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1 章
製品の紹介とシステム要件
この章では、 以下の項目について VMware GSX Server を紹介します。

• VMware GSX Server: x86 ベース サーバ向けのエンタープライズクラスの
仮想インフラストラクチャ (P.12)

• VMware GSX Server にようこそ (P.14)

• Version 3 の新機能 (P.16)

• 仮想 マシンの仕様 (P.25)

• 対応ゲスト OS (P.28)

• テクニカルサポート (P.30)
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VMware GSX Server 仮想マシンガイド
VMware GSX Server: x86 ベース サーバ
向けのエンタープライズクラスの仮想
インフラストラクチャ
VMware® GSX Server はサーバの統合と、開発とテスト作業の合理化を目指
す企業 IT 管理者のための仮想インフラストラクチャです。 GSX Server は容易
にインストール、管理ができ、迅速な投資収益 (ROI) が期待できます。他の
仮想化商品と違い、 GSX Server は企業実績があり、 選択の自由を保護し、
データセンタークラスの仮想化へのアップブレードへの道を開きます。

4 年以上の実績を誇る VMware GSX Server は、何千という顧客から仮想化の
ソリューションとして信頼を得ています。GSX Server は Windows あるいは
Linux のプラットフォームに容易にインストールでき、高度な性能により、
市場で最も柔軟性のあるサーバ仮想化製品 と言えるでしょう。 GSX Server は
幅広く使用されている VMware 仮想インフラストラクチャソリューション
のひとつで、仮想マシンはすべての VMware 製品と互換性があり、統一さ
れた管理と設定を VMwareVirtualCenter によって提供されています。

VMware GSX Server はサーバを安全で移動可能な仮想マシンに分割、隔離す
ることにより、コンピューティングインフラストラクチャを簡易化します。
各仮想マシンは、標準の Windows、Linux 、あるいは NetWare オペレー
ティングシステム及びアプリケーションを実行できます。GSX Server によ
り、安全かつ統一されたプラットフォームで、これらの仮想マシンのリモー
ト管理、自動展開、標準化が可能になります。

何千もの企業顧客が、VMware GSX Server を使ってサーバのスケーラビリ
ティ、信頼性、高可用性の提供と最大 IT 投資収益を実現しています。GSX 
Server は企業全体に渡り、次のように使用されています。 

• 容易に展開、管理可能なサーバベースの仮想マシンを使った、ソフト
ウェア開発とテスト作業の合理化

• 新およびレガシー部門サーバ アプリケーション向けのサーバ統合

• ローカルまたは遠隔地への迅速なサーバ展開

• オペレーティングシステムとアプリケーションパッチ管理の合理化
www.vmware.com12



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
GSX Server 3 の主な利点
GSX Server 3 の 主な利点として、以下のものが挙げられます。

• 何千もの実績ある顧客に 4 年以上にわたって出荷されている VMware 
GSX Server は、市場で最も柔軟で容易に展開できるサーバ仮想化製品
です。

• 他の仮想化テクノロジに類を見ない幅広いホスト及びゲスト OS のサ
ポート。最良の OS プラットフォームを自在に選択できます。

• 多様な目的にあわせて、あらゆる環境に容易に統合。アプリケーショ
ンのようにインストールでき、あらゆる標準の x86 ハードウェア上で
実行可能です。

• 最高のスケーラビリティ、拡張性、そしてロバスト性を実現するため
に大規模サーバ（最大 64GB のホストメモリ、32 ホストプロセッサ、
及び 64 の稼動仮想マシン）をサポート

• 全ての VMware 仮想化製品と互換性がある仮想マシンを提供し、
VMware VirtualCenter を使って即座に実行可能

• 高可用性アプリケーションのための高度な仮想マシンクラスタリング
をサポート

• 隔離された仮想パーティションが信頼性のあるサーバ統合を保証

• 安全なリモート管理を保証

• 仮想マシンの完全なネットワーク接続性を実現

• VmCOM 及びVmPerl Scripting APIを使って仮想マシンのモニタリングと
コントロールを自動化

• WMware のソフトウェアがインストールされたあらゆるシステム上で
仮想ディスクファイルを実行

他の VMware GSX Server 3 についての新しい機能は、「Version 3 の新機能 
(P.16)」を参照ください。
13



VMware GSX Server 仮想マシンガイド
VMware GSX Server にようこそ
VMware GSX Server をお買い上げいただき、ありがとうございます。本ソフ
トウェアは、複数のオペレーティングシステムを安全で、移動可能な高性能
仮想コンピュータの上で実行することを可能にし、IT プロフェッショナルに
エンタープライズクラスのサーバ統合とサーバリソースの高可用性を提供し
ています。

GSX Server を初めてお使いになる方は、このマニュアルをよくお読みくださ
い。

VMware 製品をお使いになったことのある方も、Version 3 の新機能を確認し、
既存インスタレーションをアップグレードする際の注意点をご確認くださ
い。

｢ VMware GSX Server 運用ガイド」 では、GSX Server でできることをいくつか
紹介しており、また、本ソフトウェアのインストール、サーバホストの構
成、仮想マシンの管理の重要な手順についても説明を行っています。

「VMware GSX Server 仮想マシンガイド」 では、仮想マシンの作成の仕方、
GSX Server の優れた機能を最大利用するための詳しい参考資料を紹介してい
ます。
www.vmware.com14



第 1 章  製品の紹介とシステム要件
Intel ベースサーバ用のエンタープライズクラスの
仮想インフラストラクチャ 
VMware 製品は物理コンピュータを論理コンピューティングリソースの集合
体に変える仮想化レイヤを備えています。そしてこれらのリソースを必要に
応じて、あらゆる OS あるいはアプリケーションに動的に割り当てることが
できます。これによって、より多くの時間をビジネス有形資産価値をもたら
すことに使用し、OS のインストール、ハードウェアの再起動、再構成に要
する時間を短縮することができます。

必要な OS 全てを一度に実行可能です。

VMware 仮想化テクノロジを使えば、OS の完全に独立した複数のインスタ
レーションを一台の PC に設定できます。 Microsoft® Windows® や Linux® の
複数のインスタンスを GSX Server ソフトウェアで作成した仮想マシンで同
時に実行することができます。各仮想マシンは、独自のネットワークアドレ
スとハードウェアデバイスを備えた完全なサーバに相当します。 物理サーバ
と同様に、完全な OS とアプリケーションソフトウェアをインストール、実
行します。

ホストとゲスト

･GSX Server ソフト
ウェアをインストー
ルした物理コン
ピュータはホストコ
ンピュータと呼び、
その OS はホスト
OS と呼びます。

･仮想マシン内で実行
される OS はゲスト
OS と呼びます。

･このような用語、表
現については、この
マニュアルの最後に
ある用語集を参照し
てください。
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VMware GSX Server 仮想マシンガイド
Version 3 の新機能
VMware GSX Server 3 は、VMware GSX Server を長く愛用してくださってい
るユーザーにも、仮想マシンの可能性をこれから体験なさろうとしている初
めてのユーザーにも、性能を高めて使い易さを実現する新機能を提供しま
す。

Version 3.2 の機能
VMware GSX Server 3.2 の主な機能は以下の通りです。

新しいオペレーティングシステムのサポート
VMware GSX Server 3.2 では、AMD64 及び Intel® EM64T プロセッサ上で以下
の 64 ビットのホスト OS をフルサポートするようになりました。

• AMD64及びIntel EM64Tプロセッサ上でMicrosoft® Windows Server 2003 
x64 Edition をホスト OS としてサポート

VMware GSX Server 3.2 では、AMD64 及び Intel EM64T プロセッサ上で以下
の 64 ビットのホスト OS を試験的にサポートするようになりました。

• Red Hat™ Enterprise Linux 4

• Red Hat Enterprise Linux 3 Update 4

• SUSE™ LINUX Enterprise Server 9 Service Pack 1

• SUSE LINUX 9.3

• SUSE LINUX 9.2

VMware GSX Server 3.2 では、以下の 32 ビットのホスト OS 及びゲスト OS
を新しくサポートするようになりました。

• Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

• Mandrake Linux 10.0 及び 10.1

• Red Hat Enterprise Linux 4

• Red Hat Enterprise Linux 3 Update 4

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 Update 6

• SUSE LINUX Enterprise Server 9 Service Pack 1

• SUSE LINUX 9.3（試験的にサポート）

• SUSE LINUX 9.2
www.vmware.com16
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iSCSI プロトコルを使ったクラスタリングのサポート
iSCSI プロトコルを使用すれば、複数のホストにクラスタリング環境をセッ
トアップできます。詳細は、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「iSCSI プ
ロトコルを使ったクラスタリング」をご覧ください。 

デュアルコア プロセッサ ライセンスの互換性
2 プロセッサ版の GSX Server で、デュアルコア プロセッサ 2 個を搭載した
システムがサポートされるようになりました。

GSX Server 3.2 で修正された主なバグ
今回のリリースでは、以下のバグが修正されています。

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 AS ホストで発生するパニックを修正

• Fedora Core 3 ホストで仮想マシンをパワーオンする時に発生するコア
ダンプの問題を修正

• SUSE LINUX 9.1ホストの仮想マシンでUSBデバイスが動作するように問
題を修正

• Windows Server 2003ゲストOSをService Pack 1 RC1にアップグレードす
る際に発生するモニタのエラーを解決

• レガシー仮想ディスクが構成された仮想マシンをパワーオンできない
問題を修正

• Windows ホストの起動時に自動的に仮想マシンをパワーオンしようと
する時に発生する DirectInput エラーを修正。この場合、以下のエラー
メッセ時が表示されていました。
Failed to create DirectInput object-

HRESULT(0x80004001:sev 1 fac 0 code 16385]: 

Unknown error 16385(0x4001)

• 32GB RAM が構成されたホスト上のメモリの問題を修正

• 仮想マシンがアイドル状態にあるか、あまり使用されていない時に、
メモリ使用状況が最大に達している旨の警告を VirtualCenter が表示す
る問題を解決

• vmware-config.plコンフィギュレーションプログラムを実行する前
に、実行中の仮想マシンをすべてパワーオフする旨をユーザーにアド
バイスするようになりました。

• CAN-2004-0700 に記載されているセキュリティの脆弱性を修正
17



VMware GSX Server 仮想マシンガイド
Version 3.1 の機能
VMware GSX Server 3.1 の主な機能は以下の通りです。

VMware Virtual Disk Manager を使って仮想ディスクを管理
VMware Virtual Disk Manager ユーティリティを使って、仮想ディスクファイ
ルをコマンドラインから、あるいはスクリプトで作成、管理、変更できるよ
うになりました。詳しくは、「VMware 仮想ディスクマネージャの使用 
(P.205)」をご覧ください。

新しいオペレーティングシステムのサポート
最適なオペレーティングシステムやアプリケーションを自在に選択すること
ができます。VMware GSX Server 3.1 では、Microsoft Windows Server 2003 
for 64-Bit Extended Systems （ベータ版）、及び 64 ビットプロセッサを備え
たホスト上での Red Hat Enterprise Linux 3.0 や SuSE Linux Enterprise Server 
8.0 を試験的にサポートしています。

また、Solaris 9 及び 10 オペレーティングシステム x86 プラットフォーム版
がゲスト OS として試験的にサポートされています。

VirtualCenter 対応
GSX Server 3.1 は VMware VirtualCenter で管理できます。VirtualCenter を使
用して複数の GSX Server ホスト上の仮想マシンを管理、配布することがで
き、VirtualCenter の管理下で他の GSX Server や ESX Server 間を移動させる
ことができます。

OpenSSL 0.9.7d による GSX Server 3.1 のセキュリティ保護
GSX Server 3.1 は、アップデートされた OpenSSL を備えています。OpenSSL 
0.9.7d は、多様なセキュリティ上の脆弱性を修正します。

GSX Server 3.1 で修正された主なバグ
今回のリリースでは、以下のバグが修正されています。

• VMware Management Interface（管理インターフェイス）がタイムアウ
トすると Linux ホストで Apache Web サーバがクラッシュする問題を
修正

• VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール） が Linux ホス
ト上の VMware 管理インターフェイスから起動するのを妨げていた問
題を修正

• VMware 管理インターフェイスが誤ったメモリ及びプロセッサ使用統計
をレポートしていた問題を修正
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• SSLを使ったセキュア接続がセキュリティ保護されていないポート8222
にリダイレクトされる VMware 管理インターフェイスの問題を修正

• GSX Server 2.x を削除すると Windows のレジストリキーが読取り専用に
なり、その結果 GSX Server 3 のインストールが失敗してしまう
Windows ホスト向けの問題を修正

• 特定グループのユーザーが仮想マシンを作成できなかった Linux ホスト
向けの問題を修正

• vmxnetネットワークドライバに切替えると仮想マシン内でネットワー
ク接続が正常に動作しなくなる Linux ホスト向けの問題を修正

• 仮想マシンがフリーズした時に解決法として仮想マシンプロセスを強
制終了させるしかなかった Windows ホストの問題を解決 

• デッドロックや、LSI Logic SCSI アダプタが構成されクラスタ化された
仮想マシンをパワーオンすると発生するパニック等の SCSI リザベー
ションに関する問題を修正

• ホストの起動時に仮想マシンが自動起動するように設定されている場
合にホストを起動すると VMware Registration Service サービスがハング
していた問題を修正

• Windows NT 4.0 Service Pack 6a（日本語版のみ）ゲスト OS で Windows 
Explorer の検索機能を使用すると発生していたアプリケーションエラー
を修正。このエラーは、ゲストに VMware Tools がインストールされて
いた場合にのみ発生していました。

• Windows NT 4.0 Service Pack 3ゲストOSにVMware Toolsをインストール
できるように問題を修正。詳細は、知識ベース第 1304 項

（www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1304）をご覧く
ださい。

• Windowsホストで静的IPアドレスが構成されたGSX Server 2.5.x仮想マシ
ンを GSX Server 3 でパワーオンすると、静的 IP を失ってしまう問題を
修正。 詳細は、知識ベース第 1307 項（www.vmware.com/support/kb/

enduser/std_adp.php?p_faqid=1307）をご覧ください。

• 仮想マシンや仮想ディスクを作成できるユーザーを制限できるように
なりました。詳細は、知識ベース第 1042 項（www.vmware.com/support/

kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1042）をご覧ください。

• NAT ネットワークを使用するように構成された仮想マシンが PPTP
（Point-to-Point Tunneling Protocol）を使用できるようになりました。
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VMware GSX Server 仮想マシンガイド
Version 3 の機能
VMware GSX Server 3 の主な機能は以下の通りです。

GSX Server 3 のセキュリティのアップデート：OpenSSL 0.9.7d パッチ
本製品で使用されているバージョンの OpenSSL をアップデートする GSX 
Server 3 向けのパッチが存在します。新しいバージョンの OpenSSL はセ
キュリティ上の脆弱性を修正します。これは、 GSX Server Security Updates 
Web ページ（www.vmware.com/download/gsx_security.html）からダウンロード
していただけます。

GSX Server 3 のユーザーは、このパッチをダウンロードしてインストールさ
れるよう強く推奨いたします。

仮想マシンユーザーアクセスコントロールの向上
Windows ホストでは、仮想マシンはユーザーとして実行します。特定の
ユーザーを指定することも、仮想マシンをパワーオンした人をユーザーとし
て仮想マシンを実行することも可能です。 詳細については｢ VMware GSX 
Server 運用ガイド」の｢ Windows 向け GSX Server によるユーザー認証と仮想
マシンの実行方法」を参照ください。

リモート接続の安全性向上
VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）と VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）とのリモート接続に、デ
フォルトで SSL が使用可能です。

VirtualCenter 対応
GSX Server3 は、近々リリースされる VMware VirtualCenter でも管理できま
す。VirtualCenter を使用して複数の GSX Server ホスト上の仮想マシンを管
理、配布することができ、VirtualCenter の管理下で他の GSX Server や ESX 
Server 間を移動させることができます。

新 VMware 仮想マシンコンソール
VMware 仮想マシンコンソールで仮想マシンに接続し管理することができ、1
つのアプリケーションにローカルコンソールとリモートコンソールの最高の
機能を一体化させることが可能です。仮想マシンをローカルおよびリモート
から作成、構成します。他のコンソールが接続されていても、ローカルサー
バあるいはリモートクライアントから仮想マシンに同時に接続できます。仮
想マシンをフルスクリーンモードでローカルおよびリモートで実行します。

コンソールインターフェイスは完全にアップデートされています。同じウィ
ンドウに複数の仮想マシンを実行することができ、新しいクイックスイッチ
モードを使用してマシン間の切替ができます。コンソールメニュー は簡素
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第 1 章  製品の紹介とシステム要件
化されています。旧来のコンソールとくらべて、リモート接続を狭いネット
ワークバンド幅で行うことができます。

詳細は「仮想マシンの実行 (P.101)」を参照ください。

仮想マシンのスナップショット
仮想マシンの状態をスナップショットに記録すると、実行中のシステムのコ
ピーが設定時の状態のままに作成され、ディスクに保存されます。設定した
スナップショットには必要な時にいつでも戻ることができ、ゲスト OS の
アップグレード等の込み入った作業もより簡単に行えるようになります。 ス
ナップショットを記録し、OS をアップグレードし、何か問題が起これば、
スナップショットの状態に戻ることができます。あるいは、セールスデモの
出発点としてスナップショットを使用することもできます。 

詳細は「スナップショットの使用 (P.165)」 を参照ください。

Windows ホストへの GSX Server 自動インストールとWindows ゲストへの
VMwareTools 自動インストール
Windows ホストと Windows ゲスト OS の VMware Tools のインストーラー
が向上されました。Windows ホストの GSX Server と Windows ゲストの
VMware Tools は Microsoft Windows Installer ランタイムエンジンを使用しま
す。それにより、Windows ホストへの GSX Server 自動インストールと
Windows 仮想マシンへの VMwareTools 自動インストールが可能になりま
す。 詳細については、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の 「GSX Server を
自動インストール」 及び「Window ゲストへの VMware Tools インスタレー
ションの自動化 (P.74)」を参照ください。

Microsoft Windows Installer ランタイムエンジンでは、インストールしたい
機能を選択することができます。

ホストOSの起動と終了にあわせて仮想マシンも自動的に起動と終了
GSX Server ホストを起動した時に自動的に起動、また、GSX Server ホストを
終了した時に自動的に終了するように仮想マシンを構成できます。詳細につ
いては「ホストの起動 / 終了時に仮想マシンをパワーオン / オフ (P.131)」を
参照ください。

旧仮想マシンと旧GSX Server ホストへの接続
コンソールで旧来の GSX Server ホストに接続し、旧バージョンの VMware
製品から仮想マシンを実行できます。詳細については「旧 GSX Server、ESX 
Server システム、旧仮想マシンへの接続 (P.121)」を参照ください。
21



VMware GSX Server 仮想マシンガイド
VMware 管理インターフェイスの向上
Web ブラウザからの仮想マシンと GSX Server ホストの管理が改善されまし
た。仮想マシンハードウェア、構成オプション、及び SSL 接続等、より多く
のホストと仮想マシンの機能を構成できるようになりました。詳細は
｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「VMware 管理インターフェイスの使
用」 を参照ください。

Windows ホスト上の GSX Server イベントのログ
GSX Server は Windows ホスト上のアプリケーションで起こった特定のイベ
ントについての情報を Windows Event Viewer に送ります。詳細は｢ VMware 
GSX Server 運用ガイド」の 「Windows で GSX Server のイベントログを記
録」を参照ください。 

仮想ディスクとネットワーク性能の向上
仮想ディスクとネットワークの性能は 10% から 20% の伸びが見られます。

Windows ホスト上での仮想マシン性能の監視
GSX Server 専用のカウンターを Windows Performance コンソール (PerfMon)
で使用すれば、Windows ホスト上の稼動中仮想マシンの性能を監視できま
す。 詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の 「仮想マシンのパフォーマ
ンスを監視」を参照ください。

仮想マシンの大容量メモリ
各仮想マシンに最大 3600MB までのメモリを割り当て、 大規模サーバ アプリ
ケーションを実行できます。詳細は「仮想マシンにメモリを割り当て 
(P.372)」を参照ください。

最新の VMware 製品との仮想マシン共有の簡易化 
GSX Server 3 で作成された仮想マシンは、VMware Workstation 4 および ESX 
Server 2 と互換性があり、仮想マシンの移動と共有が容易になりました。 

ゲストOS向けの新しい LSI Logic 仮想 SCSI アダプタ
Windows Server 2003、Red Hat Enterprise Linux 3.0 あるいは NetWare ゲスト
をインストールすると、LSI Logic 仮想 SCSI アダプタもインストールされま
す。

PXE 起動
PXE Server からネットワークを使って仮想マシンを起動し、ゲスト OS をイ
ンストールできます。 詳細は「仮想マシンで PXE を使用 (P.143)」を参照くだ
さい。
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仮想ネットワーク構成の簡易化
Window ホスト上で Virtual Network Editor を使用すれば、仮想ネットワーク
を容易に構成できます。詳細は「ネットワーク (P.247)」を参照ください。

ネットワークアダプタのチーミングをサポート
Windows ホスト上で 仮想マシンは、チーミングやボンディングを行ったホ
ストネットワークアダプタにもブリッジが可能です。詳細は「ホストでチー
ムネットワークインターフェイスカードを使用する時のブリッジネットワー
クの構成 (P.282)」を参照ください。

Generic SCSI テープバックアップのサポート
一般的なバックアップソフトウェアと SCSI テープデバイスを使用して、仮
想マシンをバックアップします。詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」
の「 仮想マシン及び GSX Server ホストのバックアップ」 を参照ください。

リモートクライアントでの DVD-ROM と CD-ROM ドライブの使用
リモートクライアントから仮想マシンに接続している場合、ローカルの
DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを使用し、GSX Server ホストのドライ
ブを使用することなく、ソフトウェアをインストール、あるいはデータをコ
ピーすることができます。詳細は「DVD-ROM/CD-ROM ドライブをクライア
ントで使用 (P.186)」を参照ください。

仮想DVD-ROM と CD-ROMドライブサポートの向上
マルチセッションの DVD-ROM と CD-ROM メディアを読込みます。ゲスト
OS で CD-ROM を焼付けます。 

仮想マシンのデバッグサポート
仮想マシンでユーザー及びカーネルレベルのデバッガをサポートします。

新しいオペレーティングシステムのサポート
VMware GSX Server 3 は Red Hat Enterprise Linux 3.0、SuSE Linux Enterprise 
Server 8.0 patch 3 、 及び Turbolinux Server 8.0 と Workstation 8.0 ホストをサ
ポートしています。 Red Hat Enterprise Linux 3.0、 SuSE Linux Enterprise Server 
7 patch 2、NetWare 6.5 Server、FreeBSD 4.6.2、 4.8、5.0、5.1 ( 未公開バー
ジョン )、及び Turbolinux Server 7.0、8.0 と Workstation 8.0 がゲスト OS と
して新たにサポートされます。 Microsoft Windows Longhorn( 開発コード名 )
も試験的にサポートされます。

新 Linux カーネルサポート
新しい 2.6 カーネルで Linux ゲスト OS を実行します。
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新サポートスクリプト
サポートリクエストを提出する際は、問題の原因追求が少しでも容易になる
ように、新しいサポートスクリプトを使用してデータを集めてください。詳
細は「トラブルの報告 (P.30)」を参照してください。

製品アップデート情報の自動確認
VMware GSX Server は自動的に製品のアップデート情報を確認します。自動
確認の間隔を指定することもでき、または自動確認機能をオフにしてその都
度確認することもできます。詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の 

「GSX Server ソフトウェアを自動的にアップデート」 を参照ください。
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仮想 マシンの仕様
GSX Server で作成した各仮想マシンのプラットフォームは、ゲスト OS が認
識できる次のデバイスを備えています。 

仮想プロセッサ
• ホストコンピュータと同じプロセッサ（ただし拡張 64 ビットはサポー

トされていません）

• 対称型マルチプロセッサ（SMP）システムでは、仮想マシンごとにシ
ングルプロセッサ 

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

ボード

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

• システム管理エージェントサポートの DMI/SMBIOS 対応

仮想メモリ
• 仮想マシン1台につき最大3600MB ( ホストのシステム構成、ホストで使

用されているアプリケーションの種類、ホストのメモリサイズによっ
て異なります）

仮想グラフィック
• VGA 及び SVGA をサポート

仮想 IDEドライバ
• 最大 4 つのデバイスをサポート。ディスク、CD-ROM または DVD-ROM 

(DVD ドライブを使った DVD-ROM ディスクのデータの読取りは可能で
すが、DVD Video はサポートされていません )

• ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可

• 最大 128GB の IDE 仮想ディスク

• CD-ROM は、物理デバイスでも ISO イメージファイルでも可

仮想 SCSI デバイス
• 最大 4 つの仮想 SCSI コントローラに最大 60 個のデバイス

• 最大 256GB の SCSI 仮想ドライブ
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• ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可

• Generic SCSI のサポートによって、デバイスの利用にホスト OS のドライ
バを必要としなくなりました。スキャナ、CD-ROM、DVD-ROM、テー
プドライブ等の SCSI デバイスと動作

• Mylex® (BusLogic) BT-958 互換のホストバス アダプタ

• LSI Logic Ultra160 LSI53C10xx SCSI コントローラ

仮想 PCI スロット
• 6 つの仮想 PCI スロット（仮想 SCSI コントローラ、仮想イーサネットカー

ド、仮想ディスプレイアダプタ、仮想サウンドアダプタに使用） 

仮想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

仮想シリアル (COM) ポート
• 最大 4 つのシリアル (COM) ポート

• シリアルポート、Windows ファイルまたは Linux ファイル、名前付きパ
イプに出力

仮想パラレル (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 のファイルに出力 

仮想USB ポート
• 2 ポートの USB 1.1 UHCI コントローラ

• USB プリンタ、スキャナ、PDA、ハードディスクドライブ、メモリカー
ドリーダ、デジタルカメラ等のデバイスをサポート

仮想キーボード
• 104 キー Windows 95/98 拡張キーボード、106 キー日本語キーボード 

仮想マウス及び描画タブレット
• PS/2 マウス

• シリアルタブレットをサポート 
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仮想 イーサネットカード
• 最大 4 枚の仮想イーサネットカード

• AMD PCnet-PCI II 互換

• ブリッジと NAT ネットワークでワイヤレスネットワークをサポート

• PXE ROM version 2.0

仮想ネットワーク
• 9つの仮想イーサネットスイッチ ( 内 3 つはデフォルトでBridged、Host-

only 及び NAT ネットワークに割り当てられています )

• 仮想ネットワークは、TCP/IP、NetBEUI、Microsoft Networking、
Samba、Novell® NetWare®、NFS 等ほとんどのイーサネットベースのプ
ロトコルをサポートします。

• ビルトインの NAT による TCP/IP、FTP、DNS、HTTP 及び Telnet を使った
クライアントソフトウェアのサポート

仮想サウンドアダプタ
• サウンド入出力

• Creative Labs Sound Blaster® AudioPCI をエミュレーション（MIDI 入力と
ゲーム用コントローラ、ジョイスティックはサポートされていません ) 
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対応ゲスト OS
下記の OS は、VMware GSX Server の仮想マシンでテストが行われ、正式に
サポートされているものです。ゲスト OS のインストールに関する注意事項
は、弊社 Web サイト (www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html) か
[Help] メニューにある「VMware ゲスト OS インストールガイド」を参照し
てください。

リストに記載されていない OS は、VMware GSX Server の仮想マシンではサ
ポートされません。対応ゲスト OS の最新リストは、弊社 Web サイト

（www.vmware.com/support/gsx3/doc/intro_sysreqs_guest_gsx.html）を参照ください。

注意 : リストに記載されていない OS は、VMware GSX Server の仮想マシンで
はサポートされません。IA-32 命令セットに 64 ビット拡張を使用するゲスト
OS はサポートされていません。

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

• Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard 
Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition 及び Windows Small 
Business Server 2003（Service Pack 1 を含む）

• Windows XP Professional 及び Windows XP Home Edition（Service Pack 1
及び Service Pack 2 を含む） 

• Windows 2000 Professional、 Windows 2000 Server、Windows 2000 
Advanced Server、及び Windows 2000 Professional Service Pack 4 
checked build（Service Pack 1、2、3 または 4 を含む））

• Windows NT® 4.0 Server、Windows NT Workstation 4.0 及び Windows NT 
4.0 Terminal Server Edition（Service Pack 6a を含む）

• Windows Me

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

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

• Windows for Workgroups 3.11

• Windows 3.1 

Microsoft MS-DOS
• MS-DOS 6.22
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Linux
• Mandrake Linux 8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、10.0 及び 10.1

• Red Hat Linux 6.2、7.0、7.1、7.2、7.3、8.0 及び 9.0

• Red Hat Enterprise Linux (AS、ES、WS) 2.1（Update 6 を含む）、Red Hat 
Enterprise Linux (AS、ES、WS) 3.0（Update 4 を含む）、Red Hat 
Enterprise Linux (AS、ES、WS) 4.0

• SuSE Linux 7.3、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1 及び 9.2。

• SuSE Linux Enterprise Server 7（Service Pack 2 を含む )、8 (Service Pack 3
を含む )、9（Service Pack 1 を含む）

• Turbolinux Server 7.0、8.0、Workstation 8.0

Novell NetWare
• NetWare 4.2 Support Pack 9、5.1 Support Pack 6、6.0 Support Pack 3 、

6.5 Support Pack 1

FreeBSD
• FreeBSD 4.0 ー 4.6.2、4.8、4.9、5.0、5.2

Solaris
• Solaris 9、10 オペレーティングシステム x86 プラットフォーム版（試験

的にサポート）
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テクニカルサポート
オンラインドキュメント
本マニュアルへの最新アップデートを含む VMware GSX Server 関連のドキュ
メントは、弊社 Web サイト （www.vmware.com/support/gsx3/doc）を参照く
ださい。

VMware 知識ベース
弊社 Web サイトの知識ベース（www.vmware.com/support/kb/enduser/

std_alp.php）では、トラブルシューティングや上級ユーザー向けの使用上のヒ
ント等をご覧いただけます。

VMware コミュニティーフォーラムとニュースグループ
VMware コミュニティーは、弊社 Web サイト上で管理されているディス
カッションフォーラムで、全ての VMware ユーザーに開放されています。 弊
社テクニカルスタッフが定期的にフォーラムに挙げられている問題点、
フィードバックに目を通して、解決の手助けや、情報提供を行う場合もあり
ます。

