時のUUIDオプション
	仮想マシンのUUIDの指定

	仮想マシンの移動
	異なるハードウェアを使用するホスト
	64ビットと32ビット ホストとの間での移動
	マルチプロセッサ ホストとユニプロセッサ ホストとの間での移動
	3つ以上のプロセッサを持つESX Serverで作成された仮想マシンを開く

	同一ホスト上または新しいホスト上への仮想マシンの移動

	旧バージョンの仮想マシンの移動
	リンククローンの移動
	仮想マシンを他のユーザーと共有
	VMware Playerで仮想マシンを共有
	VMware Playerの実行
	VMware Player使用のための仮想マシンの設定


	ディスクの使用
	仮想マシンにおけるディスク ストレージの概要
	仮想ディスク
	移植性
	ディスクのサイズとファイル
	ロック ファイル
	ディスク タイプ：IDEとSCSI

	物理ディスク

	仮想ディスクのメンテナンス タスク
	仮想ディスクの最適化
	仮想ディスクの圧縮
	制限と要件
	圧縮の手順


	仮想マシンへの仮想ディスクおよび物理ディスクの追加
	仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加
	仮想マシンに既存の仮想ディスクを追加
	仮想マシンから仮想ディスクを切断
	仮想マシンでの物理ディスクの使用
	物理ディスク使用の前提条件
	物理ディスクを使用する新しい仮想マシンの作成
	仮想マシン設定エディタを使用した物理ディスクの追加


	DVD/CD-ROMおよびフロッピー ドライブを仮想マシンに追加
	DVD/CDドライブを仮想マシンに追加
	DVD/CDドライブのレガシー エミュレーション

	フロッピー ドライブを仮想マシンに追加
	CD-ROM/DVDまたはフロッピー ドライブをイメージ ファイルに接続

	VMware仮想ディスク マネージャの使用
	VMware仮想ディスク マネージャ ユーティリティの実行
	仮想ディスク マネージャでの仮想ディスクの圧縮（Windowsのみ）
	VMware仮想ディスク マネージャの使用例
	仮想ディスクの作成
	仮想ディスクの変更
	既存の仮想ディスク サイズを拡張
	仮想ディスクの名前変更
	仮想ディスクの最適化
	圧縮のための仮想ディスクの準備
	仮想ディスクの圧縮


	仮想マシンでのデュアルブート コンピュータの使用
	レガシー仮想ディスク

	仮想マシンの状態を保存
	サスペンドおよびレジューム機能の使用
	スナップショットの使用方法
	スナップショット プロセス：線形処理とプロセス ツリー
	スナップショットの線形処理
	プロセス ツリー内のスナップショット
	スナップショット間の関係

	スナップショットの用途
	リスクの大きい変更を行う場合にスナップショットを活用
	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
	マイルストーン状況を自動的に記憶

	スナップショットに取り込まれる内容
	スナップショット作成のタイミング
	スナップショットと競合するアクティビティ
	Workstation 4仮想マシンに関する考慮事項

	バックグラウンド アクティビティとしてスナップショットを 有効化
	仮想ディスクをスナップショットから除外
	スナップショット マネージャでのスナップショットの操作
	スナップショットの作成
	スナップショットのリストア
	スナップショットまで戻る
	スナップショットに移動
	パワーオフ時に戻る

	スナップショットの無効化
	仮想マシンのパワーオフ時のスナップショット オプション
	スナップショットとWorkstation 4仮想マシン

	仮想マシン アクティビティの記録（試験的）
	ハードウェアおよび仮想ハードウェアの要件
	仮想マシン アクティビティの記録と再生


	仮想マシンのクローン
	クローンの概要
	クローンを作成する理由
	完全クローンとリンククローン
	完全クローン
	リンククローン

	親仮想マシンの完全クローンとスナップショット

	クローンの作成
	クローンの操作
	リンククローンのリンククローンを作成
	リンククローンの完全クローンを作成
	クローンのネットワークID
	リンククローンのスナップショット
	リンククローンと親仮想マシンへのアクセス
	リンククローンの移動
	リンククローンの親仮想マシンの保護