コミュニティーへの参加は、 www.vmware.com/community にて、ユーザーアカ
ウントを作成してください。

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

最新のニュースグループのリスト及びそこで議論されるトピックに関する詳
細は、www.vmware.com/vcommunity/newsgroups.html を参照してください。

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

シリアル番号の登録は 必ず行ってください。 登録されますと、
www.vmware.com/requestsupport でサポートリクエストを提出してトラブルの
報告を行うことができます。
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次の手順では、トラブルの診断に必要な情報を記述しています。 この情報の
ほとんどは様々なログファイルから集められます。どのログファイルが必要
かは起きた問題によって異なります。ログファイルについては手順の後に記
載されています。

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る
ことにより、必要な情報収集を簡易化することができます。 ご使用のホスト
コンピュータに従って、次の作業を行ってください。

注意 : サポートスクリプトは GSX Server ホスト上でのみ実行されます。リ
モートクライアント上で問題が発生した場合は、手作業でログファイルを収
集する必要があります。クライアント上で発生した問題にもよりますが、必
要なログファイルとして、VMware 仮想マシンコンソール ログファイルとイ
ンスタレーション ログファイルの 2 個があります。これらのログに関する
詳細情報は、下記を参照してください。

Windows ホスト
1. コマンドプロンプトを開きます。

2. GSX Server のプログラムディレクトリに移動します。
C:

cd ￥Program Files￥VMware￥VMware GSX Server

デフォルトのディレクトリにプログラムをインストールしなかった場
合は、該当するドライブ文字を使用し、上記の cdコマンドでは適切な
パスを代わりに使用してください。

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

4. スクリプト実行後、出力先ディレクトリ名が表示されます。WinZip ま
たは PKZIP などのファイル圧縮ユーティリティを使用して、そのディ
レクトリを圧縮し、サポートリクエストと共にこの zip ファイルを提出
してください。 

Linux ホスト
1. ターミナルを開いてください。

2. 仮想マシンを実行中のユーザーまたは root としてサポートスクリプト
を実行してください。
vm-support

root としてサポートスクリプトを実行しない場合は、一部情報を収集
できないとのメッセージをスクリプトが表示しますが、これは正常な
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動作です。弊社サポートチームがその情報を必要とする場合は、root
として再度スクリプトを実行するようにお願いする場合があります。

3. スクリプトが現在のディレクトリに圧縮した .tgzファイルを作成し
ます。その出力ファイルをサポートリクエストと共に提出してくださ
い。

ログファイル
以下のログファイルは、必要に応じて GSX Server によって作成され、サ
ポートスクリプトによって収集されるものです。リモートクライアントには
サポートスクリプトが存在しません。このため、クライアントで問題が発生
した場合は、www.vmware.com/requestsupport からサポートリクエストを提出
し、コンソールのログファイルまたはコンソールのインスタレーション ロ
グファイルを添付してください。

仮想マシンログファイル
仮想マシンが正常に終了しない場合、またはクラッシュする場合は、仮想マ
シンを再度 立ち上げる前に、サポートスクリプトを実行するか、ログファ
イルを保存してください。 保存すべき主なログファイル は、問題が発生した
仮想マシンの VMware ログファイルです。

Windows ホストでは、 vmware.log ファイルは問題のある仮想マシンの構
成ファイル (.vmx) と同じディレクトリにあります。稼動中の仮想マシンの
ログファイルへのパスは [About] ダイアログボックスにあります。コンソー
ルで [Help] - [About VMware GSX Server] を選択し、[Additional information]
の箇所を確認してください。

Linux ホストでは、 <vmname>.log ファイルは問題のある仮想マシンの構成
ファイル (.vmx) と同じディレクトリにあります。

コアファイル (core あるいは vmware-core) がある場合は、それも保存し
ておいてください。 

仮想マシン イベント ログファイル
仮想マシンのイベントログは VMware Management Interface（管理インター
フェイス）から一部確認することができますが、イベントログは通常ホスト
上にファイルとして格納されます。このファイルは仮想マシンがクラッシュ
した時にも使われます。

ホストの各仮想マシンには次のイベント ログファイルが存在します。 
event-<path_to_configuration_file>.vmx.log.
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Windows ホストでのログ格納場所は次の通りです。
C:￥Program Files￥VMware￥VMware GSX Server￥vmserverdRoot

￥eventlog

Linux ホストでのログ格納場所は次の通りです。 
/var/log/vmware

VMware 仮想マシンコンソール ログファイル
VMware 仮想マシンコンソールはログを管理しています。リモートクライア
ント上の VMware 仮想マシンコンソールで問題が発生した場合は、サポー
トリクエストにこのログファイルを添えて提出してください。

Windowsホストでのログは vmware-<username>-<PID>.logで、ユーザー
のTEMPディレクトリに格納されます。このディレクトリはディフォルトでは
C:￥Documents and Settings￥<username>￥Local Settings￥Tempで
す。[About] ダイアログボックスにこのファイルへのパスが表示されますので、
コンソールで [Help] - [About VMware GSX Server]を選択し、 [Additional information]
の箇所を確認してください。

Linux ホストでのログは ui-<PID>.log で、ユーザーの TEMP ディレクト
リに格納されます。このディレクトリのディフォルトは次の通りです。
/tmp/vmware-<username>

このファイルへのパスはコンソールをスタートした時にターミナルに表示さ
れます。

VMware 管理インターフェイス ログファイル
VMware 管理インターフェイスはログを管理しています。

Windows ホストでのログは mui.log で、デフォルトで次の場所に格納され
ています。
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Management Interface

Linux ホストでのログは error_log で、デフォルトで次の場所に格納され
ています。 
/var/log/vmware-mui
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VMware 承認サービスログファイル
VMware 承認サービスのログを手作業で有効にすることができます。 ( Linux 
ホストでは vmware-authd と呼ばれています。）

1. テキストエディタで、以下のファイルを開いてください。

• Windows ホストでは、 C:￥Documents and Settings￥All 

Users￥Application Data￥VMware￥VMware GSX Serverに
ある config.ini を編集してください。

• Linux ホストでは、/etc/vmware/config を編集してください。

2. 次のラインをファイルに付け加えてください。 
vmauthd.logEnabled = TRUE
log.vmauthdFileName = "vmauthd.log"

これによって vmauthd.log ファイルが作成されます。 Windows ホス
トでは、このファイルはデフォルトで次の場所に格納されます。
C:￥Windows￥system32または C:￥WINNT￥system32

Linux ホストではデフォルトで次の場所に格納されます。
/var/log/vmware

3. 構成ファイルを保存し、閉じてください。これで、Linux ホスト上でロ
グが有効になります。

4. Windows ホストでは、VMware 承認サービスを再スタートさせてくだ
さい。 [ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ サービス ] を選択し、[ VMware 
Authorization Service( 承認サービス )] を右クリックして [ 再起動 ] を選
択してください。ログが有効になります。

VMware 登録サービス ログファイル
VMware 登録サービスはログを管理しています。

Windowsホストではログは vmware-serverd.log で、 C:￥Windows￥Temp

に格納されています。

Linux ホストではログは vmware-serverd.log で、/var/log/vmware

に格納されています。

VMware GSX Server 及び VMware 仮想マシンコンソールのインスタレー
ション ログファイル
GSX Server はサーバホスト上でインスタレーション ログファイルを管理し
ています。

リモートクライアント上では、VMware 仮想マシンコンソールがインスタ
レーションログファイルを管理しています。VMware 仮想マシンコンソール
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のインストール中に問題が発生した場合は、サポートリクエストにこのログ
ファイルを添えて提出してください。

Windows ホストでは、ファイルは VMInst.log で、 TEMPディレクトリに
格納されています。デフォルトは次の場所です。
C:￥Documents and Settings￥<username>￥Local Settings￥Temp

Local Settingsフォルダはデフォルトでは非表示になっています。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 ホストでは、ログは locations で、 /etc/vmwareに格納されていま
す。
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2 章
仮想マシンの新規作成
ここでは、新しく仮想マシンを作成する手順を説明します。

• 新しく仮想マシンを設定 (P.38)

• ゲスト OS をインストール (P.59)
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新しく仮想マシンを設定
New Virtual Machine Wizard を使用すれば、仮想マシンを作成する主要な作業
を順を追って実行し、様々なオプションやパラメータを設定することができ
ます。後から仮想マシンの設定を変更するには、仮想マシン設定エディタ 
([VM] - [Settings]) を使用します。

• コンソールから新しく仮想マシンを作成するには 「New Virtual 
Machine Wizard を使用して新規仮想マシンを作成 (P.40)」を参照くださ
い。

• VMware Management Interface（管理インターフェイス）から新しく仮
想マシンを作成するには 「VMware 管理インターフェイスから新規仮
想マシンを作成 (P.53)」を参照ください。

• VirtualCenterクライアントからGSX Serverホスト上に新しく仮想マシン
を作成するには、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の 「VirtualCenter
クライアントを使って GSX Server ホストに仮想マシンを作成」を参照
ください。

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

• <vmname>.vmx　New Virtual Machine Wizard や仮想マシン設定エディ
タで指定した設定を保存する構成ファイルです。旧バージョンの
VMware GSX Server を使って Linux ホストで仮想マシンを作成した場
合、このファイルに .cfgという拡張子が付けられていることがあり
ます。

• nvram　仮想マシンの BIOS の状態を保存するファイルです。

• <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 つ以上の .vmdkファイルで構成されます。仮想ディ
スクを 2GB のファイルに分割するように指定した場合、.vmdkファイ
ル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。 
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デフォルトでは、仮想ディスクを作成した時点で、全ての仮想ディス
クスペースが割当てられます。事前割当済みのディスクを作成する前
に、ホストに十分なディスクスペースがあるかを確認してください。

仮想ディスクを作成する時に全てのディスクスペースを割当てないよ
うにした場合は、データが追加されると .vmdk ファイルのサイズも増
加します。 殆どすべての .vmdkファイルは仮想マシンのデータですが、
わずか一部は仮想マシンのオーバーヘッドに割当てられます。 

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

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

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

• <vmname>.vmdk.REDO_xxxxxx　仮想マシンにスナップショットが
設定されている時、あるいは独立 (Independent) 読み取り専用
(Nonpersistent) モードの時に自動的に作成される redo ログファイルで
す。このファイルは、仮想マシンの実行中に仮想ディスクに行った変
更を保存します。このようなファイルは複数作成されることがありま
すので、ファイル名の重複を避けるため、GSX Server によりファイル
名の xxxxxxの箇所には自動的に独自のサフィックスが付けられます。

• <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。

注意 : これまでの VMware 製品の中には、サスペンド状態ファイルに
拡張子 .stdを使用するものもあります。

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

• <vmname>.vmx.sav　スナップショットを作成した時点の仮想マシン
の構成を記録するスナップショットの構成ファイルです。GSX Server
の旧バージョンで Linux ホスト上に仮想マシンを作成した場合、ファイ
ルに .cfg 拡張子が付いている場合があります。
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仮想マシンの実行中にのみ存在するファイルなど、この他にもファイルが存
在することがあります。

アクセス権と仮想マシンの実行
仮想マシンを作成すると、デフォルトでプライベート モードに設定されま
す。このモードでは、作成したユーザーだけが仮想マシンにアクセスできま
す。 仮想マシンの作成時に [Custom] パスを選択した場合は、 全てのユーザー
が仮想マシンにアクセスできるように指定できます。 

仮想マシンが プライベートの場合、その仮想マシンを作成したユーザーの
コンソールのインベントリには表示されますが、ホストに接続中の他のユー
ザーのコンソールのインベントリには表示されません。仮想マシンを作成し
たユーザーとしてログインした時にのみ、仮想マシンは VMware 管理イン
ターフェイスに表示されます。

実行中の仮想マシンでユーザーが行えるアクションは、設定されている権限
によって異なります。権限の詳細については｢ VMware GSX Server 運用ガイ
ド」の「アクセス権と仮想マシン」 を参照ください。

New Virtual Machine Wizardを使用して新規仮想マシンを作成 
仮想マシンを新規作成すると、未使用、未フォーマットのハードディスク

（仮想ディスク）を備えた新しいコンピュータに相当する一組のファイルが
生成されます。ゲスト OS は、ここにインストールします。デフォルトで仮
想ディスクにはディスク作成時にその全てのディスクスペースが 割当てら
れます。

リモートクライアント上のコンソールを使用して仮想マシンを作成しても、
作成した仮想マシンは、その時点でのログイン先のホストに格納されます。

注意 : 仮想マシンを作成する前に、その仮想マシンにインストールする予
定のゲスト OS に関するインストール注記を確認しておいてください。これ
らの情報は、[Help] メニューか弊社 Web サイト（ www.vmware.com/support/

guestnotes/doc/index.html）にある「VMware ゲスト OS インストールガイド」 か
ら確認いただけます。

次の手順で新規仮想マシンを作成します。

1. VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）を起動しま
す。

Windows ホスト : 「Windows ホストまたはクライアントから仮想マ
シンに接続 (P.114)」を参照ください。

Linux ホスト： 「Linux ホストまたはクライアントから仮想マシンに接
続 (P.117)」を参照ください。
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2. [New Virtual Machine Wizard] を開始します。 [File] - [New Virtual Machine]
を選択するか、 コンソールの [Home] タブの [New Virtual Machine] アイ
コンをクリックします。 

[New Virtual Machine Wizard] では一連の画面が表示されます。これは、
各画面の下にある [Next] と [Back] のボタンを使用して切り替えること
ができます。各画面の指示に従って作業を行ったら [Next] をクリック
して次の画面に進みます。

3. 仮想マシンの構成方法を選択します。

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

• ゲスト OS

• 仮想マシン名と仮想マシンのファイルの格納場所

• ネットワーク接続のタイプ

• 仮想ディスクのサイズ

• 仮想ディスク作成時に全てのディスクスペースを割当て

• 仮想ディスクを 2GB ファイルに分割

[Custom] を選択すると次のことが行えます。

• デフォルトと異なったメモリ容量を割当て

• SCSI アダプタに LSI Logic と BusLogic のどちらかを選択（ATAPI IDE ア
ダプタは常にインストールされます）。
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• 他のユーザーも仮想マシンへアクセスできるようにする。

• GSX Server Windows ホストの開始、終了時に、仮想マシンも自動的
に開始、終了させる。

• 仮想マシンが稼動時に使用するユーザーアカウントを指定する。

• 既存の仮想ディスクを使用する。

• 仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する ( 上級者向 )。

• デフォルトでSCSI仮想ディスクを使用するゲストOSにIDE仮想ディス
クを、IDE 仮想ディスクを使用するゲスト OS に SCSI 仮想ディスクを
設定する。

• 単一のディスクファイルとして仮想ディスクを作成する。仮想ディ
スクが 2GB より大きい場合は、ホストファイルシステムも 2GB より
大きいファイルをサポートするものでなければなりません。

• 特定の場所に仮想ディスクファイルを格納する。

• 仮想ディスクに特定の仮想デバイスノードを指定する。

• 独立(Independent)ディスクモードを使用する(仮想マシンでスナップ
ショットを使用しない場合は、 「独立ディスク (P.176)」を参照くださ
い )。

注意 : [Custom] パスを選んでも、[Typical] のオプションは指定するこ
とができます。

4. ゲスト OS を指定します。

この画面では、仮想マシンにインストールするゲスト OS の種類を指定
します。[New Virtual Machine Wizard] は、この情報を元に必要なメモ
リ容量等の適切なデフォルト値を選択します。この情報を使って、関
連する仮想マシンファイル名もつけられます。
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[Guest operating system] では、オペレーティングシステムのファミ
リー (Microsoft Windows、Linux、Novell NetWare あるいは Other (MS-
DOS、FreeBSD 及びリストに無いほかのゲスト ) を選択し、[Version] リ
ストから特定の OS を選択します。

使用の OS がリストに無い場合は、 [Other] を選択し、 [Version] リストか
ら [Other] を選択します。

ここからの手順は、Windows Server 2003 Enterprise をゲスト OS とし
てインストールする場合を想定しています。各ゲスト OS に関する詳し
いインストール情報は、[Help] メニューや弊社 Web サイト

（www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html）から「VMware ゲス
ト OS インストールガイド」を参照してください。

5. 仮想マシンの名前とフォルダを指定します。

ここで指定した名前は VMware 仮想マシンコンソールと VMware 管理
インターフェイスで使われます。 また、作成中の仮想マシンに関連した
ファイルを格納するディレクトリにもこの名前が使用されます。

各仮想マシンには、独自のディレクトリが割当てられます。構成ファ
イルやディスクファイルといった関連ファイルはすべて、 このディレク
トリに保存されます。

Windows ホスト：仮想マシンのディレクトリとファイルは、デフォルト
で <installdrive>:￥Virtual Machinesに格納されます。

Linux ホスト： 仮想マシンのディレクトリとファイルは、デフォルトで
/var/lib/vmware/Virtual Machines に格納されます。 

ホストにアクセスできない他のユーザーがその仮想マシンにアクセス
する必要がある時は、仮想マシンファイルを他のユーザーがアクセス
できる場所に置くこともできます。詳細は ｢ VMware GSX Server 運用ガ
イド」の「仮想マシンを他のユーザーと共有」を参照ください。
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注意 : コンソールからディフォルトロケーションを変更することもで
きます。[Host] - [Settings] - [General] を選択し、 [Browse] をクリックし
て新しいパスを選んでください。 必ず独自のディレクトリに仮想マシン
を格納してください。

仮想ハードディスクがネットワークドライブにある場合、仮想マシン
のパフォーマンスが遅くなることがあります。パフォーマンスを最高
にするには、仮想マシンディレクトリをローカルドライブに設定して
ください。 ただし他のユーザーがその仮想マシンにアクセスする必要が
ある場合は、他のユーザーがアクセス可能な場所に仮想マシンのファ
イルを保存することもできます。詳細は ｢ VMware GSX Server 運用ガイ
ド」の「仮想マシンを他のユーザーと共有」を参照ください。

構成方法として [Typical] を選択した場合は、ステップ 9 に進んでくだ
さい。

[Custom] を選択した場合は、以下のステップで引き続き仮想マシン構
成をカスタマイズします。 

6. 仮想マシンへのアクセスをプライベートにするかどうかを指定します。

ディフォルトでは、仮想マシンのアクセスはプライベートになってお
り、他のユーザーはアクセスできないように設定してあります。これ
は、特定ユーザーが 1 つのホスト上での仮想マシンの設定を行ってか
ら、他のホストにその仮想マシンを伝搬する場合に役立ちます。

[Typical] を選択して仮想マシンを作成した場合、仮想マシンはプライ
ベートに設定され、他のユーザーはアクセスできません。

仮想マシンの設定エディタで、その仮想マシンへのアクセス権を変更
することができます（[VM] - [Settings] - [Options] - [Permissions] を選択
します )。プライベート仮想マシンについての 詳細は ｢ VMware GSX 
Server 運用ガイド」の「仮想マシンを作成したユーザーのみが閲覧で
きるように設定」を参照ください。
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ホストのシステム管理者は、ホスト構成で仮想マシンへのアクセス権
を指定できます。アクセス権と仮想マシンについての詳細は ｢ VMware 
GSX Server 運用ガイド」の「仮想マシンとホストのセキュリティ保護」 
を参照ください。

7. 仮想マシンを実行するユーザーアカウント (Windows ホスト上の仮想
マシンのみ ) とホストのスタートアップ / シャットダウン オプション
を選択します。

Windows ホスト： [Virtual machine account] で、仮想マシンが実行中に
使用するユーザーアカウントを選びます。 このアカウントは仮想マシン
内からのネットワークアクセスやネットワーク上の仮想マシンリソー
スへのアクセス等に使われます。仮想マシンへのユーザーアクセスに
ついての詳細は、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「アクセス権と
仮想マシン」を参照ください。

• User that powers on the virtual machine（仮想マシンをパワーオン
したユーザー）　仮想マシンをパワーオンしたユーザーのアカウント
で、パワーオフされるまで実行されます。他のユーザーもこの仮想
マシンに接続することができますが、使用されるのは仮想マシンを
パワーオンしたユーザーです。

他のユーザーがこの仮想マシンにアクセスできるレベルは、仮想マ
シンをパワーオンしたユーザーのアクセスレベルによって決まりま
す。仮想マシンへのユーザーアクセスに関する詳細は、｢ VMware 
GSX Server 運用ガイド」の「アクセス権と仮想マシン」を参照して
ください。

• Local system account（ローカルシステムアカウント）　仮想マシン
が、ローカルシステムアカウント（Administrator）として実行され
ます。ホスト OS に Administrator としてログインしている場合にの
み、このオプションを利用できます。
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注意 : このユーザーはローカルストレージにある仮想マシンのみ実行
できます。

• This user（このユーザー）　仮想マシンはここに指定されたユーザー
アカウントとして実行されます。パスワードは仮想マシンがパワー
オンされるまで有効ではありません。ローカルユーザーアカウント、
ローカルシステム アドミニストレータアカウントあるいは十分な資
格を持ったドメインユーザアカウントを指定することができます。

全ホスト：[Startup/Shutdown Options] で、 GSX Server ホストがスター
トアップした時に、自動的に仮想マシンを起動させるか、またホスト
がシャットダウンした時点で、仮想マシンも終了させるかを選択しま
す。 ホストがスタート、シャットダウンした時に仮想マシンを自動的に
スタート、シャットダウンするように構成することができますが、ホ
ストもそのように構成されていなければなりません。ホストの設定が
無効になっている場合は、仮想マシンにこれらのオプションを指定す
る前に、有効にする必要があります。詳細は｢ VMware GSX Server 運用
ガイド」の「仮想マシン向けにスタートアップ / シャットダウン オプ
ションを設定」 を参照ください。

スタートアップとシャットダウンオプションを有効にするには、仮想
マシンをアドミニストレータユーザとして実行するように構成しなけ
ればなりません。 

仮想マシンをパワーオフした時点で、これら全てのオプションを変更
することができます。

8. メモリ容量を仮想マシンへ割当てます。

[New Virtual Machine Wizard] は、指定したゲスト OS に基づいたデフォ
ルトの割当メモリ容量、メモリ容量の推奨範囲と実行中の全仮想マシ
ンが使用できるメモリの総容量とを表示します。 
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さらにウィザードは、メーカーが推奨するメモリの最少量と、ご使用
のサーバホストで仮想マシンの最高のパフォーマンスを得るために
GSX Server が推奨するメモリ最大値も表示します。

仮想マシンに割当てるメモリ容量を変更するには、スライダーを適当
な場所まで動かすか、フィールドの横にあるスピンコントローラを使
用するか、またはフィールドに新しい値を入力してください。

注意 : FAT16 のように 2GB を超えるファイルをサポートできない
ファイルシステムに格納した場合、仮想マシンに 2000MB を超えるメ
モリを割当てることはできません。2GB を超えるメモリを割当てると、
仮想マシンは起動しません。 さらに、FAT32 ファイルシステムに格納し
た場合は、それが 4GB までのファイルをサポートするものであっても、
仮想マシンに 2000MB を超えるメモリを割当てることはできません。

メモリについての詳細は ｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「メモリ
使用上の注意」及び「仮想マシンにメモリを割り当て」を参照くださ
い。

9. 仮想マシンのネットワーク構成を指定します。

ホストコンピュータがネットワークに接続されており、仮想マシンに
独自の IP アドレスを設定できる ( あるいは DHCP サーバから自動的に
IP アドレスが割当てられる ) 場合は、[Use bridged networking] を選択
します。

仮想マシンに独自の IP アドアレスを割当てることはできないけれども、
インターネットに接続したい場合は、[Use network address translation 
(NAT)] を選択します。NAT は、Linux ホストにワイヤレスネットワーク
アダプタが構成されている場合に便利です（ワイヤレスネットワーク
アダプタでの Bridged ネットワークの使用は Windows ホストでしかサ
ポートされていません）。また NAT は、この仮想マシンとホスト OS 間
のファイルの共有を可能にします。
47



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
Host-only ネットワークアダプタのみを使用して、ホストとホスト上の
仮想マシンに限られた仮想ネットワークを仮想マシンで使用するには、
[Use host-only networking] を選択してください。

VMware GSX Server ネットワーキングオプションについての詳細は
「ネットワーク (P.247)」を参照ください。

[Typical] を構成方法として選択した場合はステップ 13 に進んでください。

[Custom] を選択した場合は、以下のステップで引き続き仮想マシン構
成をカスタマイズします。 

10. 仮想マシンに使用する SCSI アダプタを選択します。

IDE と SCSI アダプタは仮想マシンにインストールされています。IDE ア
ダプタは常に ATAPI です。SCSI は BusLogic か LSI Logic SCSI アダプタの
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 Server 2003、Red Hat Enterprise Linux 3、NetWare 6.5 等
最新の OS 以外のほとんどのゲスト OS は BusLogic アダプタがデフォル
トとして設定されています。

LSI Logic アダプタの方がパフォーマンスに優れており、Generic SCSI デ
バイスともスムーズに動作します。Windows Server 2003 には LSI Logic
アダプタが組み込まれています。

どの SCSI アダプタを使うかは、仮想ディスクを IDE または SCSI ディス
クにするかを決める上で影響はありません。しかし、ほとんどのゲス
ト OS には LSI Logic アダプタ向けのドライバは入っていないので、LSI 
Logic の Web サイトからドライバをダウンロードする必要があります。
仮想マシンにインストールするドライバとゲスト OS の詳細について
は、「VMware ゲスト OS インストールガイド」を参照してください。

仮想マシンを作成した後に SCSI アダプタの種類を変えることはできま
せん。
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11. 仮想マシンで使用するディスクを選択します。

新しい、未フォーマットの仮想ディスクを使用するには、[Create a 
new virtual disk] を選択してください。

一般的に、仮想マシンには仮想ディスクの使用をお勧めします。仮想
ディスクは簡単に素早く設定でき、同じホストコンピュータの別の格
納場所にも、異なるホストにも移動することが可能です。

既存の仮想ディスクを仮想マシンに使用するには、[Use an existing 
virtual disk] を選択し、ブラウズしてディスクを選んでください。

物理 (RAW)IDE ディスクにゲスト OS をインストールするには、[Use a 
physical disk] を選択してください。物理 SCSI ディスクを使用するには、 
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使用して、後から仮想マ
シンに付け加えます。物理 SCSI ディスクからの起動はサポートされて
いません。 

ゲスト OS を既存の IDE ディスクパーティションに直接インストールす
るには、「仮想マシンから物理パーティションにオペレーティングシス
テムをインストール (P.239)」のレファレンスノートを参照してくださ
い。

注意 : 物理ディスク構成は、上級ユーザーの方以外にはお勧めいたし
ません。 
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12. 仮想ディスクを IDE ディスクにするか SCSI ディスクにするかを選択し
ます。

ウィザードは選択されたゲスト OS に最適な方を勧めます。 

13. 仮想ディスクの容量を指定します。

作成する仮想ディスクのサイズを入力します。 

仮想ディスクのサイズは 0.1GB(100MB) まで小さくすることができま
す。 SCSI 仮想ディスクは 256GB まで、IDE 仮想ディスクは 128GB まで
大きくすることができます。 デフォルトは 4GB です。

デフォルトでは、ディスク作成時に仮想ディスクの全てのスペースが
割当てられます。仮想ディスクの作成時にディスクの全スペースを割
当てると、ディスクパフォーマンスは幾分向上し、ホストでディスク
スペースが無くなる事態を避けることができますが、ここで指定した
仮想ディスクの最大ディスクスペースが必要になります。事前に割当
てたディスクを圧縮することはできません。

設定したサイズがホストマシンのハードディスクの使用可能スペース
より大きい場合、警告メッセージとホストで利用できるスペースが表
示されます。 ディスクサイズがホストの使用可能スペースを上回る場

仮想ディスクを十分
な大きさに作成

･仮想ディスクは、ゲ
ストOS、インストー
ルする全ソフトウェ
アに加えて、データ
と今後の拡張の余地
を残すだけの大きさ
が必要です。

･仮想ディスクの最大
容量は後で変更でき
ません。

･仮想マシン設定エ
ディタを使用して、
仮想ディスクを追加
することができます。

･例えば、仮想マシン
に Windows Server 
2003 と Microsoft 
Office などのアプリ
ケーションをインス
トールするために
は、仮想ディスクが
存在するファイルシ
ステムに実際の使用
可能スペース約 1GB
が必要です。 1 つの
仮想ディスクを設定
して、これらのファ
イルを保存すること
ができます。あるい
は、 これらのファイ
ルを分割して、初め
の仮想ディスクに
OS をインストール
し、アプリケーショ
ンとデータファイル
を２番目の仮想ディ
スクに使用すること
もできます。
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合、仮想ディスクを小さくするか、[Allocate all disk space now] チェッ
クボックスのチェックを消してください。

仮想マシンのクラスタリングには事前割当てされた仮想ディスクが必
要です。クラスタリングについての詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガ
イド」の 「VMware GSX Server を使った高い可用性の構成」を参照く
ださい。

ディスクを事前割当てしなかった場合は、仮想ディスクのファイルは 
最初は小さく、必要に応じて大きくなります。

このパネルではまた、仮想ディスクを 1 個の大きなファイルとして作
成するか、2GB のファイルに分割して格納するかを指定できます。
FAT32 ファイルシステムあるいは FAT16 のように 2GB を超えるファイ
ルをサポートできないファイルシステムに仮想ディスクが格納されて
いる場合は、分割することをお勧めします。分割するには [Split into 
2GB files] をチェックしてください。

後から仮想ディスクを拡張する必要が生じて事前割当済みの仮想ディ
スクを拡張可能なディスクに変更する場合（あるいは逆方向の変更を
行う場合）、または 1 個のファイルに作成された仮想ディスクを分割し
たり、分割されている仮想ディスクを 1 個のファイルに統合したりす
る場合は、VMware Virtual Disk Manager（仮想ディスクマネージャ）を
使って仮想ディスクの拡張や変換を行うことができます。詳しい情報
は、「VMware 仮想ディスクマネージャの使用 (P.205)」をご覧ください。

[Typical] を構成方法として選んだ場合は、使用するディスクオプション
を設定したら、[Finish] をクリックしてください。 GSX Server が仮想マ
シンを作成します。[Custom] を構成方法として選んだ場合は、次のス
テップに進んでください。

14. 仮想ディスクのファイルの名前と格納場所を指定します。
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仮想ディスクが使用する仮想デバイスノードを指定したい場合、あるい
は独立 (Independent) ディスクモードを使用したい場合は [Advanced]
をクリックしてください。

ディスクモードを指定することは、ディスクが含まれないスナップ
ショットを作成する必要のある特殊な目的の構成で役に立ちます。ス
ナップショット機能についての詳細は、「スナップショットの使用 
(P.165)」を参照ください。

普通 (Normal) ディスクはスナップショットの一部として保存されてい
ます。ほとんどの場合は、この普通ディスクを使用します。

独立ディスクはスナップショットに保存されません。

注意 : 独立ディスクのオプションは、上級ユーザーが特殊な構成で独
立ディスクが必要な場合に限ってご使用ください。

独立ディスクには次のオプションが用意されています。

• 通常 (Persistent)　変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれます。

• 読み取り専用 (Nonpersistent)　ディスクへの変更は、仮想マシンを
パワーオフするかリセットした時に破棄されます。

使用するファイル名と格納場所を設定し、 [Specify Advanced Options]
パネルで必要な設定を行ったら、[Finish] をクリックしてください。 GSX 
Server が仮想マシンを作成します。

作成された仮想マシンは、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。仮想マシンを使用する前に、仮想ディスクのパー
ティション作成とフォーマットを行い、オペレーティングシステムをインス
トールしてください。オペレーティングシステムのインストールプログラム
がパーティション作成とフォーマットを行う場合もあります。 ゲスト OS の
インストールについての詳細は「VMware ゲスト OS インストールガイド」
を参照ください。
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VMware 管理インターフェイスから新規仮想マシンを作成
VMware Management Interface（管理インターフェイス）から新しい仮想マ
シンを作成できます。この方法で作成する各仮想マシンの新しい構成は自動
的に設定されます。New Virtual Machine Wizard を使う必要はありません。
管理インターフェイスを使用して仮想マシンを作成するのは、New Virtual 
Machine Wizard で [Typical] パスを使用して仮想マシンを作成するのと類似
しています（ただし、管理インターフェイスの場合は仮想マシンに Bridged
ネットワークが構成されます）。ネットワーキングの種類は、仮想マシンの
作成後、ネットワーク アドレス変換 (NAT) あるいは Host-only ネットワーク
に変更することができます。

リモートクライアントで稼動するブラウザを使用して仮想マシンを作成して
も、その仮想マシンはログイン先のホストに格納されます。

他の仮想マシンと同様に、コンソールの仮想マシン設定エディタ ([VM] - 
[Settings] を選択 ) で構成設定の変更を行うことができます。また、ほとん
どの設定が管理インターフェイスで構成できます。

管理インターフェイスで作成した仮想マシンは、プライベートに設定されて
います。全てのユーザーが仮想マシンにアクセスできるようにするには仮想
マシン設定エディタの設定を変更してください。 詳細は｢ VMware GSX Server
運用ガイド」の「仮想マシンを作成したユーザーのみが閲覧できるように設
定」を参照ください。

管理インターフェイスについての詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」
の「VMware 管理インターフェイスの使用」 を参照ください。

注意 : 仮想マシンを作成する前に、その仮想マシンにインストールする予
定のゲスト OS に関するインストール注記を確認しておいてください。これ
らの情報は、[Help] メニューか弊社 Web サイト（ www.vmware.com/support/

guestnotes/doc/index.html）にある「VMware ゲスト OS インストールガイド」 か
ら確認いただけます。

VMware 管理インターフェイスから仮想マシンを作成するには、次の手順に
従ってください。
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1. [Status Monitor] 画面で [Add Virtual Machine] をクリックすると、[Add 
Virtual Machine] 画面が表示されます。

2. [Guest Operating System] リストで、仮想マシンのゲスト OS を選択し
ます。仮想マシン名が [Display Name] フィールドに表示され、構成
ファイルへのデフォルトパスが [Location] フィールドに表示されます。

注意 : Red Hat Enterprise Linux 4 仮想マシンを作成する場合は、[Other 
Linux 2.6.x Kernel] を選択してください。

新しい仮想マシンのディスプレイ名を変更することもできます。
[Display Name] フィールドに、仮想マシンの内容を表す名前を入力して
ください。 この名前は管理インターフェイスや VMware 仮想マシンコン
ソールの [Display Name ] 欄に表示されます。 

仮想マシンへのパスも変更することができます。[Location] フィールド
で、ホストマシン上の新しい仮想マシンの構成ファイルへのパスを入
力してください。

各仮想マシンには独自のディレクトリが必要です。構成ファイルや
ディスクファイルを含む全ての関連ファイルはこのディレクトリに置
かれます。

必要な選択を行った後、[Next] をクリックしてください。
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3. 仮想マシンにメモリを割当てます。[Memory] フィールドのデフォルト
は 選択したゲスト OS に基づいて設定されます。仮想マシンに使用す
るアプリケーションの必要性に応じて、このメモリ設定を変更しなけ
ればならない場合もあります。メモリ容量は 4 の倍数で指定してくだ
さい。この設定は後で変更できます。

注意 : FAT16 のように 2GB を超えるファイルをサポートできない
ファイルシステムに格納した場合、仮想マシンに 2000MB を超えるメ
モリを割当てることはできません。2GB を超えるメモリを割当てると、
仮想マシンは起動しません。 さらに、FAT32 ファイルシステムに格納し
た場合は、それが 4GB までのファイルをサポートするものであっても、
仮想マシンに 2000MB を超えるメモリを割当てることはできません。

メモリについての詳細は ｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「メモリ使
用上の注意」及び「仮想マシンにメモリを割り当て」を参照ください。

選択を完了したら、[Next] をクリックしてください。ディスク画面が表
示されます。

4. 新しい仮想ディスクを仮想マシンに追加するのか、既存の仮想ディス
クを使用するのかを選択します。

• 新しく仮想ディスクを作成する場合は、「新しく仮想ディスクを作成 
(P.56)」をご覧ください。

• 既存の仮想ディスクを追加する場合は、「既存の仮想ディスクを使用 
(P.58)」をご覧ください。

仮想ディスクを作成、あるいは追加したら、次の手順に進んでくださ
い。

5. 仮想ディスクの構成完了後、[Next] をクリックします。 GSX Server が仮
想マシンを作成し、全ての仮想ディスクスペースを事前割当てします。
新しい仮想マシンは [Status Monitor] ページに表示されます。 
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6. この仮想マシンの [Hardware] タブ が表示されます。

GSX Server サーバーが仮想マシンに指定したデフォルト設定 ( ネット
ワークアダプタや取り外し可能デバイス等）、あるいは仮想マシン作成
時に指定した構成項目は変更することができます。ハードウェアの変
更は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「仮想マシンのハードウェア
を構成」 を参照ください。

新しく仮想ディスクを作成
1. 仮想ディスクを作成するには、ディスクを IDE にするか SCSI にするか

を決めてください。ウィザードには、推奨するディスク タイプが表示
されます。[IDE type] あるいは [SCSI type] で [Blank] をクリックすると、
[Virtual Disk Configuration] ページが表示されます。

2. [Disk File] フィールドで、仮想ディスクの格納場所と名前を入力してく
ださい。仮想ディスクには必ず .vmdkという拡張子をつけてくださ
い。

3. [Capacity] フィールドで、仮想ディスクのサイズをギガバイト（GB）で
指定してください。デフォルトで GSX Server は、仮想ディスク作成時
にディスクスペースを事前割当てします。

仮想ディスクは 0.1GB（100MB）まで小さくすることができます。SCSI
仮想ディスクは 256GB まで、IDE 仮想ディスクは 128GB まで大きくす
ることができます。デフォルトは 4GB です。
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4. [Virtual IDE Node] あるいは [Virtual SCSI Node] リストのいずれかで仮想
デバイスノードを指定します。

5. この仮想ディスクを独立 (independent ) ディスクにするかを決めます。
[Disk Mode] で [Independent] をチェックし、[Persistent]( 通常 ) あるい
は [Nonpersistent]( 読み取り専用 ) をチェックします。

独立ディスクはスナップショットに保存されません。

注意 : 独立ディスクのオプションは、上級ユーザーが特殊な構成で独
立ディスクが必要な場合に限ってご使用ください。

独立ディスクには 2 つのオプションが用意されています。ディスクを
[Persistent] に指定すると、変更がその場で恒久的にディスクに書き込
まれます。ディスクを [Nonpersistent] に設定すれば、仮想マシンをパ
ワーオフするかリセットした時に、ディスクへの変更が破棄されます。

6. 仮想ディスクのスペースを事前割当てするかを決めます。仮想ディス
クの作成時にディスクの全スペースを割当てると、ディスクパフォー
マンスは幾分向上し、ホスト上のディスクスペースがなくなることも
ありませんが、ここで指定した仮想ディスクスペースが最初から必要
になります。事前に割当てたディスクを圧縮することはできません。
仮想ディスクを事前割当するには、[Allocate all disk space now] ボック
スをチェックしてください。

仮想マシンのクラスタリングには、事前割当済みの仮想ディスクが必
要です。クラスタリングについての詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガ
イド」の「VMware GSX Server を使った高い可用性の構成」を参照くだ
さい。

ディスクを事前割当しない場合、仮想ディスクは最初は小さなファイ
ルとして存在し、必要に応じて拡大します。

このパネルではまた、仮想ディスクを 1 個の大きなファイルとして作
成するか、2GB のファイルに分割して格納するかを指定できます。
FAT32 ファイルシステムあるいは FAT16 のように 2GB を超えるファイ
ルをサポートできないファイルシステムに仮想ディスクが格納されて
いる場合は、分割することをお勧めします。分割するには [Split into 
2GB files] をチェックしてください。

後から仮想ディスクを拡張する必要が生じて事前割当済みの仮想ディ
スクを拡張可能なディスクに変更する場合（あるいは逆方向の変更を
行う場合）、または 1 個のファイルに作成された仮想ディスクを分割し
たり、分割されている仮想ディスクを 1 個のファイルに統合したりす
る場合は、VMware Virtual Disk Manager（仮想ディスクマネージャ）を
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使って仮想ディスクの拡張や変換を行うことができます。詳しい情報
は、「VMware 仮想ディスクマネージャの使用 (P.205)」をご覧ください。

7. 「VMware 管理インターフェイスから新規仮想マシンを作成 (P.53)」の項
のステップ 5 以降の手順を行ってください。

既存の仮想ディスクを使用
1. 既存の仮想ディスクを追加するには、ディスクを IDE にするか SCSI にす

るかを決めてください。次に [IDE type] あるいは [SCSI type] で [Blank] を
クリックすると、[Virtual Disk Configuration] ページが表示されます。 

2. [Disk File] フィールドで、仮想ディスクの格納場所を入力してください。

3. [Virtual IDE Node] あるいは [Virtual SCSI Node] リストのいずれかで仮想
デバイスノードを指定します。

4. この仮想ディスクを独立 (independent ) ディスクにするかを決めます。
[Disk Mode] で [Independent] をチェックし、[Persistent]( 通常 ) あるい
は [Nonpersistent]( 読み取り専用 ) をチェックします

独立ディスクはスナップショットに保存されません。

注意 : 独立ディスクのオプションは、上級ユーザーが特殊な構成で独
立ディスクが必要な場合に限ってご使用ください。

独立ディスクには 2 つのオプションが用意されています。ディスクを
[Persistent] に指定すると、変更がその場で恒久的にディスクに書き込
まれます。ディスクを [Nonpersistent] に設定すれば、仮想マシンをパ
ワーオフするかリセットした時に、ディスクへの変更が破棄されます。

5. 「VMware 管理インターフェイスから新規仮想マシンを作成 (P.53)」の項
のステップ 5 以降の手順を行ってください。
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ゲストOSをインストール
作成された仮想マシンは、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。仮想マシンを使用する前に、仮想ディスクのパー
ティション作成とフォーマットを行い、オペレーティングシステムをインス
トールしてください。オペレーティングシステムのインストール プログラ
ムがパーティション作成とフォーマットを行う場合もあります。 

VMware GSX Server 仮想マシンにゲスト OS をインストールすることは、物
理コンピュータにゲスト OS をインストールすることと基本的に同じです。
一般的なオペレーティングシステムの基本的な手順は次の通りです。

1. VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）を起動しま
す。

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

注意 : ネットワーク上でゲスト OS をインストールするのに PXE server
を使用する場合は、OS インスタ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した時、ネットワーク上に
あれば、仮想マシンは PXE server を検出します。詳細は「仮想マシン
で PXE を使用 (P.143)」を参照ください。

注意 : ホストの構成によっては、仮想マシンがインストール用 CD-
ROM を使って起動できないことがあります。この場合、インストール
用 CD-ROM から ISO イメージファイルを作成すれば、問題を迂回する
ことができます。仮想マシン設定エディタ（[VM] - [Settings]）を使っ
て、仮想マシンの CD-ROM ドライブを作成した ISO イメージファイル
に接続し、仮想マシンをパワーオンしてください。

3. [Power On] ボタンをクリックして、仮想マシンをオンにします。

4. ご使用のオペレーティングシステムのベンダーが提供する指示に従っ
てください。

Windows Server 2003 ゲスト OS のインストールについては、「例 : Windows 
Server 2003 をゲスト OS としてインストール (P.60)」で簡単に紹介していま
す。スクリーンショットは、Windows ホストでのプロセスを示しています。
Linux ホストでの手順も同様です。

他のゲスト OS のインスタレーションについては、 [Help] メニューあるいは
弊社 Web サイト (www.vmware.com/support/guestnotes/doc/index.html) の

「VMware ゲスト OS インストールガイド」を参照ください。
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例 : Windows Server 2003 をゲスト OSとしてインストール
Windows Server 2003 ディストリビューション CD を使用して、仮想マシン
に Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Edition あるいは Web 
Edition をインストールすることができます。 

インストールの手順

1. CD-ROM ドライブに Windows Server 2003 CD を挿入します。 

2. 仮想マシンをパワーオンして、Windows Server 2003 のインストールを
開始します。

 

3. 仮想マシンのイーサネットアダプタを有効にすると、AMD PCNET 
Family Ethernet Adapter が検出され、自動的にセットアップされます。
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4. 残りの手順は、物理コンピュータでインストールを行うのと同じです。

ゲスト OS のインストールを完了したら、次は VMware Tools をインストー
ルします。 詳細は「VMware Tools のインストール (P.66)」を参照ください。

Windows Server 2003 ゲスト OS についての詳細 ( 仮想マシンのネットワー
クの有効化等 ) は弊社 Web サイトあるいはヘルプメニューの 「VMware ゲ
スト OS インストールガイド」を参照ください。
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VMware Tools の使用
以下のセクションでは VMware Tools のインストールと実行方法を説明しま
す。

• VMware Tools (P.64)

• VMware Tools のインストール (P.66)

• 仮想マシンの電源操作時にスクリプトを実行 (P.82)

• VMware Tools の構成 (P.84)

• VMware Tools サービス (P.96)
63



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
VMware Tools
VMware Tools は、仮想マシンのゲスト OS の性能を高め、VMware GSX 
Server による仮想マシンの管理を向上させるユーティリティのパッケージソ
フトです。ゲスト OS に VMware Tools をインストールするのはとても大事
です。 GSX Server は VMware Tools なしでもゲスト OS を実行できますが、重
要な機能性や利便性を逃すことになります。 

VMware Tools をインストールすると、次のものがインストールされます。

• VMware Tools サービス (Linux ゲストでは vmware-guestd)

• SVGA ディスプレイドライバ、一部のゲスト OS のための vmxnetネット
ワークドライバ、一部のゲスト OS のための BusLogic SCSI ドライバ、
VMware マウスドライバを含む、VMware デバイスドライバのセット

• 設定の変更、仮想ディスクの圧縮、仮想デバイスの接続と切断を行う
VMware Tools コントロールパネル

• 仮想マシンの電源操作時に実行するゲスト OS 操作の自動化を助けるス
クリプトのセット

• ゲストOSとホストOS間のテキストのコピーと貼り付けをサポートする
コンポーネント

VMware Tools はゲスト OS 内で、ホスト OS からゲスト OS へのメッセージ
の送信、 GSX Server へのハートビートの送信、マウスカーソルの入力先切
替、ゲスト OS のホスト OS への時刻同期など、様々な機能を実行します。
VMware Tools サービスはゲスト OS の起動時に自動的にスタートします。
詳細は「VMware Tools サービス (P.96)」を参照ください。

VMware SVGA ドライバをインストールすると、GSX Server は 32 ビットまで
のディスプレイと 高画質をサポートするようになり、全体的なグラフィッ
クパフォーマンスが大幅にスピードアップします。VMware Tools なしでゲ
スト OS を実行すると、仮想マシンのグラフィック環境は VGA モードグラ
フィック (640x480、16 色 ) に限定され、 十分なディスプレイパフォーマン
スを達成できないことがあります。

VMware 仮想 SCSI ドライバは BusLogic ドライバです。最近の一部のゲスト
OS は LSI Logic ドライバを備えており、仮想 LSI Logic アダプタを活用して、
よりよいデバイスパフォーマンスを実現することが可能です。

vmxnetネットワークドライバはネットワークのパフォーマンスを向上させ
ます。
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VMware マウスドライバは一部のゲスト OS のマウスのパフォーマンスを向
上させます。Microsoft の ターミナルサービスのようなサードパーティツー
ルを使用する場合は、このドライバが必要となります。

Windows ゲストでは、Windows 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]）から、あるいはシステムトレイにデ
フォルトで表示される VMware Tools アイコンから、VMware Tools コント
ロールパネルにアクセスできます。

Linux または FreeBSD ゲスト OS では、 VMware Tools コントロールパネルは 
vmware-toolbox です。これはバックグラウンドプロセスとして
vmware-toolbox & を使用してターミナルから手動で立ち上げることがで
きます。

注意 : VMware Tools の機能を最大限に利用するには、ゲスト OS で常に
vmware-toolbox を実行してください。

NetWare 5.1 以降のゲスト OS では、[Novell] - [Settings] - [VMware Tools for 
NetWare] を選択して VMware Tools コントロールパネルにアクセスすること
ができます。

NetWare 4.2 ゲスト OS では、システムコンソールで VMware Tools コマンド
を使用できます。 VMware Tools プログラムは vmwtoolです。このコマンド
の使用についての詳細は 「システムコンソールで NetWare ゲスト向け
VMware Tools を構成 (P.93)」を参照ください。

一部のウィンドウ マネージャでは、スタートアップ構成に VMware Tools を
スタートさせるコマンドを挿入して、グラフィック環境をスタートさせた時
に VMware Tools を自動的にスタートさせることができます。詳細はウィン
ドウマネージャの説明書を参照ください。

サポートされている全ての Windows、Linux、NetWare 及び FreeBSD ゲスト
OS の VMware Tools インスタレーションファイルは GSX Server に組み込ま
れています。

注意 : Solaris ゲスト OS 向けの VMware Tools パッケージは存在しません。
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VMware Tools のインストール
ここでは、VMware Tools のインストール方法について解説します。

• Windows 仮想マシンに VMware Tools をインストール (P.66)

• Window ゲストへのVMware Toolsインスタレーションの自動化 (P.74)

• 一部の Windows バージョンで行う旧ディスクバージョン移動時の特別
なステップ (P.71)

• Linux 及び FreeBSD 仮想マシンに VMware Tools をインストール (P.76)

• NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストール (P.79)

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

VMware Tools をインストールする時、 GSX Server は仮想マシンの最初の仮想 
CD-ROM ドライブを、該当するゲスト OS 向け VMware Tools のインストーラ
が格納されている ISO イメージファイルに一時的に接続し、インストールプ
ロセスを開始します ( インストールを中止する時は、インストーラを中止
し、 [VM] - [Cancel VMware Tools Install] を選択して仮想マシンの CD-ROM ド
ライブを元の構成に戻します）。

Windows 仮想マシンに VMware Tools をインストール
Windows ゲスト OS 向けの VMware Tools は全ての Windows ゲスト OS をサ
ポートします。 

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 Server 2003 ゲストに
VMware Tools をインストールする場合の手順を説明します。最近の
Windows のバージョンでは自動的に行われる作業でも、Windows 9x や
Windows NT 上では手作業で行わなければならないことがあります。

注意 : Windows ホストで GSX Server を実行しており、仮想マシンに CD-
ROM ドライブが 1 つしか設定されていない場合、IDE または SCSI CD-ROM
ドライブとして構成されていなければなりません。Generic SCSI デバイスと
して構成されていると、VMware Tools をインストールすることができませ
ん。
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IDE または SCSI CD-ROM ドライブの追加に関しては「仮想マシン内での デ
バイスの追加、構成、削除 (P.153)」を、 Generic SCSI に関する詳しい情報は 

「Generic SCSI デバイに接続 (P.356)」を参照ください。

Windows ゲスト OS への VMware Tools のインストールを自動化することも
できます。詳細は 「Window ゲストへの VMware Tools インスタレーション
の自動化 (P.74)」を参照ください。

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

2. ゲスト OS が起動したら、VMware Tools をインストールできるように
仮想マシンの準備を行います。 

[VM] - [Install VMware Tools] を選択します。

残りの作業は、すべて仮想マシン内で行います。

3. Administrator として仮想マシンにログインします。

注意 : Windows Me、Windows 98 あるいはそれ以前のバージョンの
Windows を除いて、Windows ゲスト OS に VMware Tools をインス
トールするには Administrator の権限が必要です。

4. 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。[Yes] をクリックし
て InstallShield ウィザードを起動します。

自動再生機能が有効になっていない場合、ダイアログは自動的に表示さ
れません。その場合は、インストーラを起動してください。[ スタート ] 
- [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、D:￥setup￥setup.exe と入
力します。ここで、D:は最初の仮想 CD-ROM ドライブを指します。

注意 : VMware Tools のインストールに実際の CD-ROM は必要ありませ
ん。また、CD-ROM イメージをダウンロードしたり、イメージファイ
ルを物理 CD-ROM に焼き付けたりする必要もありません。VMware GSX 
Server ソフトウェアには ゲスト OS に CD-ROM として認識される ISO
イメージが含まれており、これは Windows Explorer にも CD-ROM とし
て認識されます。このイメージには、ゲスト OS に VMware Tools をイ
ンストールするために必要なファイルがすべて格納されています。
VMware Tools のインストールが完了すると、CD-ROM ドライブは、こ
のイメージファイルを認識しなくなります。
67



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
VMware Tools インストールウィザードが起動します。

5. [Next] をクリックして VMware Tools インストールウィザードを続けま
す。 [Setup Type] ダイアログボックスが表示されます。 

6. [Typical]( 標準 )、[Complete]( 全て ) あるいは [Custom]( カスタム ) を選
択します。 VMware Tools をアップグレードする度に、VMware Tools イ
ンストーラはこの選択を使用します。 

Typical インスタレーション

Typical インスタレーションは GSX Server で使用されるコンポーネント
のみをインストールします。例えば、GSX Server で作成された仮想マ
シンで Typical インスタレーションを行っても、共有フォルダ
(WMware Workstation の機能 ) を使用するためのドライバはインストー
ルされません。

Typical インスタレーションは、ゲスト OS の機能向上のためのユー
ティリティと、VMware SVGA ドライバ、VMware Mouse ドライバ、
VMware SCSI ドライバ、VMware vmxnetネットワークドライバ 
(vlance ドライバは、仮想マシン作成時に自動的にインストールされ
ます ) などの GSX Server 仮想マシンのドライバをインストールします。 

この仮想マシンを、VMware Workstation などの他の VMware 製品で使
用する予定がない場合は、Typical インスタレーションを使用できます。
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Typical インスタレーションを選択するには、[Typical] を選択し、[Next]
をクリックし、 ステップ 7 に進みます。

Complete インスタレーション

Complete インスタレーションはゲスト OS の機能を高めるユーティリ
ティ及び VMware SVGA ドライバ、VMware Mouse ドライバ、VMware 
SCSI ドライバ、VMware vmxnet ネットワークドライバ (vlance ドラ
イバは仮想マシン作成時に自動的にインストールされます ) 、共有フォ
ルダ ドライバ (VMware Workstation の仮想マシンで使用 ) など全てのド
ライバをインストールします。 

仮想マシンを他の VMWare 製品で使用する予定があれば、Complete イ
ンスタレーションを選択してください。 Complete インスタレーション
を選択するには、[Complete] を選び、[Next] をクリックし、ステップ 7
に進んでください。

Customインスタレーション

Custom インスタレーションではどのコンポーネントをインストールす
るかを選択できます。後でもう一度インストーラを実行して、いつで
もコンポーネントの追加と削除ができます。 [Custom] を選択し、[Next]
をクリックすると、[Custom Setup] パネルが表示されます。

[Custom Setup] パネルでは、インストールするコンポーネントを選択
します。インストールする 必要のないコンポーネントの左にある矢印
をクリックし、メニューから適切なオプションを選択します。

ゲストのディスクにどれだけ利用可能のスペースがあるかを確認する
には、[Space] をクリックしてください。ゲストに限られたスペースし
かないために Custom インスタレーションを選択した場合に役に立ち
ます。 

全ての VMware Tools コンポーネントをデフォルト以外のディレクトリ
にインストールしたい場合は、 [Browse] をクリックし、ディレクトリを
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選択してください。ディレクトリが存在しない場合は、インストーラ
が作成します。

次のステップへ行く準備ができましたら [Next] をクリックしてくださ
い。

7. 設定や情報の変更をしたい場合はここで行ってください。変更を行う
ダイアログボックスが表示されるまで [Back] をクリックしてください。 

[Install] をクリックすると、インストーラがホストへのファイルコピー
を始めます。

8. インストーラが仮想ドライバのインストールを始める時に、幾度か
[Digital Signature Not Found( デジタル署名が見つかりません )] ダイア
ログボックスが表示される場合がありますが、 これらの警告は無視して
も構いません。 [Yes] あるいは [Continue] をクリックしてドライバのイ
ンストールを承認してください。 

9. インストーラがインストールを終了したら、[Finish] をクリックしてく
ださい。ほとんどの Windows ゲストでは、 VMware SVGA ドライバをイ
ンストールした場合、ゲスト OS を再起動させてからでないと使用でき
ませんが、 Windows XP ゲストでは再起動しなくても新しいドライバは
使用できます。

旧来の Windows ゲスト OS では、 特別な作業が必要になる場合があります。
www.vmware.com70



第 3 章  VMware Tools の使用
一部のWindows バージョンで行う旧ディスクバージョン移動時の特別な
ステップ
ゲスト OS として Windows NT、Windows Me、Windows 98 あるいは
Windows 95 を使用している場合に、GSX Server 2 ディスクを GSX Server 3 
に移動させるには、ビデオドライバの構成を手作業で行う必要があります。
インストールプロセスの最後に、 [ メモ帳 ] にインストラクションが自動的
に表示されます。[ メモ帳 ] ウィンドウが隠れている場合は、Windows のタ
スクバーにある [ メモ帳 ] ボタンをクリックして手前に持ってきてくださ
い。 

詳細は、以下の各ゲスト OS の手順を参照ください。 

Windows NT
1. VMware Tools をインストールしたら [Finish] をクリックすると、[ 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. [ ディスプレイの種類 ] ボタンをクリックすると、[ ディスプレイの種類 ] 
ダイアログボックスが表示されます。

3. [ 変更 ] ボタンをクリックすると、[ 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、[OK] をクリッ
クします。

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

7. [ ディスプレイの種類 ] ダイアログボックスで [ 閉じる ] をクリックし、
次に [ 画面のプロパティ ] ダイアログボックスで [ 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
ライバが使用されます。

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

Windows Me
1. VMware Tools をインストールしたら [Finish] をクリックすると、[ ディ

スプレイの設定 ] ダイアログボックスが表示されます。 

2. [ 詳細 ] ボタンをクリックします。
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3. [ アダプタ ] タブをクリックします。

4. [ 変更 ] ボタンをクリックすると、[ ディバイスドライバの更新ウィザー
ド ] がスタートします。

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

[ 次へ ] をクリックします。

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

D:￥Video￥win9x

D:は仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブのドライブ文字です。

[OK] をクリックします。

7. Windows Me が自動的にドライバを検出します。

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

9. [ 次へ ] をクリックしてドライバをインストールします。

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

ドライバのインストールが完了したら、[ 終了 ] をクリックします。

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

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

Windows 98
1. VMware Tools をインストールしたら [Finish] をクリックすると、[ ディ

スプレイの設定 ] ダイアログボックスが表示されます。 

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

3. [ アダプタ ] タブをクリックします。
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4. [ 変更 ] ボタンをクリックすると、[ デバイスドライバの更新 ] がスター
トします。 [ 次へ ] をクリックします。

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

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

7. 次のパスを入力してください。

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です。

[OK] をクリックします。

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

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

10. [SVGA プロパティ ] ダイアログボックスで [ 閉じる ] をクリックし、 [ ディ
スプレイの設定 ] ダイアログボックスで [ 閉じる ] をクリックします。

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

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

Windows 95
1. VMware Tools をインストールし、[Finish] をクリックすると、[ ディス

プレイの設定 ] ダイアログボックスが表示されます。 

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

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

4. [ ディスク使用 ] を選択します。

5. 次のパスを入力してください。

D:￥video￥win9x

D:は仮想マシンの最初の仮想 CD-ROM ドライブのドライブ文字です。

[OK] をクリックします。
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6. 再び [OK] をクリックして、ドライバをインストールします。

7. [ 詳細ディスプレイプロパティ ] ダイアログボックスから [ 閉じる ] を
クリックし、次に [ ディスプレイの設定 ] ダイアログボックスから [ 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
ライバが使用されます。

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

Windowゲストへの VMware Tools インスタレーションの自動化 
Windows ゲストへの VMware Tools のインスタレーションを自動化するに
は、 Microsoft Windows インストーラ 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でインストールすることができます。VMware 
Tools を複数の Windows 仮想マシンにインストールする場合は、サイレン
トインストール機能を使用することをお勧めします。

VMware Tools をインストールするゲスト OS には、Microsoft Windows イン
ストーラ ランタイムエンジンのバージョン 2.0 以降がインストールされてい
なければなりません。Windows Server 2003 と Windows XP はこのバージョ
ンを備えています。他の 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

エンジンをアップデートする必要がある場合は、 VMware Tools インストー
ラにある instmsiw.exe (Windows 95 あるいは Windows 98 ゲストは、
instmsia.exe ) を実行してください。 