	チームの構成
	チームを使用するメリット
	チームの作成
	チームを開く/閉じる
	チーム名の変更
	チームの削除
	チームとチーム内の仮想マシンの表示
	チームの仮想マシンの追加と削除
	チームの起動順の設定
	チームの開始と停止
	チームのパワーオンとパワーオフ
	チームのサスペンドとレジューム
	チーム仮想マシンの個々の電源操作

	チーム ネットワークの操作
	LANセグメントの要件
	ネットワーク アダプタ
	LANセグメントのIPアドレス

	チームのLANセグメントを作成
	イーサネット アダプタの追加と削除
	LANセグメントの接続の構成
	LANセグメントの構成
	LANセグメントの削除

	チーム メンバーのクローンとスナップショットの作成

	仮想ネットワークの構成
	ネットワークの基礎
	仮想ネットワークのコンポーネント
	仮想スイッチ
	DHCPサーバ
	ネットワーク アダプタ

	一般的なネットワーク構成
	ブリッジ ネットワーク
	ブリッジ ネットワークのセットアップ方法
	IPアドレスの要件
	設定の変更方法

	ネットワーク アドレス変換（NAT）
	NATのセットアップ方法
	IPアドレスの要件
	設定の変更方法

	ホストオンリー（Host-Only）ネットワーク
	ホストオンリー ネットワークのセットアップ方法
	IPアドレスの要件
	設定の変更方法
	ルーティングおよび接続共有


	カスタム ネットワーク構成の例
	ネットワーク構成の変更
	仮想ネットワーク アダプタの追加と変更
	Windowsホストでのブリッジ ネットワーク オプションの構成
	ホスト仮想アダプタの有効/無効化、追加および削除

	ネットワーク構成上級編
	ホストオンリー ネットワークまたはNAT構成でのIPアドレスの選択
	サブネット番号の割り当ての仕組み
	DHCPと固定アドレスの割り当てのどちらを使用するかの指定
	LinuxホストでのDHCPサーバの構成
	WindowsホストでのDHCPサーバの構成
	IPアドレス割り当てのためのDHCP規則

	ホストオンリー ネットワークでのIPパケットの漏洩の回避
	Windowsがホストの場合
	Linuxがホストの場合
	フィルタの使用
	仮想マシンからの漏洩

	仮想マシンのMACアドレスの維持と変更
	MACの変更を回避
	MACアドレスを手動で割り当て

	Linuxでのホストオンリー ネットワーク向けのルーティング情報の管理
	Linux上のホストオンリー ネットワークに関する潜在的問題点
	Workstationをインストール後、LinuxホストのDHCPDが動作しなくなった
	DHCPとダイナミック ドメイン名サービス（DDNS）

	Linuxホストでの2番目のブリッジ ネットワーク インターフェイ スの設定
	2つの異なるホストオンリー ネットワークの設定
	2番目のホストオンリー ネットワークの追加
	仮想マシンの構成

	2つのホストオンリー ネットワーク間でのルーティング
	Linuxホスト上におけるプロミスキャス モードでの仮想イーサネッ トアダプタの使用

	NATの使用
	NATデバイスによるVMnet8仮想スイッチの使用方法
	ホスト コンピュータとNATネットワーク
	NATネットワーク上のDHCP
	NATネットワーク上のDNS
	NATネットワークから外部へのアクセス
	高度なNAT構成
	Windowsホスト
	WindowsホストでのカスタムNAT/DHCP構成
	Linuxホスト
	NAT構成ファイルの内容

	NATを使用する際の注意点
	NetLogonでのNATの使用
	ホストに設定されている既存のWINSサーバにNATを使用して接続
	WINSサーバのIPアドレスを手動で入力

	Linuxのvmnetnat.confファイルのサンプル

	WorkstationでのSambaの使用
	ブリッジ ネットワークとホストオンリー ネットワークでのSambaサーバの使用
	ネットワーク アクセスなしでSambaを使用


	ビデオとサウンドの構成
	画面の色濃度を設定
	ホストの画面の色の設定を変更
	仮想マシンの画面の色の設定を変更

	Direct3Dの試験的サポート
	Direct3D試験的サポートの使用対象者
	3Dアクセラレーションの制限
	3Dアクセラレーションの有効化
	既知の問題
	VMwareの試験的サポートについて