Microsoft Windows インストーラの使用に関する詳細は Microsoft 社の Web
サイト（msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/

about_windows_installer.asp）を参照ください。

Windows ゲストに VMware Tools をサイレントモードでインストールするに
は、仮想マシンの CD-ROM ドライブが VMware Tools ISO イメージ (GSX 
Server をインストールしたディレクトリに格納されている windows.iso)
に接続されており、仮想マシンをパワーオンした際に接続されるようになっ
ているかを確認してください。次に、 抽出したインスタレーションパッケー
ジでサイレントインスタレーションを実行してください。 コマンドプロンプ
トに 1 行で次の通り入力してください。

msiexec -i "D:\VMware Tools.msi" ADDLOCAL=ALL /qn
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インストールコマンドは、一般的な Microsoft Windows インストーラのイン
ストールオプションを使ってカスタマイズすることができます。

ADDLOCALオプションはデフォルトで全てのVMware Toolsコンポーネントを
インストールします。ADDLOCAL と REMOVE のオプションの組み合わせを
使用してインスタレーションをカスタマイズすることができます。VMware 
Tools の機能についての詳細は、「VMware Tools (P.64)」を参照ください。 次
の機能を取り入れたり、削除したりすることができます。

• Toolbox　VMware Tools コントロールパネルとそのユーティリティ。
この機能を取り除くと ゲスト OS での VMware Tools の使用が妨げられ
るので、お薦めいたしません。 

• Drivers　SVGA、Mouse、 BusLogic、vmxnetドライバを含みます。

• SVGA　VMware SVGA ドライバ。この機能を取り除くと、仮想マシン
のディスプレイの性能が制限されます。

• Mouse　VMware マウスドライバ。この機能を取り除くと仮想マシン
のマウスの性能が低下します。

• Buslogic　VMware BusLogic ドライバ。この機能を取り除くと、仮
想マシン内のこのドライバの使用が妨げられます。 LSI Logic ドライバ
を使用するように仮想マシンを構成している場合は、この機能を取
り除いても構いません。 

• VMXNet　VMware vmxnetネットワークドライバ。この機能を取り
除くと仮想マシン内のこのドライバの使用が妨げられます。

• 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予定であれば、この機能を取り入れること
をお薦めいたします。この機能を取り除くと ESX Server 上で実行し
ている仮想マシンのメモリ管理の機能が妨げられます。

• Hgfs　VMware 共有フォルダドライバ。VMware Workstation で仮想マ
シンを使用する場合は、この機能を取り入れることをお薦めいたしま
す。この機能を取り除くと、仮想マシンと Workstation ホスト間のフォ
ルダ共有が妨げられます。

機能を取り入れるには、 前述のコマンドに ADDLOCALオプションを使います。

機能を削除するには、 前述のコマンドに REMOVE オプションを使います。
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例えば、共有ドライバ以外全てをインストールする場合は、コマンドライン
に次の様にに入力してください。 

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

また、SVGA、Mouse、BusLogic、vmxnet、MemCtl 機能は Drivers機
能に含まれているため、コマンドラインに次のように入力すると、 SVGA、
Mouse、BusLogic、vmxnet、MemCtlドライバのインストールを省略する
ことができます。

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

VMware Tools によってインストールされたドライバには Microsoft 社による
署名がありません。このため、VMware Tools をインストールする時、これ
らのドライバを本当にインストールするかの確認を求められます。インス
トール中に、これらのメッセージをゲスト OS に表示しないようにするに
は、次の手順を行ってください。

1. 仮想マシンのデスクトップで [ マイコンピュータ ] を右クリックし、
[ プロパティ ] を選択します。

2. [ ハードウェア ] タブをクリックし、[ ドライバの署名 ] をクリックする
と、 [ ドライバの署名 ] ダイアログボックスが表示されます。

3. [ 無視 ] をクリックし、[OK] を 2 回クリックします。

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

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

[VM] - [ Install VMware Tools] を選択してください。

ここからの作業は、ホストではなく仮想マシン内で行います。

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

最近の Linux ディストリビューションには、起動時に X サーバが稼動
するように構成されているものがありますが、X サーバを中断する簡単
な方法が用意されていません。この場合、テキストモードの別のワー
クプレースに切替えて、そこから VMware Tools をインストールしてく
ださい。

仮想マシンで Linux のワークプレースを切り替えるには、<Ctrl>-
<Alt>-<Space> を押してから、<Ctrl> と <Alt> は押したまま <Space>
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を放し、 使用したいワークプレースに対応するファンクションキー（例
えば <F2>）を押してください。

注意 : ホットキーの組合せを <Ctrl>-<Alt> 以外のものに変更した場合
は、その新しい組合せを <Space> キーやファンクションキーと組合わ
せて使用してください。

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

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

Linux ゲスト：一部の Linux ディストリビューションでは、異なったデ
バイス名が使用されたり、/dev ディレクトリの編成の仕方が異なるこ
とがあります。使用の CD-ROM ドライブが /dev/cdromでない場合、
また CD-ROM のマウントポイントが /mnt/cdrom でない場合、次のコ
マンドをディストリビューションに使用されているコンベンションが
反映されるように変更してください。
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /tmp
tar zxf /mnt/cdrom/vmware-linux-tools.tar.gz
umount /mnt/cdrom

FreeBSD ゲスト：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。使用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、 次の mount と umountコマンドは使用し
ないでください。 ただし、VMware Tools インストーラはコピーしなけ
ればなりません。
mount /cdrom 
cd /tmp
tar zxf /cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz
umount /cdrom

5. VMware Tools インストーラを実行します。
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl
77



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
6. デフォルトディレクトリについての質問に答えます。

7. 構成プログラムを実行します。
vmware-config-tools.pl

8. 仮想マシンの画面解像度を変更するには、[yes] と回答して希望の解像
度に該当する番号を入力します。

9. root アカウントからログアウトします。
exit

10. X とグラフィック環境を起動します。

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

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

注意 : VMware Tools の機能を最大限に利用するには、ゲスト OS で常に
vmware-toolbox を実行してください。

VMware Tools を自動的に起動
X サーバの起動時に VMware Tools が起動するようにゲスト OS を構成する
ことができます。このような構成を行う手順は、使用している Linux ディス
トリビューションやデスクトップ環境によって異なります。使用している
OS に付属のドキュメントで手順を確認してください。

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

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

[Main Menu]( 画面左下のアイコン ) - [Programs] - [Settings ] - [Session] - 
[Startup Programs]

2. [Add] をクリックします。

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

4. [OK] をクリックし、再び [OK] をクリックしたら、GNOME Control 
Center を閉じます。

次回 X を起動すると、VMware Tools が自動的にスタートします。

FreeBSD 4.5 ゲストOS で VMware Tools をスタート
FreeBSD 4.5 ゲスト OS で、VMware Tools をインストールした後 VMware 
Tools がスタートしない時があります。ゲスト OS を再起動するか、ゲスト
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のコマンドラインで VMware Tools をスタートさせてください。エラーメッ
セージが表示されます。 

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

「必要なライブラリがインストールされていません。」これは必要なライブラ
リがインストールされていないためです。FreeBSD 4.5 を完全にインストー
ルした場合にはこの問題は生じませんが、最低限のインストールしか行って
いない場合は、問題が発生します。この問題を直すには、次の手順を行って
ください。

1. FreeBSD 4.5 インスタレーション CD を挿入してマウントするか、 ISO イ
メージファイルにアクセスします。

2. ディレクトリを変更して、インスタレーションスクリプトを実行しま
す。
cd /cdrom/compat3x
./install.sh

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

vmware-uninstall-tools.pl

NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストール
NetWare 4.2、5.1、6.0 、6.5 ゲスト OS に VMware Tools をインストールでき
ます。 

NetWare ゲスト OS に VMware Tools をインストールすると、CPU アイドル
プログラムが自動的にインストールされ、ロードされまれます。 アイドルプ
ログラムはシステムコンソールから無効化できます。システムコンソールか
らの VMware Tools 構成についての詳細は「システムコンソールで NetWare 
ゲスト向け VMware Tools を構成 (P.93)」を参照ください。

ご使用の NetWare ゲスト OS に適した手順に従ってください。

NetWare 5.1、6.0、6.5 仮想マシンに VMware Tools をインストール
1. 仮想マシンをオンにします。

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

[VM] - [Install VMware Tools] を選択します。 

これからの作業は仮想マシン内で行います。 
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3. CD-ROM デバイスが ISO イメージをボリュームとしてマウントするよ
うに CD-ROM ドライバを読込みます。

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

• NetWare 6.0 or NetWare 5.1 仮想マシンのコンソールには 次のように
入力します。
LOAD CD9660.NSS

4. ドライバが読み込みを終了したら、システムコンソールに次のように
入力し、VMware Tools のインストールを開始します。
vmwtools:￥setup.ncf

インストールが完了したら VMware Tools for NetWare are now 

running のメッセージがログスクリーン (NetWare 6.5 及びNetWare 6.0
ゲスト ) またはコンソールスクリーン (NetWare 5.1 ゲスト ) に表示され
ます。

5. システムコンソールに次のように入力し、ゲスト OS を再起動します。
restart server

VMware Tools のインストール完了後、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のを確認してください。 
接続している場合は、コンソールウィンドウのステータスバーの CD-ROM
アイコンを右クリックしてをして [Disconnect] を選択し、切断してくださ
い。

NetWare 4.2 仮想マシンに VMware Tools をインストール
1. 仮想マシンをオンにします。

2. 仮想マシンに VMware Tools をインストール準備をします。[VM]-[Install 
VMware Tools] を選択します。これからの作業は仮想マシン内で行われ
ます。 

3. システムコンソールに次のように入力し、cdrom.nlm モジュールを取
り込みます。
load cdrom

4. システムコンソールに次のように入力し、VMware Tools CD-ROM イ
メージをマウントします。
cd mount vmwtools
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5. システムコンソールに次のように入力し、VMware Tools のインストー
ルを開始します。
vmwtools:￥setup

インストールが完了したら VMware Tools for NetWare are now 

running のメッセージがコンソールスクリーンに表示されます。

6. システムコンソールに次のように入力し、ゲスト OS を停止します。
down

7. システムコンソールに次のように入力し、ゲスト OS を再起動します。
restart server

VMware Tools のインストール完了後、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のを確認してください。 
接続している場合は、コンソールウィンドウのステータスバーの CD-ROM
アイコンを右クリックしてをして [Disconnect] を選択し、切断してくださ
い。
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仮想マシンの電源操作時にスクリプトを
実行 
仮想マシンの電源操作（パワーオン、パワーオフ、サスペンド、レジューム）
時に、ゲスト OS のスクリプトを実行できます。 

仮想マシンの電源状態を変更した時にゲスト OS の操作を自動化するのに便
利です。

VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）のツールバーに
あるボタン及びメニュー、もしくは VMware Management Interface（管理イ
ンターフェイス）から、これらの電源操作を行ってください。

[VM] - [Settings] - [Options] - [Power] を選択し、 [Run VMware Tools scripts] で
適切なオプションを指定すれば、ツールバーのパワーボタンの使用時に
VMware Tools スクリプトを自動的に実行するように構成できます。

注意 : [Power] メニューのコマンドは、ツールバーのパワーボタンの構成
に優先されます。

スクリプトは、VMware Tools サービスが実行されていなければ実行できま
せん。サービスは VMware Tools の一部なので、言い換えれば、スクリプト
を実行するためには VMware Tools が実行されていなければなりません。
サービスは、ゲスト OS を起動した時にデフォルトで起動します。VMware 
Tools サービスについての詳細は「VMware Tools サービス (P.96)」を参照く
ださい。

デフォルトスクリプトは VMware Tools に含まれています。Windows ホスト
で、仮想マシンをサスペンドする時に実行されるデフォルトスクリプトは仮
想マシンの IP アドレスを解放し、仮想マシンをレジュームする時に実行さ
れるデフォルトスクリプトは仮想マシンの IP アドレスを更新します（これ
は DHCP を使用するように構成された仮想マシンのみに影響します）。Linux
ホストでは、仮想マシンをサスペンドする時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を停止しますが、仮想マシンをレジューム
する時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を開
始します。 

さらに、独自のスクリプトを作成することもできます。Windows ホストで
は、実行するスクリプトはバッチファイルでなくてはなりませんが、Linux 
ホストでは、shell や Perl など、スクリプトはどんな実行形式でも構いませ
ん。デフォルトスクリプトを変更、または独自のスクリプトを作成する前
に、該当する種類のスクリプトを十分に理解しておく必要があります。
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独自のスクリプトを作成する場合は、各スクリプトを特定の電源操作に関連
付けておく必要があります。 詳細は「電源操作時に VMware Tools が実行す
るスクリプトの選択 (P.85)」(Windows ゲスト )、及び「電源操作時に
VMware Tools が実行するスクリプトの選択 (P.88)」(Linux ゲスト ) を参照く
ださい。

スクリプトとそれぞれの関連電源操作を作動させるには、以下の条件が必要
になります。

1. VMware Tools サービスが仮想マシン内で実行されていること。 

2. VMware Tools のバージョンが最新のものにアップデートされているこ
と。 旧バージョンの GSX Server または他の VMware 製品で作成された
仮想マシンを使用している場合、VMware Tools をこのリリースに含ま
れているバージョンにアップデートしてください。

3. スクリプトが行う作業によっては、仮想マシンの仮想ネットワークア
ダプタが接続されていること。接続されていなければ、電源操作は機
能しません。

考慮すべき問題
注意 : GSX Server ソフトウェアをアップデート後に再度 VMware Tools をイ
ンストールした場合、 デフォルトスクリプトで行った変更は上書きされま
す。独自にスクリプトを作成した場合はそのまま残されますが、デフォルト
スクリプトを向上させるために行われた変更によるメリットは得られませ
ん。

注意 : NetWare、FreeBSD、Windows 95 ゲスト OS でスクリプトは実行でき
ません。 
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VMware Tools の構成
ここでは、仮想マシンでの VMware Tools の構成方法に関して解説していき
ます。

• Windows 仮想マシンで VMware Tools の構成 (P.84)

• Linux あるいは FreeBSD 仮想マシンで VMware Tools を構成 (P.88)

• NetWare 仮想マシンで VMware Tools を構成 (P.91)

Windows 仮想マシンで VMware Tools の構成
ここでは、Windows2000 ゲスト OS で利用できるオプションを紹介します。 
他の Windows ゲスト OS の VMware Tools でも同様の構成オプションを利用
することができます。

VMware Tools のコントロールパネルを表示するには、システムトレイにあ
る VMware Tools のアイコンをダブルクリックします。

システムトレイに VMware Tools のアイコンが表示されていない場合は [ ス
タート ] - [ コントロールパネル ] - [VMware Tools] を選択します。

VMware Tools でオプションを設定
[Options] タブにはその他のオプション (miscellaneous option) が表示されま
す。

• Time synchronization between the virtual machine and the host operating 

system（仮想マシンとホスト OS 間の時刻同期）　このオプションで、ゲ
スト OS の時刻がホスト OS の時刻と同期化されます。

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

時刻同期を完全に無効化するには「時刻同期の無効化 (P.97)」を参照く
ださい。
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• Show VMware Tools in the taskbar（VMware Tools をタスクバーに表示）　
このオプションは、Windows タスクバーに VMware Tools アイコンを
表示します。

VMware Tools でデバイスを接続
[Devices] タブで、取り外し可能デバイスの有効化及び無効化が可能です。 フ
ロッピー /CD-ROM デバイスと仮想ネットワークアダプタが取り外し可能デ
バイスに含まれてます。

デバイスを接続するには、デバイスの横のチェックボックスをチェックして
ください。切断するにはチェックボックスからチェックを外してください。 

注意 : 仮想マシンウィンドウの [VM] - [Removable Devices] メニューからも
これらのオプションを設定することができます。

電源操作時に VMware Tools が実行するスクリプトの選択
VMware Tools で、仮想マシンをパワーオン、パワーオフ、サスペンドまた
はレジュームする時に実行するスクリプトを起動することができます。詳細
は「仮想マシンの電源操作時にスクリプトを実行 (P.82)」を参照ください。

注意 : スクリプトは Windows 95 ゲスト OS では起動できません。

注意 : Windows NT と Windows Me ゲスト OS のスクリプトは IP アドレスの
解放と更新を行いません。
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[Scripts] タブでは、[Suspend]、[Resume]、[Power On]、[Power Off ] ボタン
に関連付けられたスクリプトを有効、無効にしたり、実行したりすることが
できます。

各電源状態のデフォルトスクリプトは VMware Tools に含まれています。 こ
れらのスクリプトはゲスト OS の C:￥Program Files￥VMwareに格納さ
れています。

Windows ホスト：仮想マシンが DHCP を使用するように構成されている場
合、仮想マシンのサスペンド時に実行されるスクリプトは仮想マシンの IP
アドレスを解放します。また、仮想マシンをレジュームする際に実行される
スクリプトは仮想マシンの IP アドレスを更新します。 

Linux ホスト：仮想マシンのサスペンド時に実行されるスクリプトは仮想マ
シンのネットワーク接続を停止します。また、仮想マシンをレジュームする
際に実行されるスクリプトは仮想マシンのネットワーク接続を開始します。

それぞれの電源状態でデフォルトスクリプトを使用、または作成したスクリ
プトを代用することができます。さらに、スクリプトをテストしたり、実行
中のスクリプトを無効化することもできます。次の手順を行ってください。

1. [Script Event] リストで 、スクリプトを関連付けたい電源状態を選択し
ます。

2. 下記のいずれかを行います。

• 異なったスクリプトを選択するには、[Custom Script] - [Browse] をク
リックし、 新しいスクリプトを選択します。

• スクリプトを編集するには、[Edit] をクリックします。デフォルトエ
ディタでスクリプトが開くので、そこで変更を行ってください。 

• スクリプトをテストするには [Run Now] をクリックします。

• スクリプトの実行を無効にするには、[Use Script] チェックボックス
のチェックを外します。 

電源状態 デフォルトスクリプトの実行 

ゲスト OS をサスペンド suspend-vm-default.bat

ゲスト OS をレジューム resume-vm-default.bat

ゲスト OS をパワーオフ poweroff-vm-default.bat

ゲスト OS をパワーオン poweron-vm-default.bat
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3. [Apply] をクリックして、設定を保存します。

VMware Tools で仮想ディスクを圧縮
未使用の仮想ディスクスペースを再生するには、[Shrink] タブを使用して、
必要なコントロールにアクセスします。

一部の構成では、仮想ディスクを圧縮するのは不可能です。使用の仮想マシ
ンがそのような構成を使用している場合、[Shrink] タブが仮想ディスクを圧
縮できない理由を表示します。 

仮想ディスク圧縮についての詳細は、「仮想ディスクの最適化と圧縮 
(P.181)」を参照ください。

VMware Tools についての情報
VMware Tools についての一般的情報は、[About] タブをクリックしてくださ
い。

著作権情報の他に、以下の情報が記載されています。

• VMware Tools ビルド番号： 使用の VMware Tools バージョンが実行して
いる GSX Server バージョンと一致しているかを確認できます。ビルド
番号は、サポートリクエストの際にも役立ちます。

• VMware Tools サービスが実行中かどうかの表示 
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Linux あるいは FreeBSD 仮想マシンで VMware Tools を構成 
ここでは、Linux あるいは FreeBSD ゲスト OS で利用できるオプションを紹
介します。

VMware Tools コントロールパネルを開くには、コマンドプロンプトで次の
ように入力してください。

vmware-toolbox &

root あるいは一般のユーザーとして VMware Tools を実行できます。仮想
ディスクを圧縮するには、 VMware Tools を root (su -) として実行してくだ
さい。

注意 : VMware Tools の機能を最大限に利用するには、ゲスト OS で常に
vmware-toolbox を実行してください。

VMware Tools にデバイスを接続
[Devices] タブで、取り外し可能デバイスの有効化及び無効化が可能です。 フ
ロッピー /CD-ROM デバイスと仮想ネットワークアダプタが取り外し可能デ
バイスに含まれてます。

デバイスを接続するには、デバイスの横のチェックボックスを選択してくだ
さい。切断するにはチェックボックスからチェックを外してください。 

注意 : 仮想マシンウィンドウの [VM] - [Removable Devices] メニューからも
これらのオプションを設定することができます。

電源操作時に VMware Tools が実行するスクリプトの選択
VMware Tools で、仮想マシンをパワーオン、パワーオフ、サスペンドまた
はレジュームする時に実行するスクリプトを起動することができます。詳細
は「仮想マシンの電源操作時にスクリプトを実行 (P.82)」を参照ください。
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注意 : スクリプトは FreeBSD ゲスト OS では起動できません。

各電源操作のデフォルトスクリプトは VMware Tools に含まれています。こ
れらのスクリプトはゲスト OS の /etc/vmware-toolsに格納されていま
す。

それぞれの電源状態でデフォルトスクリプトを使用、または作成したスクリ
プトを代用することができます。さらに、root ととしてログインしている
場合、スクリプトを編集、テストでき、またはスクリプトの実行を無効化す
ることもできます。次の手順を行ってください。

1. 適切な電源操作を編集するには、 [Use default script to suspend guest 
operating system]、[Use default script to resume guest operating 
system]、[Use default script to shut down guest operating system] また
は [Use default script to power on guest operating system] からチェック
を外してください。

2. 下記のいずれかを行います。

• 異なったスクリプトを選択するには [Browse] をクリックし、 新しいス
クリプトを選択します。

電源状態 デフォルトスクリプトの実行 

ゲスト OS をサスペンド suspend-vm-default

ゲスト OS をレジューム resume-vm-default

ゲスト OS をパワーオフ poweroff-vm-default

ゲスト OS をパワーオン poweron-vm-default
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• スクリプトを編集するには [Edit] をクリックします。vi. でスクリプト
が開くので、そこで変更を行ってください。 

注意 : [Scripts] タブからスクリプトを編集するには、xterm と vi が
ゲスト OS にインストールされていなければなりません。スクリプト
を編集するユーザーは root ユーザーで、自分のパスに vi と xterm 
がなくてはなりません。[Scripts] タブを使わずに、テキストエディ
タを使ってスクリプトを手作業で編集することも可能です。 

• スクリプトをテストするには [Test] をクリックします。

注意 : Turbolinux 7.0 ゲスト OS でスクリプトをテストする場合は、 
Turbolinux ゲスト OS をアップデートする必要があります。これは
Turbolinux の既知の問題です。

• スクリプトを無効にするにはスクリプトへのパスを選択し、削除し
ます。

3. [Apply] をクリックして、設定を保存します。

VMware Tools でオプションを設定
[Options] タブには、仮想マシンとホスト OS 間の時刻同期のオプションが
表示されます。

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

時刻同期を完全に無効化するには「時刻同期の無効化 (P.97)」を参照くださ
い。
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VMware Tools で仮想ディスクを圧縮
未使用の仮想ディスクスペースを再生するには、[Shrink] タブを使用して、
必要なコントロールにアクセスします。

仮想ディスクを圧縮するには root ユーザー (su -) として VMware Tools を
実行してください。これにより、仮想ディスク全体を確実に圧縮できます。
仮想ディスクの圧縮を root として行わなかった場合、仮想ディスクの root
レベルの承認が必要な一部 を圧縮することはできません。

仮想ディスクの圧縮についての詳細は「仮想ディスクの最適化と圧縮 
(P.181)」を参照ください。

NetWare 仮想マシンで VMware Tools を構成
ここでは、NetWare 6.5、6.0 または 5.1 ゲスト OS で利用できるオプション
を紹介します。 NetWare 4.2 にはグラフィカルユーザーインターフェイスが
存在しないため、最近の NetWare ゲスト OS のように VMware Tools コント
ロールパネルがありません。NetWare 4.2 ゲストのシステムコンソールで、
時刻同期、CPU アイドリング、デバイス構成など、VMware Tools を使用し
ていくつかの特定な仮想マシンオプションの構成は行えます。詳細は「シス
テムコンソールで NetWare ゲスト向け VMware Tools を構成 (P.93)」を参照
ください。

NetWare 6.5、6.0 または 5.1 ゲストOS で VMware Tools を構成
VMware Tools コントロールパネルを開くには、[Novell] - [Settings] - 
[VMware Tools for NetWare] を選択してください。 
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VMware Tools についての情報
VMware Tools についての一般的情報は、[VMware Tools] タブをクリックし
てください。

このタブには次の情報が記載されています。

• 著作権情報

• 弊社 Web サイトへのボタン

VMware Tools でデバイスを接続
[Devices] タブで、取り外し可能デバイスの有効化及び無効化が可能です。 フ
ロッピー /CD-ROM デバイスと仮想ネットワークアダプタが取り外し可能デ
バイスに含まれてます。

デバイスを接続するには、デバイスの横のチェックボックスを選択してくだ
さい。切断するにはチェックボックスからチェックを外してください。 

注意 : 仮想マシンウィンドウの [VM] - [Removable Devices] メニューからも
これらのオプションを設定することができます。
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VMware Tools で仮想ディスクを圧縮
未使用の仮想ディスクスペースを再生するには、[Shrink] タブを使用して、
必要なコントロールにアクセスします。

仮想ディスク圧縮についての詳細は「仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.181)」
を参照ください。

VMware Tools でオプションを設定
[Other] タブで、ゲスト OS の時刻がホスト OS の時刻と同期化されるオプ
ションを設定できます。

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

時刻同期を完全に無効化するには「時刻同期の無効化 (P.97)」を参照くださ
い。

システムコンソールでNetWare ゲスト向け VMware Tools を構成
NetWare 仮想マシンでは、システムコンソールを使用して、時刻同期、CPU
アイドリング、デバイス構成など、特定の仮想マシンオプションの構成が
VMware Tools でできます。VMware Tools コマンドラインプログラムは 
vmwtoolです。 
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このコマンドに関連するオプションを表示するには、システムコンソールで
vmwtool helpと入力してください。

NetWare ゲストに VMware Tools をインストールすると、ハートビートが常
に仮想マシンから GSX Server に送られます。VMware Management Interface

（管理インターフェイス）での仮想マシンの情報で、仮想マシンのハート
ビートを確認できます。詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「仮想
マシンのハートビートを監視」 を参照ください。

さらに、管理インターフェイスで仮想マシンを正常にパワーオン、パワーオ
フすることができます。詳細は「管理インターフェイスから仮想マシンの電
源状態を変更 (P.129)」を参照ください。NetWare 仮想マシンにはスクリプ
トが用意されていないため、スクリプトを実行できません。

NetWare ゲスト向けの VMware Tools コマンド一覧 

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

vmwtool コマンド 定義

help VMware Tools コマンドの概要と NetWare ゲスト
でのオプションを表示

partitonlist 仮想ディスクに存在する全ディスクパーティショ
ンと各パーティションが圧縮可能かどうかの状態
を示す一覧を表示

shrink <partition> 指定したパーティションを圧縮。パーティション
を指定しないでこのコマンドを実行すると、仮想
ディスクの全パーティションが圧縮されます。

圧縮プロセスのステータスは、システムコンソー
ルの下部に表示されます。

詳細は 「仮想ディスクの最適化と圧縮（P.181）」
を参照ください。

devicelist 仮想マシンに存在する各取外し可能デバイスとそ
のデバイス ID、デバイスの有効 / 無効の状態を表
示。取外し可能デバイスには仮想ネットワークア
ダプタ、CD-ROM、FD が含まれます。
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disabledevice <device name> 指定したデバイスを仮想マシン内で無効化。デバ
イスを指定しないでこのコマンドを実行すると、
仮想マシンの全取外し可能デバイスが無効になり
ます。

注意：仮想マシンコンソールウィンドウの [VM] - 
[Removable Devices] メニューからもデバイスの
無効化が可能です。 

enabledevice <device name> 指定したデバイスを仮想マシン内で有効化。デバ
イスを指定しないでこのコマンドを実行すると、
仮想マシンの全取外し可能デバイスが有効になり
ます。

注意：仮想マシンコンソールウィンドウの [VM ] - 
[Removable Devices] メニューからもデバイスの
有効化が可能です。

synctime [on|off] ゲスト OS とホスト OS 間の時刻同期機能のオン
/ オフを設定します。デフォルトでは、時刻同期
はオフになっています。

オン / オフのオプションを指定せずにこのコマン
ドを実行すると、時刻同期機能の現在のステータ
スが表示されます。

ゲスト OS のホスト OS への時刻同期は、ゲスト
OS の時刻がホスト OS より遅れている場合にの
み可能です。

idle [on|off] CPU アイドルプログラムのオン / オフを設定しま
す。デフォルトでは、アイドルプログラムはオン
になっています。CPU アイドルプログラムは、 
NetWare ゲスト向けの VMware Tools に含まれて
います。

NetWare サーバは、OS がアイドル状態になって
もプロセッサを使用します。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、ホストからプロセッサ時間を消
費してしまうことになります。このため、アイド
ルプログラムが必要となります。 

vmwtool コマンド 定義
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VMware Tools サービス
仮想マシンに VMware Tools をインストールする上で、 VMware Tools サービ
スはインストールされる主要コンポーネントのひとつです。VMware Tools
サービスで以下のことが実行できます。 

• ゲスト OS をホスト OS に時刻同期

• 電源操作時に仮想マシンのスクリプトを実行。「仮想マシンの電源操作
時にスクリプトを実行 (P.82)」を参照ください。

• Linux ゲスト OS をシャットダウンまたは再スタートさせた時に、仮想マ
シンのコマンドを実行。

• ゲスト OS が稼動しているかどうかの確認のために、ハートビートを
GSX Server に送信。ハートビートのゲージは VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）に表示されます。詳細は ｢ VMware 
GSX Server 運用ガイド」の「Status Monitor ページの使用」を参照くだ
さい。

• ホスト OS からゲスト OS に情報を伝達

• ゲスト OS と VMwar Scripting API スクリプト間の情報交換

ゲスト OS システムを起動した時に、VMware Tools サービスは自動的にス
タートします。

Windows ゲストでは、VMware Tools サービスプログラムファイルは 
VMwareService.exeです。 システムトレイのVMware Toolsアイコンを右ク
リックして [Help] を選択すると、ヘルプが表示されます。 

Linux ゲストでは、VMware Tools サービスは vmware-guestd です。全て
のオプションのリストを含む VMware Tools サービスのヘルプを表示するに
は、次のコマンドを使用してください。 
/etc/vmware/vmware-guestd --help 

ここでは、次の項目に関して解説を行います。

• ゲスト OS のホスト OS への時刻同期 (P.97)

• 仮想マシンのパワーオフ / リセット時にコマンドを実行 (P.97)

• 任意の文字列をホスト OS からゲスト OS に引渡し (P.98)

• ゲスト OS と VMware Scripting API スクリプト間での情報交換 (P.100)
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ゲスト OSのホストOSへの時刻同期 
VMware Tools サービスは、毎分ゲスト OS の日時をホスト OS の日時と同期
化することができます。Windows ゲストで時刻同期を有効にするには、

「VMware Tools でオプションを設定 (P.84)」を参照ください。Linux または
FreeBSD ゲストで時刻同期を有効にするには「VMware Tools でオプション
を設定 (P.90)」を参照ください。NetWare ゲストで時刻同期を有効にするに
は 「VMware Tools でオプションを設定 (P.93)」を参照ください。

システムイベントに応じてゲストの時刻を同期化
VMware Tools サービスは下記に示されたような様々なシステムイベントに
応じて、ゲスト OS の日時をホスト OS の日時と同期化します。 

• スナップショットを設定。仮想マシンの構成ファイル (.vmx) では、この
設定は time.synchronize.continue オプションで表されています。

• スナップショットに戻る。仮想マシンの構成ファイル (.vmx) では、この
設定は time.synchronize.restore オプションで表されています。

• サスペンド状態の仮想マシンをレジューム。仮想マシンの構成ファイ
ル (.vmx) では、この設定は time.synchronize.resume.disk オプ
ションで表されています。

• 仮想ディスクの圧縮。仮想マシンの構成ファイル (.vmx) では、この設
定は time.synchronize.shrink オプションで表されています。

時刻同期の無効化
ゲスト OS で時刻同期を完全に無効にするには、 テキストエディタで仮想マ
シンの構成ファイル (.vmx) を開き、次のオプションを FALSEに設定してく
ださい。

tools.syncTime

tools.synchronize.restore

time.synchronize.resume.disk

time.synchronize.continue

time.synchronize.shrink

仮想マシンのパワーオフ / リセット時にコマンドを実行
Linux ゲストでは、 ゲスト OS をシャットダウンまたは再スタートした時に、
VMware Tools サービスが特定のコマンドを実行するように設定できます。
これは、ゲスト OS をシャットダウンした時に実行するように指定したスク
リプトとは別に設定可能です。 
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これらのコマンドを実行するには、/etc/vmware-tools/tools.conf

を変更してください。コマンドは次のフォーマットで指定します。
halt-command = <command> 

( <command> は、ゲスト OS のシャットダウン時に実行されるコマンドです。) 

reboot-command = <command> 

( <command>は、ゲスト OS の再スタート時に実行されるコマンドです。) 

任意の文字列をホストOSからゲストOSに引渡し
GSX Server と Perl や（Windows 2000 ゲスト OS の場合は）NetShell などの
スクリプト言語の知識があれば、仮想マシンの立ち上げに構成ファイルを使
用する場合、任意の文字列をホスト OS の仮想マシン構成ファイルからゲス
ト OS に伝達することができます。

ゲスト OS にどの文字列を伝達するかは自由ですが、スクリプト言語の十分
な知識とシステムス タートアップ スクリプトの変更手順の知識が必要です。

仮想マシンのゲスト OS に文字列を送る方法は２つあります。

1. 文字列を machine.idパラメータに設定して、仮想マシンの構成ファ
イルに挿入します。

例えば、以下のような文字列を設定できます。 
machine.id = "Hello World." 

2. 仮想マシンを立ち上げた時にコマンドラインからゲスト OS に文字列を
伝達します。下記例 1 を参照ください。

Windows システム ID(SID) 、マシン名、あるいは IP アドレスといった情報
を伝達することができます。ゲスト OS のスタートアップ スクリプト内で
VMware Tools サービスがこの文字列を読み出し、 独自に作成した別のスク
リプトで使用したり、スタートアップスクリプトに取り込んで仮想マシンの
システム ID、マシン名、あるいは IP アドレスを設定したりすることができ
ます。 

この方法で同じ構成ファイルのコピーを複数作成し、 各ファイルに（構成
ファイル自身またはコマンドラインに）異なる文字列を追加すれば、例えば
トレーニングやテスト環境で、同じ構成ファイルの各種バージョンを使って
読み取り専用 (Nonpersistent) モードの同一の仮想ディスクを何回も起動さ
せることができます。

以下の例は、同じ仮想ディスクを使用する 2 つの構成ファイルの一部です。
いずれの構成ファイルにも machine.id パラメータに対してそれぞれ独自
の文字列が設定されています。
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<config_file_1>.vmx の場合 

ide0:0.present = TRUE
ide0:0.fileName = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
machine.id = "the_string_for_my_first_vm"

<config_file_2>.vmx の場合

ide0:0.present = TRUE
ide0:0.fileName = "my_common_virtual_hard_drive.vmdk"
machine.id = "the_string_for_my_second_vm"

文字列の引渡しは、共通の構成ファイルを使用して仮想マシンをネットワー
クで展開しながら、各仮想マシンに独自の ID を与えたい場合などに便利で
す。この場合、この構成ファイルを使用して各仮想マシンを立ち上げる時、
コマンドラインで文字列を指定してください ( 各仮想マシンを vmware -s

コマンドを使って立ち上げてください）。下記例のステップ 1 を参照くださ
い。 

他の仮想マシン ディスクファイルとファイル名を共有する場合は、各仮想
マシンのディスクファイルをそれぞれ独自のディレクトリにコピーしてくだ
さい。 

次の例では、Windows ホストとゲストを使用して、どのように仮想マシン
のマシン名と IP アドレスとなる情報を含む文字列を VMware Tools サービス
を使用して取り込むかを説明しています。 この例では、W2K-VM をマシン名
として使用し、148.30.16.24 を IP アドレスとして使用しています。

1. 次のいずれかの方法で文字列を定義します。 

• 仮想マシンの構成ファイルに次の行を付け加えます。 
machine.id = "W2K-VM 148.30.16.24" 

次に、この構成ファイルを使用して仮想マシンを立ち上げます。 

• コマンドラインを使用して仮想マシンを立ち上げます。コマンドラ
インに次のように入力します。 
“C:\Program Files\VMware\VMware GSX Server\vmware 
-s 'machine.id=W2K-VM 148.30.16.24' C:\Virtual 
Machines\win2000\win2000.vmx”

注意 : 上記のコマンドは一行で入力する必要があります。

注意 : Linux ホストでは、以下の条件に合致する場合、コマンドライン
に送られたマシン ID が優先され、ゲスト OS に送られます。

• 構成ファイルに仮想マシン ID が指定されている。
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• そのファイルを仮想マシンを立ち上げるために使用する。

• コマンドラインにもマシン ID が指定されている。

2. 仮想マシンに文字列を取り込みます。Windows ゲストでは、以下のコ
マンドを使って文字列を取り込みます。 
VMwareService --cmd machine.id.get

注意 : Linux ゲスト OS のスタートアップスクリプトでは、ネットワーク 
スタートアップのセクションの前に次のコマンドを挿入してください。 
/etc/vmware/vmware-guestd --cmd 'machine.id.get' 

スタートアップ時に VMware Tools サービスが取り込んだ文字列を使用して
仮想マシンのネットワーク名を W2K-VM に、IP アドレスを 148.30.16.24 に
設定するように、このスタートアップスクリプトをさらにカスタマイズする
必要があります。文字列は、ネットワークサービスがスタートする前にスク
リプトに記録されなければなりません。例えば、Windows 2000 ゲスト OS
を使用している場合、 NetShell ユーティリティ (netsh) を呼び出し、文字列
の内容を送ると、それに沿って文字列を使用します ( つまり、IP アドレスを
文字列で送った場合には、仮想マシンの新しい IP アドレスを設定すること
ができます） 。

ホスト OS から、VMware Tools サービスを通してゲスト OS に文字列が送ら
れるのを防ぐこともできます。そのためには、次の行を仮想マシンの構成
ファイルに設定してください。
isolation.tools.getMachineID.disable = TRUE

ゲストOSと VMware Scripting API スクリプト間での情報交換
仮想マシン内でゲスト OS が動作している場合、VMware Tools サービスを
使って、作成した ( 他のホストマシンで稼動している )VMware Scripting API
スクリプトからゲスト OS、及びゲスト OS からスクリプトに情報を送るこ
とができます。

詳細は 弊社 Web サイト（www.vmware.com/support/developer）を参照くださ
い。
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4 章
仮想マシンの実行
VMware GSX Server、ゲスト OS、VMware Tools のインストールが完了した
ら、仮想マシンを実行することができます。ここでは、最も基本的なタスク
を解説していきます。

• VMware 仮想マシンコンソール のウィンドウの概要 (P.103)

• 仮想マシンと GSX Server ホストに接続 (P.113)

• 仮想マシンの電源状態を変更 (P.127)

• 仮想マシン画面のコントロール (P.134)

• スナップショットの設定と復元 (P.139)

• DVD-ROM/CD-ROM ディスクから仮想マシンを実行 (P.140)

• 仮想マシンで PXE を使用 (P.143)

• ゲスト OS とホスト OS 間でファイルを共有 (P.145)

• 仮想マシンに新しいソフトウェアをインストール (P.151)

• 切り取り / コピー / 貼り付け (P.152)
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• 仮想マシンでデバイスを使用 (P.153)

• コマンド参照リスト (P.157)

この章では、Windows Server 2003 をゲスト OS と想定して説明を行ってい
ますので、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。 
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VMware 仮想マシンコンソール の
ウィンドウの概要
以下のセクションでは、VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコン
ソール）の概要を説明していきます。

• [Home] タブの使用 (P.105)

• タブの使用 (P.109)

• 仮想マシンの構成 (P.110)

• 仮想マシン インベントリ (Inventory) の使用 (P.110)

• ヒントの表示 (P.111)

• VMware Tools の状態を確認 (P.111)

• 仮想マシンのスクリーンショットの作成 (P.112)

VMware GSX Server の仮想マシンは、物理コンピュータのデスクトップ上の
1 つのウィンドウ内で実行される独立したコンピュータと考えることができ
ます。VMware 仮想マシンコンソールでは、複数の仮想マシンを実行するこ
とができ、仮想マシン間の切替も簡単に行うことができます。
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初めてコンソールを GSX Server ホストに接続すると、 [Home] タブが仮想マ
シンの画面に表示されます。 [Home] タブは、接続先（GSX Server あるいは
ESX Server システム）とサーバーソフトウェアのバージョンを示します。コ
ンソールウィンドウのステータスバーにも同じ情報が表示されます。

旧バージョンの GSX Server あるいは ESX Server に接続している場合、イン
ターフェイスのコントロール及び機能の一部が、製品間の機能の違いに対応
して変化します。違いを見るには、「旧 GSX Server、ESX Server システム、
旧仮想マシンへの接続 (P.121)」を参照してください。

新しいメニューのレイアウト
VMware GSX Server 3 のメニューは VMware GSX Server 2 のものと多少異
なっています。次の表は、移動された最も一般的に用いられるメニュー項目
の位置を示しています。

旧ロケーション 新ロケーション

[File]-[New]-[New Virtual Machine] [File]-[New Virtual Machine]

[File]-[New]-[New Window] [File]-[New Window]

[File]-[Detach and Exit] [File]-[Exit]

[Devices]-[Removable Devices] [VM]-[Removable Devices]
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[Home] タブの使用
[Home] タブを使用して、仮想マシンの作成、既存の仮想マシンの開始、他
の GSX Server ホストへの接続、そしてカレント GSX Server ホストのグロー
バル設定の指定を行うことができます。

• 仮想マシンの作成については「New Virtual Machine Wizard を使用して
新規仮想マシンを作成 (P.40)」を参照ください。 

• 既存の仮想マシンの開始については「仮想マシンと GSX Server ホストに
接続 (P.113)」を参照ください。

• ホストの変更については、「別の GSX Server ホストに接続 (P.119)」を参
照ください。

• GSX Server ホストの構成については、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」
の 「VMware GSX Server のグローバル設定を指定」を参照ください。

[Settings]-[Preferences] (Windows) あ
るいは、[Settings]-[Input Preferences] 
(Linux)

[Host]-[Settings] ( グローバルホスト設定 ) あるい
は、[Edit]-[Preferences] ( ユーザー設定 )

[Settings]-[Configuration Editor] [VM]-[Settings]

[Settings]-[Manage Virtual Networks] [Host]-[Virtual Network Settings]

[Settings]-[VMware Tools Install] [VM]-[Install VMware Tools]

[Settings]-[Upgrade Virtual Hardware] [VM]-[Upgrade Virtual Hardware]

[Power]-[Send Ctrl]+[Alt]+[Del] [VM]-[Send Ctrl]+[Alt]+[Del]

[Power]-[Grab Input] [VM]-[Grab Input]

旧ロケーション 新ロケーション
105



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
[Inventory] のリストで仮想マシンを選択すると、新しいタブで仮想マシンが
開かれます。 仮想マシンが既に稼動している時は、仮想マシンの画面にその
デスクトップが表示されます。

Windows ホストでの VMware 仮想マシンコンソール ウィンドウ
ステータスバーの取り外し可能デバイスのアイコンを右クリックして、切断または構成の
編集を行います。

1 つまたは複数のウィ
ンドウを使用可能

･VMware GSX Server 
3 では、同じコン
ソールウィンドウか
ら同じサーバホスト
上に置かれている複
数の仮想マシンを開
くことができます。 
また、複数のコン
ソールを実行して、
各コンソールを異な
るサーバの仮想マシ
ンに接続することも
できます。複数の仮
想マシンを実行する
のに十分なメモリと
プロセッサがあるこ
とを確認してくださ
い。
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仮想マシンがパワーオフまたはサスペンド状態の場合は、電源状態、ゲスト
OS システム、構成ファイルの格納場所、仮想マシンが GSX Server の最新ま
たは旧バージョンのどちらに構成されているかを含む、仮想マシンについて
の情報が仮想マシンの画面に表示されます。 

仮想マシンがパワーオフまたはサスペンドの状態にある場合、仮想マシンについての情報
の入力、 設定の編集、またはマシンの再スタートを行うことができます。構成行うには、デ
バイスをダブルクリックしてください。
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インベントリについての詳細は「仮想マシン インベントリ (Inventory) の使
用 (P.110)」を参照ください。

Linux ホスト上の VMware 仮想マシンコンソール 

このコンピュータでは、実際のボタンでオン / オフを切替える代わりに、 
VMware 仮想マシンコンソールウィンドウ上部にあるツールバーのボタンを
使用します。

仮想マシンがオフになっている時のツールバー (Windows ホスト )

仮想マシンがオフになっている時のツールバー (Linux ホスト )

仮想マシンがオンになっている時のツールバー (Windows ホスト )

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

仮想マシンがサスペンドされている時のツールバー (Linux ホスト )

[Power Off] ボタンと [Power On] ボタンは別々に表示されます。仮想マシン
をサスペンドすると、[Power On] ボタンが [Resume] ボタンに変わります。 

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

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

仮想マシンのタブを閉じても、仮想マシンの動作は中断されません。動作中
の仮想マシンのタブを閉じると、その仮想マシンはバックグラウンドで実行
され、タブを再度開いた時に稼動中の状態で表示されます。

仮想マシンの画面で再度仮想マシンを表示させるには、インベントリで該当
する仮想マシンをクリックしてください。 [Home] タブを閉じた場合は 、 
[View] - [Go to Home Tab] を選択して再度タブを開くことができます。

同時に複数の仮想マシンを表示させたい場合は、コンソールウィンドウを複
数開き、各ウィンドウで仮想マシンを起動させることが可能です。 異なる
サーバに存在する仮想マシンを表示する場合は、サーバ毎に新しいコンソー
ルを接続してください。
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仮想マシンの構成
仮想デバイスの設定を変更するには、仮想マシン設定エディタを使用しま
す。[VM] - [Settings] を選択して、画面左のリストにあるデバイス名をク
リックし、右側のパネルで変更を行ってください。

仮想マシン設定エディタを使用して、仮想マシンコンポーネントの追加、削除、変更を
行ってください。

Linux ホストの仮想マシン設定エディタ ( 以前は「構成エディタ」と呼ばれ
ていました）は、Windows ホストの仮想マシン設定エディタと同一のもの
になりました。

詳細は「仮想マシンでデバイスを使用 (P.153)」を参照ください。

仮想マシン インベントリ (Inventory) の使用
GSX Server で作成された仮想マシンは、インベントリに自動的に追加されま
す。これによって、VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソー
ル）と VMware Management Interface（管理インターフェイス） から仮想マ
シンにアクセスできるようになります。

インベントリを使えば、仮想マシンを簡単に開くことができます。仮想マシ
ンをインベントリに追加するには（別のホストから仮想マシンをコピーして
きた場合、インベントリへの追加は手作業になります）、[File] - [Open Virtual 
Machine] を選択し、[Browse] をクリックし、仮想マシン構成ファイル 

(.vmx) を指定してください。 

リストの各仮想マシン名の横にあるアイコンは、仮想マシンの電源状態（オ
ン、オフ、サスペンド）を示しています。

インベントリの表示 / 非表示を切替えるには、 F9を押すか、ツールバーに
ある [Inventory] ボタン (  ) をクリックしてください。
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仮想マシンをインベントリから削除 
仮想マシンを当分使用する必要がないけれども削除はしたくない場合、代わ
りにインベントリから削除することが可能です。インベントリから削除する
と、その仮想マシンがコンソールや管理インターフィイスに表示されなくな
ります。

リストから仮想マシンを削除しても、仮想マシンのファイルに影響はありま
せん。[File] - [OpenVirtual Machine] を選択して、いつでも仮想マシンをリス
トに再度追加することができます。

インベントリから名前を削除するには、次の手順を行ってください。

1. リストから名前をクリックして選択します。

2. [VM] - [Remove from Inventory] を選択します。

ヒントの表示
GSX Server は、仮想マシンを実行している時に行う様々な操作に応じてヒン
トを表示します。 ヒントは、これらの操作についての詳しい情報を提供しま
す。デフォルトではヒント作動していません。ヒントを表示させたい時は、
コンソールで [Help] - [Hints] - [Show All Hints] を選択します。 GSX Server を使
い慣れていないユーザーにはヒント表示をお勧めします。

その場に応じてヒントを非表示にすることができます。ヒントを隠したい場
合は、 [hint] ダイアログボックスを閉じる前に [Never show this hint again] を
チェックしてください。

VMware Tools の状態を確認 
最高のパフォーマンスを実現するには、VMware Tools を仮想マシンにイン
ストールして実行することが重要です。 VMware Tools についての詳細は

「VMware Tools の使用 (P.63)」を参照ください。

Windows の仮想マシンに VMware Tools をインストールすると、ゲスト OS
を起動した時に VMware Tools サービスが自動的にスタートします。 

Windows 仮想マシン内で VMware Tools が実行されている間、アイコンを非表示にしない限
り、VMware Tools のアイコンがシステムトレイに表示されます。 

システムトレイに VMware Tools アイコンが表示されていない場合は、 ゲス
ト OS の VMware Tools コントロールパネル ([ スタート ] - [ 設定 ] - [ コント
ロールパネル ] - [VMware Tools]) を使用して VMware Tools の設定を変更でき
ます。 [Options] タブで [Show VMware Tools in the taskbar] をクリックしてく
ださい。
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Linux あるいは FreeBSD 仮想マシンでは、ゲスト OS を起動し、X をスター
トさせてグラフィカル環境を開始すると、 VMware Tools バックグラウンド 
アプリケーションを次のコマンドで立ち上げることができます。
vmware-toolbox & 

VMware Tools は root の権限でも一般ユーザーとしても実行できますが、仮
想ディスクの圧縮、スクリプトのテストと編集は、 root (su -) として 
VMware Tools を実行しなければなりません。

NetWare 5.1 以降の NetWare ゲスト OS では、[Novell] - [Settings] - [ VMware 
Tools for NetWare] を選択して、VMware Tools コントロールパネルにアクセ
スすることができます。 

一部のウィンドウマネージャでは、グラフィカル環境をスタートした時に
VMware Tools が自動的に起動するように、スタートアップ構成に コマンド
を挿入することが可能です。 詳細はウィンドウマネージャの説明書、または

「VMware Tools を自動的に起動 (P.78)」を参照ください。

VMware Tools のインストールに関する注意事項
仮想マシンが実行している VMware Tools のバージョンが GSX Server のバー
ジョンと一致していない場合、VMware GSX Server ウィンドウの左下のス
テータスバーに警告が表示されます。 

VMware Tools インストーラを起動するには、 [VM] - [Install VMware Tools] を
選択してください。

注意 : VMware Tools をインストールする際、ゲスト OS が完全にインス
トールされ、実行中でなければなりません。

詳細は「VMware Tools のインストール (P.66)」を参照ください。

仮想マシンのスクリーンショットの作成
[File] - [Capture Screen] メニューを使用して、仮想マシンのスクリーン
ショットをキャプチャすることが可能です。 イメージは Windows ホストで
はビットマップ (.bmp) ファイルとして、Linux ホストでは PNG(.png) ファ
イルとして 保存することができます。 
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仮想マシンとGSX Server ホストに接続
ここでは、以下の項目について説明します。

• Windows ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続 (P.114)

• Linux ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続 (P.117)

• VMware 管理インターフェイスから仮想マシンに接続 (P.119)

• 別の GSX Server ホストに接続 (P.119)

• 旧 GSX Server、ESX Server システム、旧仮想マシンへの接続 (P.121)

特定の仮想マシンのデスクトップを表示したい場合、VMware Virtual 
Machine Console（仮想マシンコンソール）を起動してその仮想マシンに接
続してください。 

注意 : 旧バージョンのコンソールをサーバに接続する場合は、 サーバホスト
に接続した後に仮想マシンを選択してください。弊社では、本クライアント
上のコンソールはアップデートされることをお勧めしています。必要なイン
ストーラは、VMware Management Interface（管理インターフェイス）の
[Login] ページか [Status Monitor] ページからダウンロードすることができま
す。 ｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「VMware 仮想マシンコンソールの
ダウンロード」をご覧ください。

Netscape 及び Mozilla ユーザーは、最初に該当するコンソール向けの MIME
タイプを定義する必要があります。Internet Explorer をご使用の場合は、コ
ンソールのインストール時に自動的に構成が行われます。 詳しくは、
｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「VMware 仮想マシンコンソールを起動
するために MIME タイプを設定」をご覧ください。
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Windows ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続
特定の仮想マシンのデスクトップを表示したい場合、VMware 仮想マシンコ
ンソールを使って、その仮想マシンに接続してください。 

1. 仮想マシンコンソールを起動します。

ローカルGSX Server ホストに接続

ローカルホストに速く接続するには、デスクトップの VMware GSX 
Server コンソールアイコンをダブルクリックするか、[ スタート ] - [ プ
ログラム ] - [VMware] - [VMware GSX Server] を選択します。ステップ 2
に進んでください。

GSX Server ホストからサーバに接続

GSX Server ホストから指定したサーバに接続するには、デスクトップの
VMware 仮想マシンコンソールアイコンをダブルクリックするか、 [ ス
タート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Virtual Machine Console] を
選択します。

[VMware Virtual Machine Console - Connect to Host] ダイアログボック
スが表示されます。

ローカルホストまたは他の GSX Server ホストのどちらに接続するか選
択します。

• ローカルホストの仮想マシンにコンソールを接続するには、[Local 
Host] を選択し、[OK] をクリックします。
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• 他の GSX Server ホストの仮想マシンに接続するには、[Remote Host]
を選択し、 ホスト名、ユーザー名、パスワードを指定して、[OK] をク
リックします。

リモートクライアントからGSX Server ホストに接続

Windows クライアントにいる場合、デスクトップの VMware 仮想マシ
ンコンソールアイコンをダブルクリックするか、[ スタート ] - [ プログ
ラム ] - [VMware] - [VMware Virtual Machine Console] を選択します。

[VMware Virtual Machine Console - Connect to Host] ダイアログボック
スが表示されます。

ホスト名、ユーザー名、パスワードを指定して、[OK] をクリックしま
す。

2. GSX Server を起動するのが初めてで、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 ホストではこのオプションが利用で
きます）、 入力するように指示が表示されます。シリアル番号はパッ
ケージに入っている登録カード、あるいはダウンロード版と共に受け
取った電子メールメッセージ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ますので、再び入力する必要はあり
ません。便宜のため、 製品に組み込まれた特定の Web リンク ( 例えば、
[Help] - [VMware on the Web] - [Register Now!]、[Help] - [VMware on the 
Web] - [Request Support] 等 ) を使用すると、GSX Server が自動的にシ
リアル番号を 弊社 Web サイトに送ります。 これによって、登録または
サポートのための正しい Web サイトにアクセスすることができます。
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VMware 仮想マシンコンソールのウィンドウが表示されます。

3. コンソールウィンドウの左にある [Inventory] のリストで、使用する仮
想マシンを選択します。

使用したい仮想マシンが [Inventory] にない場合は、[File] - [Open Virtual 
Machine] を選択して、[Browse] をクリックし、 構成ファイル (.vmx) を
ブラウズして、目的の仮想マシンを見つけます。

注意 : デフォルトで GSX Server は仮想マシンを次の場所に格納してい
ます。 
<installdrive>:\Virtual Machines\<guestOS>

4. 仮想マシンが稼動していない場合は、 [Power On]ボタンをクリックして 
スタートさせます。

5. VMware Tools が仮想マシンで実行されていない時は、仮想マシンの
ウィンドウ内をクリックすると、仮想マシンにマウスとキーボードの
コントロールが渡ります。

6. ログインする時は、物理コンピュータでするように、名前とパスワー
ドを入力します。但し、 <Ctrl>-<Alt>-<Del> でログインしようとすると
Windows ホストがコマンドを検知してしまうので、代わりに <Ctrl>-
<Alt>-<Ins> を使用します。 
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Linux ホストまたはクライアントから仮想マシンに接続
特定の仮想マシンのデスクトップを表示したい場合、VMware Virtual 
Machine Console（仮想マシンコンソール）を使って、その仮想マシンに接
続してください。 

VMware 仮想マシンコンソールを実行するためには、X サーバが必要です。 X
サーバがインストールされていなければ、Linux ディストリビューション 
ディスクにある libxpm.so.4 をインストールしてください。

1. VMware 仮想マシンコンソールを起動します。ターミナルウィンドウを
開き、以下のいずれかを行います。

• ローカルホストの仮想マシンにコンソールを接続するには、次のよ
うに入力します。
vmware &

次に <Enter> キーを押します。

• リモートホストの仮想マシンにクライアントからコンソールを接続
するには、次のように入力します。
vmware-console &

次に <Enter> キーを押すと、[Connect to Host] ダイアログボックス
が表示されます。

ホスト名、ユーザー名、パスワードを指定して、[OK] をクリックし
ます。

2. コンソールの立ち上げが初めての場合、ダイアログボックスが、
.vmdk拡張子を使用するように既存の仮想ディスクの名前を変更する
かどうかを聞いてきます。[OK] をクリックすると、ホストコンピュー
タの全てのローカルドライブが検索され、該当するファイルの名前が
変更されます。 

さらに、コンバータがサスペンド状態の仮想マシンを格納したファイ
ルを検出すると、その名前も変更します。コンバータは古い .std ファ
イル拡張子を .vmssに替えます。しかし、 GSX Server をアップグレー
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ドする前に、全てのサスペンド状態にある仮想マシンをレジュームし、
シャットダウンすることをお勧めします。

ファイル名の変更の他に、コンバータは、新しいファイル名を使用す
る仮想ディスクを認識するように、対応する仮想マシン構成ファイル
もアップデートします。

Windows Server 2003 ホストに仮想ディスクファイルまたはサスペンド
状態ファイルを保存する予定がある場合、Windows Server 2003 の シス
テム復元機能との競合を避けるために、ファイル名を変更することが
必要です。

VMware 仮想マシンコンソール ウィンドウが表示されます。

3. コンソールウィンドウの左にある [Inventory] のリストで、使用する仮
想マシン名を選択します。 

使用したい仮想マシンが [Inventory] にない場合は、[File] - [Open Virtual 
Machine] を選択して、[Browse] をクリックし、 構成ファイル (.vmx ま
たは .cfg ) をブラウズして、目的の仮想マシンを見つけます。

注意 : デフォルトで GSX Server は仮想マシンを次の場所に格納してい
ます。 
/var/lib/vmware/Virtual Machines/<guestOS>

Linux ホスト : ディスク
ファイルの名前変更は
１度のみ

･[Rename Virtual Disks]
ダイアログボックスは
１度しか表示されませ
ん。[Cancel] をクリッ
クした場合、ファイル
名と構成ファイルの更
新は２度と自動的には
行われません。
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4. 仮想マシンが稼動していない場合は、 [Power On]ボタンをクリックして 
スタートさせます。

5. VMware Tools が仮想マシンで実行されていない時は、仮想マシンの
ウィンドウ内をクリックすると、仮想マシンにマウスとキーボードの
コントロールが渡ります。

6. ログインする時は、物理コンピュータでするように、名前とパスワー
ドを入力します。 

VMware 管理インターフェイスから仮想マシンに接続
特定の仮想マシンのデスクトップを表示したい場合、VMware Virtual 
Machine Console（仮想マシンコンソール）を使って、その仮想マシンに接
続してください。 

VMware Management Interface（管理インターフェイス）から、コンソール
を使って接続する仮想マシンの列にあるターミナルアイコン ( ) をクリッ
クしてください。コンソールへの接続に関する詳細は、「Windows ホストま
たはクライアントから仮想マシンに接続 (P.114)」及び「Linux ホストまたは
クライアントから仮想マシンに接続 (P.117)」をご覧ください。

別のGSX Server ホストに接続 
一度に VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）が接続で
きる GSX Server ホストは 1 台だけです。 別のホスト上の仮想マシンに接続す
る必要がある場合は、別のコンソールを立ち上げれば、新しいホストの仮想
マシンに接続できます。あるいは、同じコンソールウィンドウでホストを切
り替えることもできます。コンソールからホストを切り替えるには、次の手
順を行ってください。

1. VMware 仮想マシンコンソールから、[Host] - [Switch Host] を選択する
と、 [Switch Host] ダイアログボックスが表示されます。

2. ローカルホストに接続するか、他の GSX Server ホストに接続するかを
決めます。

• ローカルホストでコンソールを仮想マシンに接続するには、[Local 
Host] を選択し、[OK] をクリックします。

注意 : I クライアントからホストに接続する場合は、ローカルホスト
とリモートホストの選択はできず、リモートホストへの接続に限ら
れます。
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• 他の GSX Server ホストにある仮想マシンに接続するには、[Remote 
Host] を選択し、ホスト名、ユーザー名、パスワードを指定して、
[OK] をクリックします。