	サウンドの構成
	Windows 9xおよびNTゲストでのサウンド ドライバのインストール


	デバイスの接続
	パラレル ポートの使用
	ゲストOSへのインストール
	Linuxホストでのパラレル ポートの構成
	パラレルポートとLinux 2.2.xカーネル
	パラレルポートとLinux 2.4.xカーネル
	パラレルポートとLinux 2.6.xカーネル
	デバイスの許可

	Iomega Zipドライブに関する注意事項

	シリアル ポートの使用
	ホスト コンピュータ上のシリアル ポートまたはファイルの使用
	ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続
	2台の仮想マシンの接続
	上級ユーザー向けの構成オプション
	ポーリング時にCPUを放棄してデバッグ時のパフォーマンスを向上する（Windowsホストのみ）
	シリアル接続の入力スピードの変更

	使用例：仮想シリアル ポートを使用したデバッグ
	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
	別の仮想マシンからの仮想マシン内のアプリケーションのデバッグ


	キーボード機能の構成
	Windowsホストの拡張仮想キーボード
	ホット キー
	VNCクライアントの言語キーマップの指定
	Linuxホストでのキーボードのマッピング
	Xキー コードとKeysyms
	キー コードのマッピング方法の構成
	Keysymsのマッピング方法の構成
	V-Scanコード表


	仮想マシンでのUSBデバイスの使用
	USB 2.0コントローラの有効化と無効化
	USBデバイスの接続
	USBデバイスの自動接続
	USBデバイスの手動接続
	USBデバイスの自動再接続

	WindowsホストでのUSBの使用
	Windows 2000ホストでのUSB 2.0ドライバの変更
	LinuxホストでのUSBの使用
	ホストとゲストの間でのデバイス コントロールの共有方法
	Windowsホストでのデバイス コントロール
	Linuxホストでのデバイス コントロール

	仮想マシンからUSBデバイスを切断
	ヒューマン インターフェイス デバイス

	Generic SCSIデバイスへの接続
	WindowsホストOS上のGeneric SCSI
	Windows XPまたはWindows Server 2003ゲストOSでSCSIデバイスを使用するための準備
	Windows NT 4.0ゲストでSCSIデバイスを使用するための準備
	仮想マシンにGeneric SCSIデバイスを追加
	Workstationで検出されないGeneric SCSIデバイスの追加（上級ユーザー向け）

	LinuxホストOS上のGeneric SCSI
	Generic SCSIデバイスへの同時アクセスの回避
	Generic SCSIデバイスへのアクセス権限
	デバイスのサポート
	仮想マシンにGeneric SCSIデバイスを追加


	2Way仮想対称型マルチプロセッシングの使用（試験的）
	WorkstationとESX Serverとの間でのSMP仮想マシンの移動


	パフォーマンスの調整
	ホスト コンピュータの構成と管理
	CPU
	メモリ
	Linuxホストでの1GBを超えるメモリの使用

	ディスク
	Microsoft Windowsホストでのホスト ディスク キャッシュの有効化

	ネットワーク
	NIC割り込みコーリス機能の増加


	VMware Workstationと仮想マシンの構成
	CPU
	CD-ROMの取外し
	Windowsホスト上でのプロセスのスケジューリングの構成

	メモリ
	仮想マシンのメモリ サイズの設定
	Workstation用にメモリを予約
	ディスクにスワップできるメモリ量の指定
	メモリ トリミングの無効化
	ページ共有の無効化

	ディスク
	リモート ディスク アクセスの回避
	IDEディスクではなくSCSIディスクを使用する
	スナップショットの削除
	通常モードの使用

	ネットワーク
	さらなるパフォーマンス向上のためのヒント
	正しいゲストOSの選択
	デバッグ モードをオフにする
	定期的に仮想マシンの進行をログする


	ゲストOSの構成
	CPU
	ディスク
	IDEディスクのDMAモードをオンにする
	ディスク ドライブの最適化

	ネットワーク
	視覚効果（Windowsのみ）
	Linuxゲストでの準仮想化カーネルによるパフォーマンスの向上

	Microsoftパフォーマンス コンソールを使用しての仮想マシンのパフォーマンスのモニタ

	Windowsホスト用の特殊な目的のための構成オプション
	インターフェイスのロックアウト機能（Windowsホストのみ）
	忘れてしまったパスワードの削除

	ユーザーインターフェイスの制限
	ユーザー インターフェイスを制限した状態で自動的にスナップショットに戻る

	フル スクリーン切替モードの使用（Windowsホストのみ）
	フル スクリーン切替モードで使用する仮想マシンの作成
	仮想マシンをユーザーのコンピュータに移動
	フル スクリーン切り替えモードの構成
	グローバル構成設定
	仮想キー コード
	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
	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
	グローバル構成ファイルの他のエントリ