既に別の GSX Server ホストに接続している場合、その接続は切断されます。
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旧GSX Server、ESX Server システム、旧仮想マシンへの接続
GSX Server 3 から VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）
を旧仮想マシンあるいは旧 GSX Server/ESX Server システムに接続する場合、
コンソールコントロールは古い方のマシンあるいはサーバに適応します。旧
仮想マシンあるいはサーバに接続する場合は、新規仮想マシンの作成、ある
いはホストの構成など、特定の機能は使用できません。 スナップショットな
ど、GSX Server 3 で導入された機能は旧サーバの仮想マシンでは使用できま
せん。

「VMware 仮想マシンコンソール のウィンドウの概要 (P.103)」で述べたよう
に、[Home] タブとコンソールウィンドウのステータスバー には、接続して
いるサーバのタイプ（GSX Server あるいは ESX Server システム ) とサーバの
バージョン が表示されます。

GSX Server、ESX Server または Workstation の旧バージョンで作成された仮
想マシンに接続している場合、仮想マシンの概要は仮想マシンが「legacy」
( レガシー ) であることを表示します。 また、仮想マシンが GSX Server 3、
ESX Server 2 あるいは Workstation 4 で作成された場合は、GSX Server 3 で実
行された場合、「current」( 最新の ) 仮想マシンとみなされます。 仮想マシン
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が実行されていない時に仮想マシン画面でバージョン情報を確認してくださ
い。

さらに、仮想マシンの設定エディタも、仮想マシンがレガシー仮想マシンで
あることを認識します。 

注意 : どのバージョンの VMware 製品が GSX Server 3 以前のバージョンとみ
なされるかの確認は、弊社 Web サイトの「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。 このガイドには、VMware 製品間での
仮想マシンの移動についての解説も記載されています。

GSX Server 3 ホストで旧仮想マシンを実行している場合、仮想ハードウェア
をアップグレードするまで、 その仮想マシンはレガシー仮想マシンであると
みなされます。 レガシー仮想マシン設定の一部は機能しません。例えば、最
新の GSX Server ホストのレガシー仮想マシンに物理ディスクを追加するこ
とはできません。

コンソールを旧サーバ及び旧仮想マシンに接続している時にできる操作とで
きない操作について、以下に説明します。

ホストの構成
旧 GSX Server ホストあるいは ESX Server システムを構成することはできま
せん。

仮想マシンの作成と削除
コンソールから旧来のホストに新規仮想マシンを作成することはできませ
ん。 また、コンソールを使って旧来のホストから仮想マシンを削除すること
もできません。

仮想マシンのブラウズ
旧来の GSX Server ホストで仮想マシンのブラウズを行うことはできません。
接続できるのは、[Open Virtual Machine] ダイアログボックスに表示されて
いる仮想マシンのみです。
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ESX Server システムに接続
ESX Server システムの仮想マシンにコンソールを接続する場合、仮想マシン
の設定エディタで変更できるのは、取り外し可能デバイスの設定のみです。
他の全ての設定は 読み取り専用です。

ESX Server システムの構成はできません。

仮想ハードウェアのアップグレード
コンソールを使用して、レガシー仮想マシンの仮想ハードウェアを GSX 
Server 3 でサポートしている仮想ハードウェアのレベルにアップグレードす
ることができます。

レガシー仮想マシンの仮想ハードウェアを仮想マシンが動作している旧バー
ジョンの GSX Server で使用されている仮想ハードウェアのレベルにアップ
グレードすることはできません。例えば、GSX Server 1 で作成された仮想マ
シンのハードウェアを GSX Server 2 でサポートされているハードウェアに
アップグレードすることはできません。

一旦仮想ハードウェアをアップグレードすると、仮想マシンはもはやレガ
シー仮想マシンとはみなされません。

仮想ディスクモード
仮想ディスクのディスクモードを、通常 (persistent)、取り消し可能
(Undoable)、または読み取り専用 (nonpersistent) に指定できます。ディス
クモードについての詳細は www.vmware.com/support/gsx25/doc/

disks_modes_gsx.html を参照ください。

GSX Server 3 仮想マシンでできるように、独立 (Independent) モードを選択
することはできません。

GSX Server 3 ホストでレガシー仮想マシンを実行している場合、仮想マシン
のディスクモードをそのまま使用することはできますが、変更はできず、独
立ディスクモードは適用されません (「独立ディスク (P.176)」を参照くださ
い )。ディスクモードとスナップショット機能の関連については 「スナップ
ショットとレガシーディスクモード (P.171)」を参照ください。

新規仮想ディスクの追加
新しい仮想ディスクを追加する場合、ディスクを常に 2GB のファイルに分
割しなければなりません。

スナップショットの使用
旧来のホストで実行している仮想マシンのスナップショットを作成すること
はできません。
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GSX Server 3 ホストで実行しているレガシー仮想マシンではスナップショッ
トを作成できます。レガシー仮想マシンのスナップショットをアップデート
することはできません。また、仮想マシンをパワーオフした時のスナップ
ショットの処理方法を指定することもできません。 詳細については「スナッ
プショットとレガシーディスクモード (P.171)」を参照ください。

仮想 CD-ROMドライブの相違
仮想マシンでRawアクセスを有効にすることができます。 これは GSX Server 
3 でレガシーエミュレーションとして知られています。 クライアントの
DVD-ROM または CD-ROM ドライブを使用することはできません。 

GSX Server 3 ホストで実行しているレガシー仮想マシンに DVD-ROM あるい
は CD-ROM ドライブを独占的に接続することはできません。レガシーエ
ミュレーションの使用は、GSX Server 2 ホストで、Raw アクセスを無効にし
た状態で仮想マシンを稼動している場合と同じように考えられます。 クライ
アントから仮想マシンに接続している場合、クライアントの DVD-ROM また
は CD-ROM ドライブを使用することはできません。

仮想ネットワークインターフェイスカード (NIC)
GSX Server 2 の仮想マシンに接続している場合、ゲスト OS が Windows 
2000、Windows XP あるいは Windows Server 2003 であれば、 vmxnet アダ
プタを選択することができます。

さらに、GSX Server 2.5 以降のホストで GSX Server 2.0 / 2.0.1 仮想マシンに接
続しており、vmxnetアダプタを選択した場合、VMware Tools のインス
トールを行うように指示されます。 これによって、vmxnetアダプタをサ
ポートする GSX Server 2.5 バージョンの VMware Tools がインストールされ
ます。

GSX Server 2.0 あるいは 2.0.1 ホストに接続している場合は、vmxnet アダプ
タを選択することはできません。

仮想ネットワーク設定
リモートクライアントから GSX Server 3 ホストのレガシー仮想マシンに接続
している場合、仮想ネットワーク設定を構成することはできません。 

仮想パラレルポート
旧来のホストで実行している仮想マシンの仮想パラレルポートを、双方向
モードにすることができます。詳細は www.vmware.com/support/gsx25/doc/

devices_parallel_gsx.html を参照ください。
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新しい仮想パラレルポートの実施に双方向モードは必要でなくなったため、
仮想マシンを GSX Server 3 ホストで実行している場合、双方向モードの有効
化は行えません。

全般的な仮想マシン オプション
仮想マシンの反復レジューム (repeatable resume) の有効化が可能です。反
復能レジュームの有効化 / 無効化を行うには [VM] - [Settings] - [Options] - 
[General] を選択し、 [Enable repeatable resume] チェックボックスをチェッ
クまたはチェック解除してください。詳細は www.vmware.com/support/gsx25/

doc/running_repres_gsx.html を参照ください。

最新のホストでレガシー仮想マシンを実行している場合、ゲスト OS の選択
を変更することはできません。

仮想マシンのアクセス権
仮想マシンが旧来のホストにある場合、全ユーザーがアクセスできるように
アクセス権を設定することはできません。

最新のホストでレガシー仮想マシンを実行している場合は、この設定を変更
できます。

仮想マシンの詳細設定
仮想マシンのプロセス優先権を指定することはできません。詳細は
｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「仮想マシン プロセスのプライオリ
ティを調整（Windows ホストのみ）」を参照ください。

仮想マシンが物理 (raw) ディスクを使用し、旧来のサーバにある場合、仮想
マシンが、データの書き込みができるパーティションのみを認識するように
読み取り専用のパーティションを隠すことができます。仮想マシンが GSX 
Server 3 ホストで実行されている場合は、この操作はできません。

仮想サウンドアダプタ
仮想サウンドアダプタを旧来のホストにある仮想マシンに追加できますが、
構成はできません。

レガシー仮想マシンが GSX Server 3 ホストで実行している場合、使用できる
サウンドアダプタはデフォルトのホストサウンドアダプタのみです。リモー
トクライアントからこの仮想マシンを接続した場合、サウンドアダプタは機
能しません。 

仮想マシン ディスプレイ
旧来のホストにある仮想マシンの画面色深度を構成することが可能です。
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最新のホストにあるレガシー仮想マシンの画面色深度は構成することができ
ません。

プロダクトメッセージ
コンソールが表示するメッセージは、接続先サーバのバージョンによって異
なります。 メッセージに使用されるメニュー項目、インターフェイスのエレ
メント、製品用語は接続先サーバのタイプやバージョンによって異なり、
GSX Server の最新バージョンを反映したものとは限りません。

シリアル番号の入力
旧来のホストのシリアル番号は入力できません。

ワンポイント表示
旧来のホストに接続している場合、ワンポイント（Tip of the day）は表示さ
れません。
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仮想マシンの電源状態を変更 
ここでは、仮想マシンの電源状態の変更について説明します。

• 仮想マシンの電源オプションの使用 (P.127)

• 仮想マシンのサスペンドとレジューム (P.130)

• 仮想マシンをシャットダウン (P.130)

• ホストの起動 / 終了時に仮想マシンをパワーオン / オフ (P.131)

仮想マシンの電源オプションの使用
仮想マシンの基本的な電源状態は、パワーオン、パワーオフ、サスペンド、
レジューム、リセットです。 これらのオプションは物理コンピュータの電源
操作に類似しています。

VMware Tools が実行されている場合、仮想マシンの電源状態を変更する時、
スクリプトを実行できます。詳細は 「仮想マシンの電源操作時にスクリプ
トを実行 (P.82)」を参照ください。 

仮想マシンをリセットする時は、「ゲスト OS の再起動」（アプリケーション
を正常終了してからゲスト OS を再起動します）か「仮想マシンのリセッ
ト」（物理コンピュータでリセットボタンを押すのに相当します）を選択す
ることができます。

同様に、仮想マシンをパワーオフする時は、「ゲスト OS のシャットダウン」
（アプリケーションを正常終了してからゲスト OS をシャットダウンします）
か「仮想マシンのパワーオフ」（物理コンピュータの電源ボタンを押すのに
相当します）を選択することができます。

全ての電源オプションは [Power] メニューにあります。仮想マシンの電源状
態によっては、利用できないメニュー項目もあります。 例えば、仮想マシン
がパワーオフされている場合、パワーオフ、サスペンド、レジュームまたは
リセット オプションは選択できません。

ゲスト OS でスクリプトを実行する際、[Power] メニューのコマンドはツー
ルバーにあるパワーボタンの設定に優先します。 

例えば、仮想マシンをサスペンドした時にスクリプトを実行するように
[Suspend]（サスペンド）ツールバーボタンが構成されているけれども、ス
クリプトを実行したくない場合は、[Power] - [Suspend] を選択してくださ
い。同様に、[Suspend] ツールバーボタンがスクリプトを実行するように構
成されていないけれども、仮想マシンをサスペンドした時にスクリプトを実
行したい時は、 [Power] - [Suspend after running script] を選択してください。
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仮想マシンをパワーオンする際のオプション
仮想マシンをパワーオンするには、次のオプションがあります。

• Power On　仮想マシンをパワーオンする。これは、ツールバーの
[Power On] ボタンをクリックするのと同じです。 仮想マシンがサスペン
ドの状態にある時は、このメニュー項目は [Resume] になります。

• Power On and run script　仮想マシンをパワーオンして、関連したスク
リプトを実行します。

仮想マシンをパワーオフする際のオプション
仮想マシンをパワーオフするには、次のオプションがあります。

• Power Off　仮想マシンをパワーオフする。これは、電源ボタンを押し
て物理コンピュータの電源を切るのと同じです。仮想マシンで実行し
ているあらゆるプログラムに悪影響を及ぼす可能性があります。

• Shut Down Guest　関連したスクリプトを実行し、 ゲストOSを正常終了
してから、ゲスト OS システムが APM(Advanced Power Management)
をサポートしていれば、仮想マシンをシャットダウンします。これは、
Windows OS で [ スタート ] - [ シャットダウン ] - [ シャットダウン ] を選
択する、または Linux OS で shutdownコマンドをだすのと同じです。 

ツールバーの [Stop] ボタン ( ) は、「仮想マシンのパワーオフ」と「ゲスト
OS のシャットダウン」のいずれを実行するか設定できます。[VM] - 
[Settings] を選択してから [Options] - [Power] をクリックし、[Power 
Controls] のリストから実行したいアクションを選んでください。

仮想マシンをサスペンドする際のオプション
仮想マシンをサスペンドするには、次のオプションがあります。

• Suspend　仮想マシンをサスペンドする。

• Suspend after running script　関連したスクリプトを実行し、仮想マシ
ンをサスペンドする。

仮想マシンをレジュームする際のオプション
仮想マシンをレジュームするには、次のオプションがあります。

･ Resume　サスペンド状態にある仮想マシンをレジュームする。仮想マ
シンがパワーオフの場合、このメニュー項目は [Power On] になります。

･ Resume and run script　サスペンド状態にある仮想マシンをレジュー
ムし、関連したスクリプトを実行します。 
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仮想マシンをリセットする際のオプション
仮想マシンをリセットするには、次のオプションがあります。

• Reset　仮想マシンをリセットする。これは、リセットボタンを押して
物理コンピュータをリセットするのと同様です。 仮想マシンで実行して
いるあらゆるプログラムに悪影響を及ぼす可能性があります。 

• Restart Guest　仮想マシンを再起動する。 Windows OS で [ スタート ] - [
シャットダウン ] - [ 再起動 ] を選択する、または Linux OS で reboot
コマンドを出すのと同じです。 

ツールバーのリセットボタン ( ) は、「仮想マシンのリセット」と「ゲス
ト OS の再起動」のいずれを実行するか設定できます。[VM] - [Settings] を選
択してから [Options] - [Power] をクリックし、[Power Controls] のリストか
ら実行したいアクションを選んでください。

管理インターフェイスから仮想マシンの電源状態を変更
ユーザーのアクセス権限によっては、仮想マシンの電源状態を VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）から変更できます。アク
セス権限は、該当する仮想マシン向けの [Users and Events] タブに一覧表示
されます。詳しくは｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「接続中ユーザー
の一覧を表示」を参照してください。

仮想マシンの電源状態を変更するには、仮想マシンの現在の電源状態を表す
ボタンをクリックしてください。すると、ポップアップメニューが開き、次
のボタンが表示されます。

ボタン 説明

ゲスト OS をシャットダウンし仮想マシンをパワーオフします。VMware 
GSX Server は仮想マシンをパワーオフする前に、開いているアプリケー
ションをすべて閉じ、ゲスト OS をシャットダウンします。この電源操作
に関連付けられたスクリプトがある場合、VMware Tools がそれを実行し
ます。このアイコンが赤い場合、仮想マシンはパワーオフされています。 

実行中の仮想マシンをサスペンドします。この電源操作に関連付けられ
たスクリプトがある場合、VMware Tools がそれを実行します。このアイ
コンが黄色い場合、仮想マシンはサスペンドされています。

停止されている仮想マシンをパワーオンするか、サスペンド中の仮想マ
シンをレジュームします。この電源操作に関連付けられたスクリプトが
ある場合、VMware Tools がそれを実行します。このアイコンが緑色の場
合、仮想マシンは稼動中です。
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電源状態を変更すると、その変更に関連付けられたスクリプトが実行されま
す。スクリプトの実行についての詳細は、「仮想マシンの電源操作時にスク
リプトを実行 (P.82)」を参照してください。

仮想マシンのサスペンドとレジューム
仮想マシンをサスペンドすることで、仮想マシンの現状を保存することがで
きます。後で仮想マシンをレジュームすると、全ての文書、アプリケーショ
ンもサスペンドした時の状態から始めることができます。

仮想マシンをサスペンドするには、次の手順を行ってください。

1. フルスクリーンモードで仮想マシンが実行している場合、<Ctrl>-<Alt>
キーを同時に押してウィンドウモードに戻ります。

2. コンソールツールバーの [Suspend] をクリックします。 

サスペンド状態にある仮想マシンをレジュームするには、次の手順を行って
ください。

1. VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）をスタート
させ、サスペンドした仮想マシンを選択します。プロセスは「仮想マ
シンと GSX Server ホストに接続 (P.113)」を参照ください。

2. コンソールツールバーの [Resume] をクリックします。 

仮想マシンをサスペンドした時に使用していた全てのアプリケーショ
ンが稼動しており、内容も仮想マシンをサスペンドした時と同じ状態
です。

詳細は「仮想マシンのサスペンドとレジューム (P.162)」参照ください。

VMware 管理インターフェイスから仮想マシンをサスペンドまたはレジュー
ムするには「管理インターフェイスから仮想マシンの電源状態を変更 
(P.129)」 を参照ください。

仮想マシンをシャットダウン 
物理コンピュータと同様に、仮想マシンをパワーオフする前にゲスト OS を
終了する必要があります。 ホスト OS で行う一般的な手順に従ってください。

ゲスト OS を再起動します。VMware GSX Server はゲスト OS を再起動す
る前に、開いているアプリケーションをすべて閉じ、ゲスト OS を
シャットダウンします。この電源操作に関連付けられたスクリプトがあ
る場合、VMware Tools がそれを実行します。

ボタン 説明
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例えば、Windows ゲスト OS では次の手順を行ってください。 

1. 仮想マシン内のゲスト OS の [ スタート ] メニューから [ シャットダウ
ン ] を選択します。 

2. [ シャットダウン ] を選択し、[OK] をクリックします。

3. ゲスト OS が終了した後、 [Power Off] をクリックして仮想マシンの電源
を切ります。

ホストの起動 /終了時に仮想マシンをパワーオン / オフ 
GSX Server ホストが起動した時に仮想マシンを自動的にパワーオンするよう
に構成できます。また、ホストが終了した時に仮想マシンをパワーオフある
いはサスペンドにするか、ゲスト OS をシャットダウンするかを指定できま
す。

サーバでスタートアップ及びシャットダウン オプションが無効になってい
ない限り、これらの設定を有効にできます。詳しくは、｢ VMware GSX Server
運用ガイド」の「仮想マシン向けにスタートアップ / シャットダウン オプ
ションを設定」をご覧ください。

これらのオプションを指定するには、仮想マシンをローカルシステムアカウ
ント、あるいは特定のユーザーとして実行するように構成する必要がありま
す。仮想マシンをパワーオンしたユーザーとして実行するように構成するこ
とはできません。

スタートアップ / シャットダウンオプションを変更するには、仮想マシンを
パワーオフしなければなりません。

コンソールからスタートアップ /シャットダウン オプションを設定
仮想マシンのスタートアップ / シャットダウン オプションをコンソールか
ら設定するには、以下の手順に従ってください。

1. VMware 仮想マシンコンソールで、仮想マシンを選択し、[VM] - 
[Settings] を選択すると、仮想マシン設定エディタが表示されます。
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2. [Options] タブをクリックして、[Startup/Shutdown] をクリックします。

3. [Startup/Shutdown] オプションで、GSX Server ホストが起動した時に
仮想マシンを自動的にパワーオンするか、また、ホストがシャットダ
ウンした時に仮想マシンをパワーオフするのか、ゲスト OS をシャット
ダウンするのかを選択します。 

ホストがスタートした時に仮想マシンをパワーオンするには、[On host 
startup] リストから [Power on the virtual machine] を選択します。 

ホストがシャットダウンした時に仮想マシンをパワーオフ、またはゲ
ストをシャットダウンするには、[On host shutdown] で適切なオプ
ションを選択してください。

4. [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閉じま
す。

仮想マシンを構成して、ホストの起動 / 終了時に仮想マシンを自動的にパ
ワーオン / オフするようにするには、ホストでの構成を初めに行わなければ
なりません。ホストの構成は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「仮想マ
シン向けにスタートアップ / シャットダウン オプションを設定」を参照く
ださい。GSX Server ホストを構成するには、アドミニストレータとして管理
インターフェイスにログインしてください。

管理インターフェイスからスタートアップ /シャットダウン オプションを
設定
仮想マシンのスタートアップ / シャットダウン オプションを管理インター
フェイスから設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 管理インターフェイスの [Status Monitor] ページで、ターミナルアイコ
ン ( ) の右にある矢印をクリックしてから、[Configure Options] を選択
します。すると、該当する仮想マシンの [Options] タブが表示されます。
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2. [System Startup Options] または [System Shutdown Options] の箇所で
[Edit] をクリックします。すると [Options] ページが表示されます。 

3. システムがスタートした時に仮想マシンを起動させるには、[Start 
Virtual Machine] にチェックマークを付けてください。

[Continue Starting Virtual Machines After] リストでは、次の仮想マシン
が起動するまでの待ち時間を指定します。時間（分）を選択するか、
GSX Server に待たずに次の仮想マシン起動させる旨を指定してくださ
い。[Other] を選択した場合は、待ち時間（分）を指定する画面が表示
されます。[System Default] は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「仮
想マシン向けにスタートアップ / シャットダウン オプションを設定」
で指定されます。

仮想マシンで VMware Tools がスタートした後に次の仮想マシンを起動
させるには、[when VMware Tools starts] にチェックマークを付けてく
ださい。指定した時間が経過しても VMware Tools がスタートしない場
合は、 GSX Server が次の仮想マシンを起動します。

4. システム シャットダウン時の仮想マシンの動作を指定します。[At 
System Shutdown, Attempt to] リストで、仮想マシンのパワーオフ、ゲ
スト OS のシャットダウン、あるいは仮想マシンのサスペンドから選択
してください。

[Continue Stopping Other Virtual Machines After] リストでは、仮想マシ
ンの停止後に次の仮想マシンを停止するまでの待ち時間を指定します。
必要に応じて、次の仮想マシンを停止するまでの GSX Server の待ち時
間（分）を選択してください。[Other] を選択した場合は、待ち時間

（分）を指定する画面が表示されます。[System Default] は｢ VMware 
GSX Server 運用ガイド」の「仮想マシン向けにスタートアップ / シャッ
トダウン オプションを設定」で指定されます。

5. [OK] をクリックして設定を保存します。

6. [Close Window]をクリックして、仮想マシンの[Options]ページの戻ります。
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仮想マシン画面のコントロール
コンソール ウィンドウの仮想マシン画面をコントロールするには、以下の
方法があります。

• フルスクリーンモードの使用 (P.134)

• クイックスイッチモードの使用 (P.134)

• マルチモニタの利用 (P.135)

• コンソールウィンドウを仮想マシンに合わせて表示 (P.136)

• WindowsゲストOSの画面をVMware仮想マシンコンソールウィンドウ 
にあわせて表示 (P.136)

• 画面をシンプルに表示 (P.137)

フルスクリーンモードの使用
仮想マシンは、フルスクリーンモードを使用することで、より速く作動しま
す。

仮想マシンの画面を全画面にして、VMware Virtual Machine Console（仮想
マシンコンソール）ウィンドウの縁が見えないようにするには、ツールバー
の [Full Screen] ボタンをクリックしてください。キーボードのショートカッ
トを使用して全画面にするには、<Ctrl>-<Alt>-<Enter> キーを同時に押して
ください。

フルスクリーンモードを終了して、VMware 仮想マシンコンソールのウィン
ドウ内に仮想マシンを表示するには、<Ctrl>-<Alt> キーを同時に押してくだ
さい。 

起動時にフルスクリーンモードで表示されるように、仮想マシンを構成する
ことができます。コンソールで [VM] - [Settings] を選択してから [Options] - 
[Power] をクリックします。[Enter full screen mode after powering on]
チェックボックスを選択してから [OK] をクリックし、設定を保存します。

注意 : GSX Server は、デュアルモニタ システム上での仮想マシンのフルス
クリーン表示はサポートしていません。

クイックスイッチモードの使用
クイックスイッチモードはフルスクリーンモードと同様ですが、クイックス
イッチモードには画面上部に、実行中の仮想マシンを別の仮想マシンと切り
替えるタブが追加されています。 仮想マシンの画面は、タブの場所を除き、
全画面に切り替えられます。
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クイックスイッチモードに入るには、[View] - [Quick Switch] を選択してくだ
さい。

クイックスイッチモード使用中に VMware GSX Server のメニューやツール
バーを表示するには、マウスポインタを画面の最上部に持っていきます。

Windows ゲスト OS をクイックスイッチモードで全画面にするには、[View] 
- [Fit Guest to Window] を選択します。 [Fit Guest to Window] オプションは、
ゲスト OS に VMware Tools をインストールしており、自動合わせ (Autofit)
機能が無効にされている場合のみ機能します。

注意 : [Fit Guest to Window] を選択した場合、VMware GSX Server が
Windows ゲスト OS のディスプレイ設定を必要に応じて調節します。その
後に仮想マシンをウィンドウモードで実行する場合は、ディスプレイ設定を
元の状態に戻してください。

クイックスイッチモードから出るには、マウスポインタを画面の最上部に
持っていき、メニューを作動させ、[View] - [Quick Switch] を選択します。

マルチモニタの利用 
ホストに標準のマルチモニタが設定されている場合、 各モニタで別々の仮想
マシンを実行することができます。モニタを２つ使用するには、VMware 仮
想マシンコンソールのインスタンスを２つ起動してください。各コンソール
ウィンドウで１つ以上の仮想マシンを起動してから、使用するモニタに各コ
ンソールウィンドウをドラッグします。ディスプレイ画面をできる限り大き
くしたい場合は、[View] - [Quick Switch] を選択して、各ウィンドウをクイッ
クスイッチモードに切り替えてください。

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、マウスポインタを使用したい画面に持っていきま
す。両方のゲスト OS で VMware Tools が実行されており、入力切替方法を
デフォルトに設定している場合、特別な作業を行う必要はありません。デ
フォルトを変更した場合は、 <Ctrl>-<Alt> キー を同時に押して初めの仮想マ
シンからマウスポインタを放し、2 番目の仮想マシンに持っていき、そこで
クリックすると、マウスとキーボード入力のコントロールが切替わります。

注意 : マルチモニタサポートは VMware GSX Server のこのリリースでは試験
的なものです。サードパーティのデスクトップ管理ソフトウェアまたはディ
スプレイドライバと正常に作動しない時があります。 

注意 : フルスクリーンモードに切り替えると、 VMware GSX Server は常にプ
ライマリ ディスプレイを使用します。マルチモニタを使用するには、通常

（ウィンドウ）モードあるいはクイックスイッチモードを使用してください。 
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コンソールウィンドウを仮想マシンに合わせて表示 
[View] メニューでは 2 通りの方法で、VMware 仮想マシンコンソールウィン
ドウのサイズを変更して仮想マシンの画面にフィットさせることができま
す。

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

[Autofit ] がオフの時に [View] - [Fit] を選択すると、仮想マシンがウィンドウ
にフィットするようにコンソールウィンドウのサイズを調整することができ
ます。

Windows ゲスト OSの画面を VMware 仮想マシンコンソール
ウィンドウ にあわせて表示
Windows ゲスト OS の画面の解像度が仮想マシンのウィンドウのサイズ以
外に設定されている場合、[View] - [Fit Guest to Window] を選択してフィッ
トさせることができます。

[Fit Guest to Window] を選択すると、GSX Server が必要に応じて Windows
ゲスト OS のディスプレイ設定を調整します。その後で仮想マシンを通常の
モードで実行する場合は、画面の設定を元の状態に戻してください。

注意 : [Fit Guest to Window] を使用する時、ウィンドウのサイズが小さけれ
ば、ゲスト OS の画面解像度が VGA (640 x 480) より小さな値に設定されるこ
とがあります。 ただし、一部のインストーラやプログラムは 640 x 480 ピク
セル以下の解像度では稼動しません。画面の幅か高さが VGA 表示に必要な
サイズより小さい場合、 そのようなプログラムは起動しません。この場合、

「VGA Required To Install.(VGA をインストールしてください )」、「You must 
have VGA to install.(VGA をインストールする必要があります）」 といった内容
のエラーメッセージが表示されることがあります。
この問題は、次の 2 つの方法で迂回することができます。

• ホストコンピュータの画面解像度が十分に高く設定されている場合は、
ウィンドウを拡大し、[Fit Guest to Window] を選択してください。

• ホストコンピュータの画面解像度の設定ではウィンドウを十分な大き
さに拡大できない場合は、[Fit Guest to Window] を使用しないで、ゲス
ト OS の画面の領域を 640 x 480 ピクセル以上に設定してください。
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画面をシンプルに表示 
コンソール ウィンドウに表示されるコントロールの多くは、必要に応じて
非表示にすることができます。

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

• インベントリ（Inventory）

• 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、メニューバーを非表示にすることも可能です。タイト
ルバーのアイコンをクリックしてから、[Hide Controls] を選択してください。

[Hide Controls] を選択すると、メニューバー、ツールバー、ステータス
バー、インベントリが非表示になります。
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Windows ホストで VMware 仮想マシンコンソールウィンドウを最もシンプ
ルに表示するには、まず [View ] - [Virtual Machine Tabs] を選択してタブを非
表示にしてから、タイトルバーにあるアイコンのショートカットメニューで
[Hide Controls] を選択してください。 

[View] メニューとタイトルバーにあるアイコンのショットカットメニューを使えば、
VMware 仮想マシンコンソールウィンドウに表示されているコントロールをすべて削除し、
仮想マシン画面のみが表示されます。
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スナップショットの設定と復元 
GSX Server では、必要に応じて仮想マシンにスナップショットを設定し、い
つでもそのスナップショットまで戻ることが可能です。

スナップショットは、仮想マシンがオン、オフ、サスペンドのいずれの状態
でも設定することができます。スナップショットは、それを設定した時の仮
想マシンの状態をそのまま記憶します。 その仮想マシンの全ディスク上の
データの状態をそのまま保存し、仮想マシンの電源状態（オン、オフ、サス
ペンド中）も記憶します。 

スナップショットに戻ると、スナップショット設定時以降の変更はすべて破
棄されます。

スナップショットの設定と復元はコンソールツールバーにある [Snapshot]
と [Revert] ボタンを使って行います。

スナップショットは、いつでも新しく作成することができます。新しいス
ナップショットが作成されると、既存のスナップショットは破棄されます。
一度に利用できるスナップショットは１つに限られています。

スナップショット利用方法等の詳しい情報は「スナップショットの使用 
(P.165)」を参照ください。
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DVD-ROM/CD-ROMディスクから仮想
マシンを実行
DVD-ROM あるいは CD-ROM に仮想マシンを保存し、GSX Server ホストの
DVD/CD-ROM ドライブから仮想マシンを実行することが可能です。仮想
ディスクファイルを DVD-ROM あるいは CD-ROM から GSX Server ホストに
コピーする必要はありません。

製品デモの目的でノート型パソコン等のホストに GSX Server をインストー
ルしている場合など、この方法が便利です。制限されたハードディスクス
ペースを仮想ディスクで消費してしまう代わりに、DVD-ROM あるいは CD-
ROM に焼き付けた仮想ディスクを使用する仮想マシンを作成し、各仮想マ
シンの構成ファイルが DVD-ROM あるいは CD-ROM 上の仮想ディスクを使
用するように設定することが可能です。

他に、セールス / コンセプト デモなどで、仮想ディスクファイルを顧客の
システムに入れたくはないが、顧客の環境で複数のマシンデモンストレー
ションを例証したい場合に便利です。 あるいは、データセンター内の複数の
物理サーバに、仮想ディスクファイルをサーバ自体にコピーすることなく、
仮想マシンを実行させることが可能です。また、マスター仮想マシンが必要
な場合、元となる仮想マシンのライトプロテクトコピーを作成することがで
きます。 

仮想マシンで行った変更は DVD-ROM あるいは CD-ROM に書き込むことは
できないので、仮想ディスクは読み取り専用 (nonpersistent) モードの独立
(independent) ディスクでなくてはなりません。また、仮想マシンの Redo
ログは GSX Server ホスト上になければなりません。独立ディスクについて
の詳細は「独立ディスク (P.176)」を参照ください。

同様に、仮想マシンのスナップショットを設定する場合、仮想マシンの
Redo ログは、スナップショットを作成する前に、GSX Server ホスト上にな
ければなりません。スナップショットについての詳細は「スナップショット
の使用 (P.165)」を参照ください。

注意 : 仮想マシンのスナップショットを作成した後に仮想ディスクで行っ
た変更を保存したい場合は、仮想ディスクを GSX Server ホストのハードド
ライブにコピーし、スナップショットをアップデートしてください。そうし
なければ、Redo ログに変更を加え続けることになります。さらに、ディス
クファイルを Windows ホストにコピーする場合は、ディスクファイルを書
き込み可能にする必要があります。
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仮想ディスクを DVD-ROM あるいは CD-ROM に保存して仮想マシンを実行
する前に、今後仮想マシンの BIOS を変更する必要があるかを考慮する必要
があります。 変更する必要がある場合、 nvramファイルに保存されている仮
想マシンの BIOS は GSX Server ホストに格納してください。変更する必要が
ない場合は、 DVD-ROM あるいは CD-ROM 上への nvram ファイルの保存

（後からの変更不可）を許可する設定を、仮想マシンの構成ファイルに追加
できます。 

注意 : DVD-ROM あるいは CD-ROM に保存されている仮想ディスクにアク
セスしている仮想マシンのパフォーマンスは、DVD-ROM あるいは CD-ROM
ドライブの速さによって決まります。DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライ
ブ上の仮想マシンは、ホストのハードディスク上の仮想マシンよりも遅くな
ります。 

DVD-ROM あるいは CD-ROM に保存された仮想ディスクで仮想マシンを実
行するには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシンを作成し、ゲスト OS と必要なアプリケーションをインス
トールします。

2. 仮想マシンをパワーオフして、仮想ディスク (.vmdk) ファイルを DVD-
ROM あるいは CD-ROM に焼き付けます。DVD-ROM あるいは CD-ROM
を GSX Server ホストの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブに挿入し
ます。

3. [VM] - [Settings] を選択して仮想マシン設定エディタを開きます。 
[Hardware] タブで、[Virtual Disk] を選択し、 DVD-ROM あるいは CD-
ROM 上の仮想ディスクファイルをブラウズします。

4. [Advanced] をクリックします。[Mode] で、[Independent] をクリック
し、ディスクモードを [Nonpersistent] に設定します。[OK] をクリック
してこれらの設定を保存します。

5. [Options] タブで、[General] を選択します。[Working directory] で、
GSX Server ホスト上の Redo ログのロケーションをブラウズし、指定し
ます。

6. [OK ] をクリックして変更を保存すると、仮想マシン設定エディタが閉
じます。
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7. 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、次の 2
行をファイルに追加します。
disk.locking = FALSE

nvram = <path on GSX Server host>￥nvram (仮想マシンのBIOS
の変更が必要な場合 ) 
あるいは
nvram.mode = "nonpersistent" ( 仮想マシンの BIOS の変更が必要
でない場合 )

8. 変更を保存して構成ファイルを閉じます。

これで、GSX Server ホストの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブの仮想
ディスクで仮想マシンを実行する準備ができました。 

注意 : 他に、全ての仮想マシンファイル ( 構成ファイル、nvram 及び仮想
ディスクファイル ) を DVD-ROM あるいは CD-ROM に焼き付ける方法もあ
ります。ファイルを DVD-ROM あるいは CD-ROM に焼き付ける前に、Redo
ログが直接 GSX Server ホストのドライブを参照しており、構成ファイルが
全て正しく設定されていることを確認してください。 
www.vmware.com142



第 4 章  仮想マシンの実行
仮想マシンで PXE を使用
PXE（preboot execution environment）を使用して 仮想マシンをネットワー
ク上で起動することができます。仮想マシンで PXE を使用すると、次のこ
とが可能になります。

• OS インスタレーションメディアを必要とすることなく、ネットワーク
上でゲスト OS をリモートインストールすることができます。

• 仮想ディスクのイメージを仮想マシンに配信することができます。

• ネットワーク上で Linux 仮想マシンを起動し、ディスクなしで実行する
ことができます。 

Windows 2000 Remote Installation Services あるいは Red Hat Linux 9.0 インス
トーラ PXE パッケージなどのリモートインスタレーションツールと共に、
仮想マシンで PXE を使用します。Ghost あるいは Altiris を使用して、構成済
み仮想ディスクのイメージを新しい仮想マシンにストリームすることができ
ます。

仮想マシンが仮想ネットワークアダプタを備えていることを確認してくださ
い。1 つはデフォルトでインストールされています。仮想マシンが vmxnet

あるいは vlance仮想ネットワークアダプタを使用するように構成されて
いる場合、VMware は PXE をサポートします。 

仮想マシンには、ゲスト OS がインストールされていない仮想ディスクを構
成しておきます。

仮想マシンが起動した時にゲスト OS がインストールされていない場合、仮
想マシンは仮想マシンの BIOS で指定された起動配列順にデバイス ( ハード
ディスク、CD-ROM ドライブ、フロッピードライブ、ネットワークアダプ
タ ) からの起動を試みます。仮想マシンで PXE の使用を予定している場合、
ネットワークアダプタを起動配列順の一番上に置くことを薦めます。仮想マ
シンが初期起動画面で <F2> を押して仮想マシンの BIOS 画面を表示し、そ
こで起動配列の変更を行います。 

ネットワークアダプタから仮想マシンが起動すると、DHCP への接続を試み
ます。DHCP サーバは仮想マシンに IP アドレスとネットワークで利用可能
な PEX サーバ のリストを提供します。仮想マシンは、PXE サーバに接続し
た後、起動可能ディスクイメージ (OS イメージや Ghost あるいは Altiris ディ
スクイメージ ) に接続してゲスト OS のインストールを開始することができ
ます。 
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弊社では以下の PXE 構成を GSX Server 3 でテストし、正式にサポートして
います。

• Windows Server 2003 Automated Deployment Services を実行している
サーバからの Windows Server 2003 ゲスト OS のリモートインスタレー
ション

• Windows 2000 Server/Advanced Server Remote Installation Services を実
行しているサーバからの Windows 2000 ゲスト OS のリモートインスタ
レーション

• Red Hat Enterprise Linux 3.0 AS PXE ブートサーバからの Linux ゲスト OS
のリモートインスタレーション

• Windows 2000 and Ghost RIS Boot パッケージを使用したGhostイメージ
からの対応ゲスト OS のリモートインスタレーション

• Windows 2000 Altiris server を使用した Altiris イメージからの対応ゲスト
OS のリモートインスタレーション

• Linux Disklessオプションで Red Hat Enterprise Linux 3.0 ASサーバーに接
続することにより仮想マシンを起動するネットワーク
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ゲストOSとホストOS間でファイルを
共有
仮想マシン間、あるいはホストコンピュータとのファイルの共有には、GSX 
Server のネットワーク機能を利用します。ネットワークを使って実際のコン
ピュータ間でファイルを共有する方法をご存知であれば、仮想マシンとの
ファイルの共有も同じ要領で実行していただけます。

ここでは、2 つのシステム間（ホストコンピュータと仮想マシン、あるいは
2 台の仮想マシン間）のファイルの共有を、次の 4 つのシナリオに分けて解
説していきます。

• いずれのシステムも Windows OS を実行しており、Windows ファイル共
有を利用している場合

• smbmountを使ってLinuxシステムからWindowsシステムに接続してい
る場合

• Sambaを使ってWindowsシステムからLinuxシステムに接続している場合

• いずれのシステムも Linux OS を実行しており、NFS、FTP 及び Telnet を利
用している場合

仮想マシン間でのファイルの共有も、原則的には同じです。

以下のシナリオでは、仮想マシンに NAT ネットワークを使用している場合
を想定しています。NAT ネットワークを使用すると、仮想マシンがホスト
コンピュータのネットワークに直接接続できるだけでなく、ホストコン
ピュータ上に仮想ネットワークアダプタがセットアップされます。このアダ
プタ（vmnet8という仮想スイッチに接続されます）を使えば、ホストと仮
想マシン間での通信が可能です。また、vmnet8を使って複数の仮想マシン
を接続することもできます。NAT ネットワークに関する詳細は、「NAT( ネッ
トワークアドレス変換） (P.253)」を参照してください。

いずれのシナリオでも、接続元システムへのログインに使用するユーザー名
が、接続先システムのユーザーと一致するようにしてください。

ファイルの共有方法は、以下の項目を参照してください。

• ２つの Windows システム間でのファイルの共有 (P.146)

• WindowsシステムにLinuxシステムから接続してファイルを共有 (P.146)

• LinuxシステムにWindowsシステムから接続してファイルを共有 (P.147)

• Linux システム間でファイルを共有 (P.150)
145



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
２つのWindows システム間でのファイルの共有
２つの Windows システム間でファイルを共有する場合（ホストと仮想マシ
ンとの間でも、仮想マシン間でも）、両方のオペレーティングシステムに必
ずファイルとプリンタの共有サービスがインストールされていることを確認
し、該当するフォルダを共有するフォルダとして設定しておいてください。
これで、お互いのシステム上の共有フォルダにブラウズできます。

Windows システムに Linux システムから接続してファイルを
共有
Windows システム上のファイルを Linux システムと共有するには

（Windows ホストに Linux ゲストから接続する場合も、Windows ゲストに
Linux ホスト / ゲストから接続する場合も）、Windows システム上のフォル
ダを共有フォルダに設定し、Linux システム上で smbmountユーティリティ
を使って、その共有フォルダをマウントします。例えば、win2kという名
前の Windows 2000 システム上に存在するフォルダ C:￥docsを Linux シス
テムの /mnt/docs と共有したい場合、次の手順に従ってください。以下の
コマンドを実行するシェルスクリプトを設定することも可能です。

1. Windows システムで共有フォルダを設定します。

2. Windows システムへの接続に使用する Linux システム ユーザー名を
使ったユーザーアカウントを、Windows システムに作成します。 

あるいは、Windows システムにアクセス可能なユーザーアカウントの
ユーザー名とパスワードが分かっている場合は、アクセス時にコマン
ドラインでそのアカウントを指定することも可能です。

3. Linux システムから、root としてログインします。
su -

4. Windows システムを名前で検索できない場合は、該当するシステムの
ホスト名と IP アドレスを hostsファイルに追加します。

5. Linux システムに Windows のシェアをマウントしてください。次のコ
マンドを 1 行で入力します。
mount -t smbfs -o username=<Windows system user 
account>,password=<password> //win2k/docs /mnt/docs

（ホスト名、シェア及びマウントポイントの箇所には、システムに応じ
て適切な情報を入力してください。）

注意 : コマンドラインやスクリプトにパスワードを表記したくない場合、
パスワード オプションの指定を省略することもできます。この場合、コマ
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ンド実行後にパスワードの入力を求められますので、そこでパスワードを入
力してください。

Linux システムから Windows システム上の共有フォルダに接続されました。
これで、システム間のファイルの共有が可能です。

Linux システムにWindows システムから接続してファイルを
共有
Linux システム上のファイルを Windows システムと共有するには（Linux ホ
ストに Windows ゲストから接続する場合も、Linux ゲストに Windows ホス
ト / ゲストから接続する場合も）、Samba を Linux システム上で実行し、 
WIndows システムのマイネットワークを使って Linux ファイルシステム上
の共有ディレクトリを検索します。

Linux ホスト OS の Samba は、 vmnet8スイッチを認識できるように修正す
る必要があります。修正を行わないと、Linux ファイルシステムにアクセス
できません。Host-only ネットワークをインストールした場合でも、修正を
行ってください（GSX Server で Host-only ネットワークをインストールする
と Samba がインストールされます）。Samba に関する詳しい情報は、

「Linux ホストでのファイル共有に Samba を使用 (P.306)」をご覧ください。

Windows ゲストから Linux ホストに接続
例えば、Linux ホスト OS 上のディレクトリ /home/user/sharedを
Windows ゲスト OS と共有したい場合は、以下の手順に従ってください。 

1. Linux ホスト OS で、smb.conf ファイルを smb.conf.orig等の名前
でバックアップします。
cd /etc/vmware/vmnet1/smb
cp smb.conf smb.conf.orig

2. Linux ホストシステム上の Samba を修正します。
/etc/vmware/vmnet1/smb/smb.conf で以下の変更を行ってくださ
い。

A. interfaces=<IP addresses>で始まる行をコメントアウトしま
す。

B. その行の下に、interfaces=vmnet1 vmnet8 と追加します。

C. ネットワーク ワークグループ名を指定してください。
workgroup=<name> のフォーマットで指定します。

D. Linux システムに標準の DNS 名を使用したくない場合は、
netbiosname=<Linux system name> を設定してください。
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E. security=user の設定はそのまま使用しますが、これで接続出来
ない場合は、security=share を使用してください。

F. encrypt passwords=yes と設定します。

G. [global] セクションで、別の共有メモリ アクセス キーを定義して
ください。以下の行を追加します。
sysv shm key=/dev/vmnet8

H. パフォーマンスを向上させるために、
socket options = TCP_NODELAYという行を以下のように変更し
てください。
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 
SO_SNDBUF=8192

注意 : 上記の設定は、1 行で入力してください。

I. シェアを作成するには、以下の行を追加します。
[SHARE_NAME]
path = /home/user/shared
public = no
writable = yes

printable = no （プリンタでなくファイルを共有するため）

J. このファイルを保存します。また、GSX Server のアップグレード時
に備えて、上記の変更を保護するためにバックアップコピーを作成
します。

3. Samba サービスを再起動して、新しい設定を読み込みます。

GSX Server を Linux ホストシステム上で実行している場合、稼動中の全
仮想マシンをサスペンド、あるいはシャットダウンしてから、GSX 
Server コンソールウィンドウをすべて閉じてください。 

Linux ホスト OS のコマンドプロンプトで、次のように入力します。 
/etc/init.d/vmware restart

Linux ディストリビューションによっては、次のコマンドを使用しま
す。
/etc/rc.d/init.d/vmware restart

コンソールを使って仮想マシンに接続し、Linux ホストに接続させたい
Windows ゲスト OS を実行してください。Windows ゲストへのログイ
ンに使用するユーザー ID は、Linux ホストの smbpasswd ファイルに
含まれているものでなければなりません。ゲストへのログインに Linux
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ホストと同じユーザー名とパスワードを使用する場合、Linux ホストを
検索する際にログインを求められることはありません。

Windows Me、Windows 98 あるいは Windows 95 ゲスト OS から Linux
システムに接続する場合、NetBEUI をゲスト OS にインストールしてお
かなければ、ファイルシステムをブラウズできません。NetBEUI をイン
ストール際に Windows インストール用 CD-ROM が必要となることが
あります。

システムを再起動しても Samba サービスは起動サービスのリストには
表示されませんが、エラーが表示されない限り、サービスは開始され
ています。

Windows ホストまたはゲストから Linux ゲストに接続 
例えば、Linux ゲスト OS 上のディレクトリ /home/user/sharedを
Windows ホストまたはゲスト OS と共有したい場合は、以下の手順に従っ
てください。 

1. Linux ゲスト OS で、smb.conf ファイルを smb.conf.orig等の名前
でバックアップします。
cp /etc/smb.conf /etc/smb.conf.orig

2. ディレクトリを共有するように、Linux システム上の Samba を修正し
ます。シェアを作成するには、以下の行を /etc/smb.conf に追加し
ます。
[SHARE_NAME]
path = /home/user/shared
public = no
writable = yes

printable = no （プリンタでなくファイルを共有するため）

3. Samba サービスを再起動して、新しい設定を読み込みます。Linux ゲス
ト OS のコマンドプロンプトで、次のように入力します。
/etc/init.d/smb restart

Linux ディストリビューションによっては、次のコマンドを使用しま
す。
/etc/rc.d/init.d/smb restart

システムを再起動すると、Samba サービスが起動サービスのリストに
は表示されます。
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Linux システム間でファイルを共有
Linux システム間でファイルを共有するには（ホストと仮想マシン間であっ
ても、2 台の仮想マシン間であっても）、接続先システムの NFS と 接続元シ
ステムの nfsmountユーティリティを使用することができます。

一般的な Linux ネットワークと同様に、NFS、FTP あるいは Telnet を使っ
て、Linux システム（仮想マシンあるいは実際のマシン）を別の Linux シス
テム（仮想マシンあるいは実際のマシン）に接続します。
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仮想マシンに新しいソフトウェアを
インストール
新しいソフトウェアは、実際のコンピュータと同じ手順で仮想マシンにイン
ストールすることができます。 例えば Windows の仮想マシンには、次の手
順でソフトウェアをインストールします。

1. 仮想マシンを起動し、必要があればログインします。コンソールウィ
ンドウの [VM] - [Removable Devices] をチェックして、仮想マシンが
CD-ROM ドライブと、必要があればフロッピードライブにアクセスで
きることを確認します。 

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

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

注意 : インストール時に仮想マシンの仮想ハードウェアに基づいてライセ
ンスキーを作成する、プロダクトアクティベーション機能を持つアプリケー
ションがあります。このようなソフトウェアは、仮想マシンの構成を変更す
ると、再びアクティベーションが必要になることがあります。なるべく大き
な変更を避けるために、ソフトウェアのアクティベーションを行う前に仮想
マシンの最終的なメモリサイズを設定し、VMware Tools をインストールし
てください。

注意 : 一部のプログラム（日本語版 Trend Micro Virus Buster のインストーラ
等）を実行しようとすると、GSX Server がハングしたような状態になること
があります。この問題を迂回するには、ゲストの加速を無効にしてみてくだ
さい。詳細は｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「ゲスト OS でのアプリ
ケーションのインストール及び実行に関する問題」を参照ください。
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切り取り /コピー / 貼り付け
VMware Tools が稼動していれば、仮想マシン内のアプリケーションとホス
トコンピュータ間または２台の仮想マシン間で、テキストの切り取り（また
はコピー）と貼り付けを行うことが可能です。通常のホットキーやメニュー
選択で、切り取り、コピー、貼り付けが行えます。

注意 : Windows ホストから Linux ゲスト OS にテキストをコピーする場合、
貼り付けはマウスの中央ボタンを使用します。マウスにボタンが２つしかな
い場合は、２つのボタンを同時にクリックして貼り付けします。

他の環境への過失によるコピーや貼り付けを防ぐために、この機能をオフに
するには、環境設定の変更を行ってください。

[Edit] - [Preferences] を選択します。次に、[Input] タブにある [Enable copy 
and paste to and from virtual machine] の横のボックスからチェックマーク
を外します。
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仮想マシンでデバイスを使用
ここでは、仮想マシンのデバイスについての概要を説明します。

• 仮想マシン内での デバイスの追加、構成、削除 (P.153)

• 取り外し可能デバイスの接続と切断 (P.156)

仮想マシン内での デバイスの追加、構成、削除
仮想マシンへのデバイスの追加と削除、デバイス設定の変更は、仮想マシン
設定エディタ ([VM] - [Settings]) でコントロールされます。さらに、VMware 
Management Interface（管理インターフェイス）でもデバイスを追加、変
更、削除することができます。

パラレルポート、シリアルポート、USB コントローラ、Generic SCSI のよう
なデバイスの追加と構成については「デバイスの構成 (P.315)」を参照くだ
さい。

仮想ディスク、物理ディスク、DVD-ROM、CD-ROM ドライブ、フロッピー
ドライブの追加と構成については、「ディスクの使用 (P.173)」を参照くださ
い。

仮想ネットワークアダプタの追加と構成については、「仮想ネットワークア
ダプタの追加と変更 (P.259)」を参照ください。

仮想マシンメモリの構成については、「仮想マシンにメモリを割り当て 
(P.372)」を参照ください。

仮想マシンからデバイスまたは他のハードウェアを削除するには、仮想マシ
ンをパワーオフしてから行ってください。コンソールまたは管理インター
フェイスを使用してハードウェアを削除することができます。

注意 : プロセッサ、SCSI コントローラ、仮想ディスプレイアダプタなど、
仮想マシンから追加または削除できない項目もあります。 SCSI デバイスを追
加した時に、GSX Server は必要に応じて SCSI コントローラを作成します。 
ただし、仮想マシンの仮想 PCI スロットは 6 つに限られており、仮想 SCSI
コントローラの数がそこに入ります。PCI スロットを使用するデバイスにつ
いては、「仮想 マシンの仕様 (P.25)」を参照ください。
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コンソールを使用してハードウェアを削除
仮想マシンからハードウェアを削除するには、仮想マシンがパワーオフされ
ていることを確認し、次の手順に従ってください。 

1. コンソールで仮想マシンを選択し、[Edit virtual machine settings] をク
リックすると、仮想マシン設定エディタが表示されます。

2. 削除する項目を選択し、[Remove] をクリックします。

3. [OK] をクリックし、変更を保存し、仮想マシン設定エディタを閉じま
す。
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管理インターフェイスを使用してハードウェアを削除
仮想マシンからハードウェアを削除するには、仮想マシンがパワーオフに
なっていることを確認し、次の手順に従ってください。

1. 管理インターフェイスの [Status Monitor] ページで仮想マシンのターミ
ナルアイコン (  ) の横にある矢印を右クリックし、 [Configure 
Hardware] を選択すると、[Hardware] 画面が表示されます。

2. 削除する項目の横にある [Remove] をクリックすると、デバイスが削除
される前に、確認を求められます。
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取り外し可能デバイスの接続と切断
仮想マシンの実行中に、仮想マシンに構成されている取外し可能デバイス

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

[VM] - [Removable Devices] を選択すると、サブメニューが表示されます。
メニューからデバイスを選択して、接続 / 切断の切り替えやデバイスの設定
の変更を行います。[Edit] を選択するとダイアログボックスが表示されます
ので、そこから必要な変更をすべて行い [OK] をクリックしてください。
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コマンド参照リスト
ここでは、コンソールを起動した時に使用できるコマンドラインのオプショ
ンと仮想マシンの実行中に使用可能なキーボードのショートカットを説明し
ます。

• Linux ホストのスタートアップオプション (P.157)

• Windows ホストのスタートアップオプション (P.158)

• キーボードのショートカット (P.160)

Linux ホストのスタートアップオプション 
次のリストは、GSX Server を Linux ホスト上のコマンドラインから実行する
場合に使用できるオプションを表記したものです。仮想マシンの電源オプ
ションの変更時にも電源オプションを設定できます。「仮想マシンの電源オ
プションの使用 (P.127)」参照ください。

vmware [-x] [-X] [-q] [-v] [-s] [-l]
[/<path_to_config>/<config>.vmx]
[X toolkit options]

[-x] コンソールの起動時に仮想マシンを自動的にスタート。これは、コン
ソールのツールバーにある [Power On] ボタンを押すのと同じことです。

[-X] 仮想マシンを自動的に起動し、コンソールウィンドウをフルスクリー
ンモードで表示

注意 : コンソールをリモートクライアントから GSX Server ホストに接続す
る時は、このオプションは機能しません。

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

[-l] コンソールを起動し、ローカルホストに直接接続します。

[-v] 製品名、バージョン、ビルド番号を表示。

[-s NAME=VALUE] 構成変数のnameをvalueに設定します。この構成設定
は、仮想マシンがパワーオフされるまで適用されます。 これらの設定は仮想
マシンの構成 (.vmx) ファイルにあります。 このオプションは、使用する正
確な変数と値が分かっている場合のみ使用してください。主にこのオプショ
ンは、トラブルシューティングにあたって VMware サポートから特定の構
成設定を使用するように勧められた場合に使用します。 
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[-m] 仮想マシンを自動的にクイックスイッチモードで起動します。このオ
プションは Linux ホストで実行している仮想マシンにのみ使用できます。 ク
イックスイッチモードについての詳細は「クイックスイッチモードの使用 
(P.134)」を参照ください。

/<path_to_config>/<config>.vmx ( または .cfg)　指定の構成ファイ
ルを使用して、仮想マシンを起動します。 

[X toolkit options] も引数として認識されますが、一部 ( 特にコンソールウィ
ンドウのサイズとタイトル ) のものは上書きできません。

リモート接続時に使用するオプション
リモートクライアントから仮想マシンに接続する場合、次のオプションを使
用できます。

[-h <host> ]指定のホストに接続します。

[-P <portNumber> ]指定のポートにホストを接続。 ポート902 がコンソー
ルがリモート接続に使用するデフォルトポートです。ポート番号についての
情報は、 ｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「VMware 仮想マシンコンソー
ルの接続に使用するポート番号の変更」を参照ください。

[-u <username> ]リモートホストへのログイン時に使うユーザー名を指定。

[-w <password>] リモートホストへのログイン時に使うパスワードを指定。

[-c “<path_to_virtualMachine>”] コンソールの接続に使用する仮想
マシンの構成ファイルのパスを指定。

Windows ホストのスタートアップオプション 
前述の Linux のスイッチは、Windows ホストでも使用可能です。 スイッチを
使用する最も便利な方法は、Windows のショートカットが生成するコマン
ドに組み込むことです。

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

"C:\Program Files\VMware\VMware GSX Server\vmware.exe -X 
C:\Virtual Machines\Windows Server 2003\Windows Server 2003.vmx"

上記のコマンドは、指定した Windows Server 2003 マシンを起動し、自動的
にオンにして、フルスクリーンモードに切り替えます。

全コマンドをダブルコーテーション（ " ）で挟むようにしてください。
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注意 : 構成ファイルの拡張子はデフォルトで .vmx となっています。また、
Windows 上のパス名は￥マークを使用します。 [X toolkit options] は
Windows ホストでは使用できません。
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キーボードのショートカット
なるべくキーボード操作によって作業を行いたい場合は、下記のキーボード
ショットカットの表を参照してください。ホットキーの組み合わせの環境設
定を変更している場合は、次のショートカットリストの <Ctrl> - <Alt> キー
の代わりに、必要に応じて新しい設定を使用してください。 

ショーットカット 実行される操作

Ctrl-B パワーオン

Ctrl-E パワーオフ

Ctrl-R リセット

Ctrl-Z サスペンド

Ctrl-N 新しく仮想マシンを作成

Ctrl-O 仮想マシンを開く

Ctrl-F4 使用中の仮想マシンを閉じる

Ctrl-D 仮想マシンの構成を編集

Ctrl-G キーボードとマウスを有効にする

Ctrl-P 環境設定の変更　｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「VMware GSX 
Server ホストのユーザー設定を指定」 を参照ください。

Ctrl-Alt-Enter フルスクリーンモードに切替

Ctrl-Alt 通常（ウィンドウ）モードに戻る

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

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

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

Ctrl-Alt-Fx フルスクリーンモードのまま、表示されている仮想マシン間で切替
え。<Fx> は使用する仮想マシンに対応するファンクションキーです。
特定の仮想マシンに使うキーの組み合わせは、その仮想マシンがアク
ティブで通常（ウィンドウ）モードの時に、VMware GSX Server のタ
イトルバーに表示されます。
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VMware GSX Server 3 では、2 通りの方法で仮想マシンの状態を保存するこ
とができます。ここでは、ユーザーが状況に応じて適切なアプローチを選択
できるように、それぞれの機能を解説しています。

• 仮想マシンのサスペンドとレジューム (P.162)

• スナップショットの使用 (P.165)
161



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
仮想マシンのサスペンドとレジューム
サスペンドとレジューム機能は、仮想マシンを現在の状態のまま保存し、後
で前回のセッション終了時の状態から即座に仮想マシンでの作業を開始した
い場合に効果的です。

仮想マシンを一旦レジュームして作業を行うと、サスペンド時にスナップ
ショットを設定していない限り、サスペンド時の仮想マシンの状態には戻る
ことができません。

仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し戻りたい場合は、 スナップ
ショットを使用してください。詳しくは「スナップショットの使用 (P.165)」
を参照ください。

サスペンドやレジュームの実行速度は、仮想マシンの実行中に変更したデー
タの量によって異なります。一般的に、最初にサスペンドを行う時は、それ
以降のサスペンドよりも時間がかかります。 

仮想マシンをサスペンドすると、.vmssという拡張子を持つファイルが生
成されます。このファイルには、サスペンド時の仮想マシンの状態がすべて
格納されています。仮想マシンをレジュームすると、サスペンド時の状態が
.vmssファイルから復元されます。.vmss ファイルを再び使って、最初に
サスペンドした状態から仮想マシンをレジュームすることはできません。

注意 : 構成ファイルがサスペンドされた仮想マシンと一貫性がない場合、
仮想マシンは正確にレジュームしないので、仮想マシンをサスペンドした後
に構成ファイルの変更は行わないでください。 さらに、仮想マシンが使用し
ている物理 (raw) ディスクを移動しないでください。移動してしまうと、レ
ジュームした時に仮想マシンは仮想ディスクにアクセスできなくなります。

仮想マシンのサスペンドは次の手順で行います。

1. 仮想マシンがフルスクリーンモードで実行中であれば、<Ctrl>-<Alt>
キーを同時に押して、ウィンドウモードに戻ります。

2. VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）ツールバー
にある [Suspend] をクリックします。

3. GSX Server がサスペンドを完了したら、コンソールを閉じても構いま
せん。

[File] - [Exit]
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サスペンドした仮想マシンは、次の手順でレジュームします。

1. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、 サスペンドした仮想マシンを
選択します。 

2. コンソールツールバーにある [Resume] をクリックします。

仮想マシンをサスペンドした時に使用していたアプリケーションがす
べて実行中の状態で、コンテンツもサスペンド時のまま復元されます。

VMware Management Interface（管理インターフェイス）からも仮想マシン
のサスペンドとレジュームが行えます。「管理インターフェイスから仮想マ
シンの電源状態を変更 (P.129)」を参照ください。

各仮想マシンの構成を設定し、サスペンド状態の仮想マシンの情報を保存し
たファイルを好きな場所に格納することができます。

サスペンド状態のファイルディレクトリの設定
前述したように、仮想マシンがサスペンドされると、その状態は .vmss拡
張子のファイルに書き込まれます。デフォルトでは、.vmssファイルは仮
想マシン構成ファイル (.vmx) が存在するディレクトリに格納されます。同
様に仮想マシンがレジュームされると、GSX Server は 同じディレクトリで
.vmssファイルを検索します。

仮想マシンのサスペンド状態ファイルが格納されているディレクトリを変更
するには、仮想マシンをパワーオフする必要があります。コンソールの仮想
マシン設定エディタあるいは VMware 管理インターフェイスから、この
ディレクトリを指定することができます。

注意 : 作動中のディレクトリを変更すると、仮想マシンのスナップショッ
トと Redo ログファイルの格納場所も変更することになります。

コンソールからサスペンド状態のファイルディレクトリを設定
1. コンソールで仮想マシンに接続し、仮想マシンがオフであることを確

認したら、[Edit virtual machine settings] を選択します。 

2. [Options] タブで、[General] をクリックします。

3. [Working Directory] で、使用するディレクトリの名前を入力し、
[Browse] をクリックしてディレクトリを選択します。 

4. [OK] をクリックします。
163



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
VMware Management Interface（管理インターフェイス）からサスペンド状
態ファイルのディレクトリを設定
1. 管理インターフェイスにログインし、変更する仮想マシンのターミナ

ルアイコン (  ) の右にある矢印をクリックして、[Configure Options]
を選択します。

指定した仮想マシンの [Options] ページが新しいブラウザウィンドウに
表示されます。

2. [Edit] をクリックすると、[Options] 画面が表示されます。

.