	ユーザー コンピュータ上の仮想マシンの開始と終了
	仮想マシンの起動
	仮想マシンの終了
	すべての仮想マシンの終了
	仮想マシンとホスト間の切り替え
	VMware Workstationの状態の確認
	パワーオンの状態にあるすべての仮想マシンを表示
	vmware-fullscreenログ ファイル


	ゲストのACPI S1スリープ

	Workstationコマンド ライン の参照リスト
	Workstationおよび仮想マシンの起動オプション
	Windowsショートカットでの起動オプションの使用

	仮想マシン操作用のコマンド ライン アプリケーション
	vmrunの例


	Eclipse Integrated Virtual Debuggerの使用
	Eclipse Integrated Virtual Debuggerの概要
	Eclipse Integrated Virtual Debugger環境のセットアップ
	ホストのシステム要件
	サポートされるホストOS
	サポートされるJREのバージョン

	Eclipseの要件
	仮想マシンの要件
	サポートされるゲストOS
	VMware Toolsの要件
	JavaおよびJREの要件
	Windows NTでのPSAPI.DLLのインストール
	Linuxゲスト システムでのファイアウォールの無効化
	Windowsゲスト システムでのファイアウォールの構成


	仮想マシン起動構成の管理
	アプリケーション構成を使用した仮想マシン内でのアプリケーションの起動
	アプリケーション構成を使用して仮想マシン内で実行中のアプリケーションへアタッチする
	構成の削除

	仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグ
	仮想マシン内でのアプリケーションのデバッグ セッションの開始
	仮想マシン内でアプリケーションをデバッグなしで開始
	仮想マシン内で実行中のアプリケーションにデバッガをアタッチ


	Visual Studio Integrated Virtual Debuggerの使用
	Visual Studio Integrated Virtual Debuggerの概要
	仮想マシン内でアプリケーションを起動する際の構成オプション
	仮想マシン内で実行中のプロセスにアタッチする際の構成オプション

	Visual Studio Integrated Virtual Debugger環境のセット アップ
	Microsoft Visual Studioの要件と推奨事項
	サポートされるVisual Studioのバージョン
	サポートされる言語
	C++アプリケーションのランタイム ライブラリ設定の構成

	ホストのシステム要件
	仮想マシンの要件と推奨事項
	ゲストOSのサポート
	ネットワークの構成
	Windows XP SP2仮想マシンのファイアウォールの構成
	デバッグ セッションが開始しない場合はVMware Toolsを再インストー ルする
	管理対象アプリケーションをサポートするためのMicrosoft .NET Frameworkのインストール
	各仮想マシンに固有のコンピュータ名を使用する
	Windows 98ゲスト システムにリモート デバッグ モニタを手動でインストールおよび起動

	トラブルシューティングのヒント
	ショートカット キーの変更
	デバッグ セッションが開始しない場合はVMware Toolsを再インストールする
	仮想マシンのパワーオフ前にVisual Studioを終了する場合
	VMDebuggerアドインのアンロード
	クラッシュ後のクリーンアップ


	仮想マシン構成の管理
	構成の作成
	構成の名称変更
	構成の削除
	構成プロパティの設定
	全般プロパティの設定
	仮想マシンのプロパティの設定
	（オプション）プリ デバッグ イベントのプロパティの設定
	（オプション）ポスト デバッグ イベントのプロパティの設定


	仮想マシン内でのアプリケーションの実行とデバッグ
	仮想マシン内でのデバッグ セッションの開始
	仮想マシン内でセッションをデバッグなしで開始
	仮想マシン内で実行中のプロセスにデバッガをアタッチ


	用語集
	インデックス