サスペンドとリストアの作業を速く行うには [Suspend File Location]
フィールドに適切なディレクトリへのパスを入力します。 GSX Server は
自動的にサスペンド状態ファイルのファイル名にサフィックスを付け
加え、仮想マシンが別の仮想マシンのサスペンド状態ファイルを上書
きできないようにします。

3. [OK] をクリックして変更を保存します。
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スナップショットの使用
スナップショット機能は、仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し
戻りたい場合に効果的です。

単純に仮想マシンを現在の状態のまま保存し、後で前回のセッション終了時
の状態から即座に仮想マシンでの作業を開始したいのであれば、仮想マシン
をサスペンドしてください。詳細は「仮想マシンのサスペンドとレジューム 
(P.162)」を参照ください。

仮想マシンのスナップショットは必要に応じて設定することができ、いつで
もそのスナップショットの状態まで戻ることが可能です。 Linux ホスト上の
仮想マシンのサスペンドを行っている間は、スナップショットを設定しない
でください。スナップショットが完全に保存されるのを待ってから、スナッ
プショットを作成してください。

スナップショットは、仮想マシンがオン、オフ、サスペンドのいずれの状態
でも設定することができます。スナップショットは、それを設定した時の仮
想マシンの状態をそのまま記憶します。 その仮想マシンの全ディスク上の
データの状態をそのまま保存し、仮想マシンの電源状態（オン、オフ、サス
ペンド中）も記憶します。 

スナップショットを設定すると、その仮想マシンに行われる変更が Redo ロ
グファイルに保存されるようになります。データが書き込まれるにつれて、
Redo ログはかなりのサイズまで大きくなります。これらのログが大量に
ディスクスペースを消費することがありますので、気を付けてください。
ディスクスペースを一部解放する必要がある場合、仮想マシンのスナップ
ショットを削除すれば、Redo ログに記録されている変更が全て仮想ディス
クに書き込まれます。詳しい情報は、「スナップショットと仮想マシンの
ハードディスク (P.168)」及び「スナップショットの削除 (P.171)」をご覧く
ださい。

注意 : レガシー仮想マシン (VMware GSX Server 2 で作成された仮想マシン
で、新しい VMware GSX Server 3 の仮想ハードウェアを使用するようにアッ
プグレードされていないもの ) を使用している場合、スナップショットを作
成する前に仮想マシンをオフにする必要があります。仮想ハードウェアの
アップグレードに関しては、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「VMware 
GSX Server のアップグレード」参照ください。ディスクモードの異なる複数
のディスクが仮想マシンに設定されている場合（例えば、独立ディスクを必
要とする特殊な目的の構成を使用している場合等）も、スナップショットを
設定する前に仮想マシンをオフにする必要があります。 
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スナップショットに戻ると、スナップショット設定時以降の変更はすべて破
棄されます。これには、仮想ディスクに書き込まれたデータや仮想マシンの
構成に対する変更が含まれます。

同様に、仮想マシンのスナップショットを設定した後に仮想マシンの構成を
変更した場合、その変更は設定されているスナップショットには反映されま
せん。新しいスナップショットを設定する必要があります。

コンソールツールバーの [Snapshot] と [Revert] ボタンを使用して、 スナップ
ショットの設定と復元を行います。

スナップショットは、いつでも新しく作成することができます。新しいス
ナップショットが作成されると、既存のスナップショットは破棄されます。
一度に利用できるスナップショットは１つに限られます。

注意 : 既にスナップショットが存在する仮想マシンがパワーオフされてい
る時に新しいスナップショットを設定しようとすると、既存のスナップ
ショットを削除する必要があるため、時間がかかることがあります。新しい
スナップショットを設定中は、そのサーバホストに他のコンソールが接続で
きず、接続しようとしているユーザーに「VMware Registration Service 
(vmware-serverd) is not running」というエラーが表示されることがあり
ます。

ここでは、スナップショットに関して詳細に解説していきます。

• スナップショットが記憶する内容 (P.166)

• スナップショットの使用方法 (P.167)

• スナップショットと仮想マシンのハードディスク (P.168)

• スナップショットとその他の仮想マシンアクティビティ (P.169)

• スナップショットの設定 (P.170)

• スナップショットの削除 (P.171)

• スナップショットとレガシーディスクモード (P.171)

• スナップショットと反復レジューム (P.172)

• スナップショットとレガシー仮想マシン (P.172)

スナップショットが記憶する内容 
スナップショットは、スナップショット設定時の仮想マシンの全状態を記憶
します。スナップショットには次の情報が含まれます。

• 仮想マシンの全ディスクの状態
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• 仮想マシンのメモリの内容

• 仮想マシンの設定

スナップショットに戻ると、これらの項目がすべてスナップショット設定時
の状態に戻されます。

注意 : 特別な目的を持つ構成では、スナップショットに仮想マシンのディ
スクが含まれないように設定する必要があります。特定のディスクがスナッ
プショットに含まれないようにするには、[VM] - [Settings] を選択し、除外
したいドライブを指定してから [Advanced] をクリックします。詳細設定画
面で [Independent] を選択してください。独立ディスクには次のオプション
があります。

• Persistent（通常）　変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれま
す。スナップショットまで戻っても、通常モードの独立ディスクに
行った変更は全てそのまま残されます。

• Nonpersistent（読み取り専用）　ディスクへの変更は、仮想マシンを
パワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

スナップショットの使用方法
次の例は、スナップショットの最も一般的な使用方法を示したものです。

常に変更を保存する（スナップショットを使用しない）場合
スナップショットを使用しない場合、仮想マシンは物理コンピュータと同じ
様に動作します。仮想マシンの実行中に行なった変更はすべて保存され、元
の状態には戻りません。

スナップショット機能を使用する必要がない場合は、仮想マシンにスナップ
ショットを設定しないことをお勧めします。設定しない方が、パフォーマン
スは向上します。仮想マシンにスナップショットが設定されない状態にする
には、[Snapshot ] - [Remove Snapshot] を選択します。

スナップショットを使用しないように仮想マシンを構成するには、[VM] - 
[Settings] - [Options] - [Snapshot] を選択し、[Disable snapshots] をチェック
します。 

独立モードで仮想ディスクを構成して、仮想マシンがスナップショットを使
用しないように設定する方法もあります。詳細は「独立ディスク (P.176)」
を参照ください。

リスクのある変更を行なう場合
仮想マシン内でリスクのある変更 ( 例えば新しいソフトウェアのテストや
ウィルスの検証 ) を行なう場合、変更を行なう前にスナップショットを設定
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します。トラブルが発生しても、コンソールツールバーの [Revert] ボタンを
クリックすれば スナップショットを設定した時点まで仮想マシンを戻すこ
とができます。

変更を行なっても問題が何も生じなかった場合、新しくスナップショットを
設定すれば仮想マシンの新しい状態を保護することができます。スナップ
ショットは一度に 1 つしか設定できません。このため、新しくスナップ
ショットを設定すると既存のスナップショットは上書きされ、既存のスナッ
プショットの内容が仮想ディスクに書き込まれます。既存のスナップショッ
トが上書きされても、データは失われません。

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した時にスナップショットに戻るように設定することが
可能です。そのためには [VM] - [Settings] - [Options] - [Snapshot] を選択し、
[When powering off] で [Revert to the snapshot] を選択してください。 仮想マ
シンをサスペンド状態で起動するには、仮想マシンをサスペンドしてからス
ナップショットを設定します。同様に、仮想マシンをオン、あるいはオフの
状態で起動させたい場合は、仮想マシンを希望する状態にしてからスナップ
ショットを設定してください。

スナップショットと仮想マシンのハードディスク
スナップショットが存在する時に仮想マシンがデータをディスクに保存しよ
うとすると、データは一組の Redo ログファイルに書き込まれます。 これら
のファイルは、ファイル名に .REDOという拡張子が付けられており、該当
する仮想マシンの作業ディレクトリに保存されます。 

新しく保存されるデータは、スナップショットに関連する次の操作が実行さ
れるまで、Redo ログファイルに蓄積され続けます。このようなログがディ
スクスペースを大量に消費してしまうことがありますので、注意してくださ
い。 

• スナップショットを削除　スナップショットを削除すると、Redo ログ
ファイルに蓄積された変更は、ベースディスク（仮想ディスクファイ
ルか物理ディスク、仮想マシンのハードディスク構成によって異なり
ます）に恒久的に書き込まれます。これは、GSX Server 2 でディスクに
変更を適用する場合と類似しています。

• スナップショットまで戻る　スナップショットまで戻ると、Redo ログ
ファイルの内容は破棄されます。その後に追加された変更は、再び
Redo ログファイルに蓄積されます。これは、GSX Server 2 でディスク
への変更を破棄する場合と類似しています。
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• スナップショットを新しく設定　仮想マシンに既にスナップショット
が存在している時にスナップショットを設定すると、Redo ログファイ
ルに保存されている変更はベースディスクに恒久的に書き込まれます。
その後に追加された変更は、再び Redo ログファイルに蓄積されます。 
Redo ログフィルの大きさによっては、新しいスナップショットの設定
にかなり時間がかかる場合があります。

スナップショットとその他の仮想マシンアクティビティ
スナップショットを設定する際は、その仮想マシンで他にどのようなアク
ティビティが行われているか、スナップショットまで戻した時にどのような
影響が生じるかに注意しなければなりません。一般的にスナップショットの
設定は、仮想マシン内のアプリケーションが別のコンピュータと通信を行っ
ていない時に行うことをお勧めします。

仮想マシンが別のコンピュータと通信している場合、特にそれが実稼動環境
であれば、問題の起きる可能性も大きくなります。

例えば、仮想マシンがネットワーク上のサーバからファイルをダウンロード
している時にスナップショットを設定した場合、スナップショットの設定後
も仮想マシンはファイルのダウンロードを続行し、その進捗状況をサーバに
報告します。この時にスナップショットまで戻ると、仮想マシンとサーバ間
の通信は混乱し、ファイルの転送は失敗してしまいます。

あるいは、仮想マシン内のアプリケーションが別のマシンにあるデータベー
スへトランザクションを送信中にスナップショットを設定した場合、そこで
スナップショットまで戻ると ( 特に、トランザクションが開始されているけ
れども適用されていない時 )、データベースが混乱することが予想されま
す。
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スナップショットの設定
仮想マシンをオフにした時 GSX Server がスナップショットに行う処理オプ
ションを設定することも可能です。[VM] - [Settings] - [Options] - [Snapshot]
を選択し、[When powering off] の選択肢から 1 つを選択してください。

パワーオフ時のオプションは次の通りです。

• Just power off　スナップショットをそのまま残します。

• Revert to the snapshot　仮想マシンが常に同じ状態からスタートする
ように、仮想マシンの状態をスナップショットまで戻します。スナッ
プショットまで戻ると、行った変更は破棄されます。

• Update the snapshot　仮想マシンをオフにする直前に仮想マシンのス
ナップショットが新しく作成され、既存のスナップショットは上書き
されます。

• Ask me　仮想マシンをオフにする度に、スナップショットのオプショ
ンを選択する画面が表示されます。

仮想マシンにスナップショットが設定されていない場合、[Disable snapshots]
を選択してスナップショット機能を無効にすることができます。スナップ
ショットが設定されている仮想マシンのスナップショット機能を無効にする
には、まずコンソール ウィンドウから [Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択
してください。次に仮想マシン設定エディタに戻って [Disable snapshots] を選
択します。

新しいスナップショットが作成されないようにするには、[Lock this snapshot]
を選択してください。
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スナップショットの削除
仮想マシンがオフであれば、いつでもスナップショットを削除することがで
きます。スナップショットを削除することにより、スナップショットの内容
が仮想ディスクに書き込まれますが、仮想マシンのデータが破壊されること
はありません。仮想マシン実行中に行った変更は仮想ディスクに書き込まれ
ます。 削除後はスナップショットが存在しないため、以前の状態に戻ること
ができません。

スナップショットを削除するには、仮想マシンをシャットダウンしてからオ
フにし、[Snapshot] - [Remove Snapshot] を選択します。

注意 : 仮想マシンがパワーオフされている時にスナップショットを削除し
ようとすると、スナップショット ファイルのサイズによっては、時間がか
かることがあります。スナップショットを削除中は、そのサーバホストに他
のコンソールが接続できず、接続しようとしているユーザーに「VMware 
Registration Service (vmware-serverd) is not running」というエラーが表示
されることがあります。

スナップショットとレガシーディスクモード
旧バージョンの GSX Server で使用されていたディスクモードに慣れている
場合、以下の方法でスナップショットを使用すれば、各ディスクモードと同
様の機能を実現することが可能です。

• 通常（Persistent）モード　スナップショットを設定しないでくださ
い。

• 取り消し可能（Undoable）モード　セッションの開始時にスナップ
ショットを設定します。スナップショットに戻れば、セッション中に
行なった変更は全て破棄されます。セッション終了時に新しくスナッ
プショットを設定すれば、セッション中の変更が反映されます。セッ
ション中の変更を適用せずに、そのまま保留しておくには、既存のス
ナップショットをそのまま残します。

• 読取り専用（Nonpersistent）モード　仮想マシンを希望する状態に設
定します。仮想マシンをオフにしてから、スナップショットを設定し
てください。次に [VM] - [Settings] - [Options] - [Snapshot] を選択し、
[When powering off] から [Revert to snapshot] を選択してください。

注意 : 旧バージョンの GSX Server では、ディスクモードはディスク毎に個
別に設定しなければなりませんでした。GSX Server 3 で導入されたスナップ
ショットは、仮想マシンに接続されている全ディスクを含む仮想マシン全体
にデフォルトで適用されます。
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スナップショットと反復レジューム
GSX Server 2 で使用されていた反復レジュームでは、サスペンド状態の仮想
マシンを繰り返し同じ状態からレジュームすることができました。スナップ
ショットでも同様の機能を実現することができます。仮想マシンを実行し、
希望する状態に設定してからサスペンドします。次にスナップショットを設
定してください。[VM] - [ Settings] - [Options ] - [Snapshot] の [When 
powering off] から [Revert to the snapshot] を選択してください。

スナップショットとレガシー仮想マシン
レガシー仮想マシン ( 例えば GSX Server 2 で作成されており、新しい
VMware GSX Server 3 の仮想ハードウェアを使用するようにアップグレード
されていない仮想マシン ) を使用しており、そのディスクが取り消し可能
(Undoable) モードか読み取り専用（Nonpersistent) モードの場合、スナップ
ショットが設定されています。通常 (Persistent) モードのディスクの場合は
スナップショットが設定されていません。それぞれ次のオプションが利用可
能です。

• 通常（Persistent）モード　スナップショットが設定されていません。
仮想マシンがオフの状態であればいつでもスナップショットを設定で
きます。

• 取り消し可能（Undoable）モード　スナップショットが設定されてい
ます。仮想マシンがオフの状態であれば、このスナップショットを更
新したり削除したりすることができます。

• 読取り専用（Nonpersistent）モード　スナップショットが設定されて
います。さらに仮想マシン設定エディタでは、仮想マシンがオフにさ
れる度にスナップショットまで戻るように設定されています。仮想マ
シンがオフの状態であれば、このスナップショットを更新したり削除
したりすることができます。また仮想マシンがオフの状態であれば、
仮想マシン設定エディタの設定を変更することも可能です。
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ディスクの使用
ここでは、仮想ディスクがユーザーのニーズを満たすように、仮想マシンの
ハードディスク記憶装置を構成するための情報を提供します。

• 仮想マシンのハードディスクを構成 (P.174)

• オプティカルドライブとフロッピードライブの構成 (P.184)

• 仮想マシンにドライブを追加 (P.190)

• VMware 仮想ディスクマネージャの使用 (P.205)

• 仮想マシンで使用のデュアルブートコンピュータの構成 (P.214)

• 仮想マシンから物理パーティションにオペレーティングシステムをイ
ンストール (P.239)

• マルチプロセッサホストでのWindows NTゲストのディスクパフォーマ
ンス (P.245)
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仮想マシンのハードディスクを構成
物理コンピュータと同様に、VMware GSX Server の仮想マシンは OS やプロ
グラム、データファイルを 1 つ以上のハードディスクに記憶します。ただ
し、物理コンピュータと違って、VMware GSX Server では仮想マシンのハー
ドディスクに行った変更を取り消すオプションが用意されています。

[New Virtual Machine Wizard] で作成される仮想マシンには、ディスクドライ
ブがひとつ設定されます。仮想マシンにディスクドライブを追加したり、削
除したり、あるいは特定の設定を変更するには、仮想マシン設定エディタ 

（[VM] - [Settings]）を使用します。 

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

• ディスクタイプ : 仮想ディスクと物理ディスク (P.174)

• ディスク、Redo ログ、スナップショット、ロックファイルについての
追加情報 (P.177)

• 仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.181)

ディスクタイプ : 仮想ディスクと物理ディスク
一般的な構成では、GSX Server は通常ホストコンピュータのハードディスク
に格納されているファイルから成り立っている仮想ハードディスクを作成し
ます。状況によっては、ホストコンピュータ上の物理ハードドライブに仮想
マシンを直接アクセスさせる必要が生じることがあります。 この時使用され
るディスクタイプが物理ディスクです。

仮想ディスク
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。

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

デフォルトでは、全てのディスクスペースが仮想マシン作成時に割り当てら
れるように仮想ディスクは構成されます。このタイプの仮想ディスクは、事
前割当済みディスク（Preallocated disk）と呼ばれます。これによって、機
能は向上され、仮想マシンでパフォーマンス センシティブ アプリケーショ
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ンを実行している時に便利です。このように作成された仮想ディスクは
GSX Server の旧バージョンで作成できた試験的 PLAIN ディスクと類似して
います。

事前割当されない仮想ディスクは、拡張可能ディスク（Growalbe disk）と
呼ばれます。

ディスクの実際のファイルを、最初は小さなサイズから始め、必要に応じて
指定された最大サイズまで拡大するように仮想ディスクを構成することがで
きます。 このアプローチの最大の利点は、ファイルサイズを小さく抑えられ
ることです。 ファイルが小さければ、記憶領域を節約することができ、新し
いロケーションに仮想マシンを移行するのも簡単です。 ただし、この方法で
構成されたディスクへのデータの書き込みには多少時間がかかります。

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

注意 : SCSI ディスクを Windows XP や Windows Server 2003 の仮想マシンで
使用するには、特別な SCSI ドライバが必要です。これは、弊社 Web サイト
のダウンロードのセクション（ www.vmware.com/download) からダウン
ロードすることができます。新しくインストールした Windows XP や 
Windows Server 2003 でこのドライバを使用するには、Web サイトの指示に
従ってください。

どちらのタイプの仮想ディスクも、いずれのタイプの物理ハードディスクに
格納することができます。つまり、IDE 仮想ディスクを構成するファイル
は、IDE ハードディスクにも SCSI ハードディスクにも格納できます。SCSI
仮想ディスクを構成するファイルについても同じことが言えます。 これらの
ファイルは、DVD-ROM や CD-ROM ディスクなどの他の高速アクセス記憶
装置に保存することも可能です。 DVD-ROM あるいは CD-ROM からの仮想マ
シン実行については、「DVD-ROM/CD-ROM ディスクから仮想マシンを実行 
(P.140)」を参照ください。

仮想ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ディスクはホス
トマシンやリモートコンピュータにファイルとして保存されるため、同じコ
ンピュータの新しいロケーションや別のコンピュータに簡単に移動すること
ができます。また、Windows ホストの GSX Server を使って仮想ディスクを
作成し、それを Linux コンピュータに移動して Linux 向けの GSX Server で使
用したり、またその逆を行うことも可能です。仮想ディスクの移動に関する
詳細は、 ｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「仮想マシンの移動と共有」を
参照ください。
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物理 (RAW) ディスク
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。RAW ディスクを使えば、GSX Server が既存のディスクパーティ
ションから 1 つあるいは複数のゲスト OS を実行できます。 RAW ディスク
は、IDE デバイスにも SCSI デバイスにもセットアップできます。ただし、
現段階では既存の SCSI ディスク / パーティションに既にインストールされ
ているゲスト OS からのブートはサポートされていません。 

RAW ディスクの最も一般的な使用方法は、デュアルブートあるいはマルチ
ブートのマシンを変換して、1 つ以上の既存の OS を仮想マシン内で実行で
きるようにすることです。

物理ディスクは IDE と SCSI 両方のデバイスに設定することができます。物
理ディスクは、IDE として構成された時は 128GB まで、SCSI として構成さ
れた時は 256GB まで大きくすることができます。

注意 : SAN に格納されている物理ディスクは使用できません。GSX Server
ホスト上のディスク、またはパーティションを使用してください。

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

仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する新しい仮想マシンを作成す
ることができます。詳細は「 仮想マシンから物理パーティションにオペ
レーティングシステムをインストール (P.239)」を参照ください。しかし、
ほとんどの場合は、仮想ディスクの使用をお勧めします。

物理ディスク構成は、上級ユーザー以外にはお勧めしません。 

注意 : ホスト OS とゲスト OS 間のファイルの共有に RAW ディスクを使用
しないでください。ホストとゲストの両方が同じパーティションを認識でき
るようにするとデータの破損を引き起こす可能性があり、危険です。

旧来の VMware 製品では、物理ディスクは RAW ディスクと呼ばれていまし
た。

独立ディスク
独立ディスクは仮想ディスクのコントロールと複合度を向上させます。 特別
な目的の構成に、独立モードで仮想ディスクを構成します。 
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例えば、 DVD-ROM あるいは CD-ROM に保存された仮想ディスクを使用する
仮想マシンを実行したい時などにこの構成を行います。 詳細については、

「DVD-ROM/CD-ROM ディスクから仮想マシンを実行 (P.140)」を参照くださ
い。

あるいは、仮想マシンのスナップショットから 1 つ以上の仮想ディスクを
排除することもできます。スナップショットの詳細については、 「スナップ
ショットの使用 (P.165)」を参照ください。

独立ディスクとしてディスクを構成するには、 [VM] - [ Settings] を選び、仮想
ディスクを選択し、 [Advanced] をクリックします。 [Advanced settings] で
[Independent] を選択し、次にディスクのモードを選択します。 独立ディス
クでは次のオプションがあります。

• Persistent（通常）　変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれ
ます。通常モードの独立ディスクへの変更は、スナップショットに
戻った場合でも、そのまま残ります。

• Nonpersistent（読み取り専用）　ディスクへの変更は、仮想マシン
をパワーオフするかスナップショットに戻った時に破棄されます。
DVD-ROM あるいは CD-ROM の仮想ディスクが保存されている所で
仮想マシンを実行したい場合、あるいは、スナップショットに戻っ
た時に、スナップショットを設定してから行った仮想ディスクへの
変更を破棄したい場合は、このオプションを選択してください。

ディスク、Redo ログ、スナップショット、ロックファイルに
ついての追加情報
ここでは様々な仮想マシンファイルについての情報を提供します。

ディスクファイル
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ Settings]) を使用して、仮想マシンに使用
するディスクファイルを選択することができます。

別の場所で作成された仮想ディスクを使用したり、自動作成されたディスク
ファイルを新しい場所に移動したりする場合、[New Virtual Machine Wizard]
で作成されたファイル以外のディスクファイルを選択することもできます。

仮想ディスクに使うディスクファイルには、仮想マシンのハードディスクに
書き込まれた情報 (OS、プログラムファイル及びデータファイル ) が保存さ
れています。仮想ディスクファイルの拡張子は .vmdkです。

仮想ディスクは 1 個または複数の .vmdkファイルから構成されています。 
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Windows がホストの場合、デフォルトで各仮想ディスクは 1 個のファイル
に格納されますが、オプションとして、最大 2GB のファイルを複数組合わ
せて使用するように仮想ディスクを設定することも可能です。2GB 以上の
ファイルをサポートしないファイルシステムに仮想ディスクを移動する場合
は、このオプションを使用してください。

このオプションは仮想ディスクを作成する時に設定する必要があります。

新しく仮想マシンを作成する場合、[New Virtual Machine Wizard] で [Custom]
パスに従ってください。仮想ディスクの容量を指定する画面が表示されたら、 
[Split disk into 2GB files] を選択します。

既存の仮想マシンに仮想ディスクを追加する場合、[Add Hardware Wizard]
( ハードウェア追加ウィザード ) の指示に従ってください。仮想ディスクの
容量を指定する画面で [Split disk into 2GB files] を選択します。

ディスクを複数のファイルに分割する場合、ディスクのサイズが大きい程、
.vmdkファイルの数が多くなります。

各ディスクの最初の .vmdk ファイルは、その仮想ディスクを構成する他の
ファイルへのポインタが入っている小さなファイルです。残りの .vmdk

ファイルには仮想マシンで保存したデータが格納されますが、スペースの一
部は仮想マシンのオーバーヘッドに充てられます。

デフォルトでは、全てのディスクスペースは仮想ディスクが作成された時に
割り当てられます。事前に割り当てられた仮想ディスクのファイルサイズは
決まっており、ほとんどのファイルは 2GB です。 前述したように、最初の
ファイルは小さく、シリーズ最後のファイルも 2GB 以下です。

指定したスペースを事前に割り当てるオプションを選択しなかった場合、 
データが仮想ディスクに追加されると、 .vmdk ファイルのサイズは最大
2GB まで拡大します。ただし、最初のファイルのサイズは小さいまま変わ
りません。

仮想マシン設定エディタ には、仮想ディスクを格納するのに使用する 1 組
のファイルの内、最初のファイル（残りのファイルへのポインタを記録した
ファイル）の名前が表示されます。そのディスクに使用する残りのファイル
の名前は、最初のファイル名に基づいて自動的に決定されます。

例えば、デフォルト構成を使用する Windows 2000 Server の仮想マシンで、
仮想ディスクのファイルが必要に応じて拡張するオプションを選択した場
合、仮想ディスクは Windows 2000 Server.vmdk、 Windows 2000 

Server-s001.vmdk、Windows 2000 Server-s002.vmdkといった名前
のファイルに格納されます。
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ディスクスペースが事前に割り当てられており、仮想ディスクが 2GB の
ファイルに分割されている場合も同様のファイル名が使用されますが、その
場合、sの代わりに f が割り当てられます ( 例えば、 Windows 2000 
Server-f001.vmdk） 。ディスクが 2GB のファイルに分割されていない場
合は、仮想マシンは Windows 2000 Server.vmdk と Windows 2000 

Server-flat.vmdkという名前の 2 つのファイルにディスクを分けます。

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

Redo ログとスナップショットファイル
Redo ログファイルは、仮想マシンが実行中に変更するブロックを保存しま
す。独立読み取り専用（independent-nonpersistent）モードのディスクの
redo ログファイルは、仮想マシンがオフやリセットの時は保存されません
が、スナップショットのディスクの redo ログファイルは保存されます。こ
のフィルの名前を redo ログと言います。

仮想ディスク vmの redo ログファイルは vm.vmdk.REDOです。仮想ディス
クが 2GB のファイルに分割されている場合、ディスクファイルの名前は
vm.vmdk、vm-02.vmdk、vm-03.vmdkというようになります。redo ログ
ファイルの名前は、vm.vmdk.REDO、vm-02.vmdk.REDO、vm-

03.vmdk.REDO というようになります。

vm仮想マシンのスナップショットを設定した時は、 GSX Server は vm.vmsn

ファイルにスナップショットを保存します。スナップショットについての詳
細は、「スナップショットの使用 (P.165)」を参照ください。

redo ログとスナップショットファイルを格納する場所を選ぶことができま
す。デフォルトでは仮想ディスク (.vmdk) ファイルと同じディレクトリに
格納されます。

デフォルトでは、物理ディスクの redo ログファイルは、仮想マシン構成
ファイル (.vmx) と同じディレクトリに格納されます。

仮想マシン設定エディタで、redo ログとスナップショットのファイルの位
置を変えることができます。仮想マシンをオフにして、[VM] - [Settings] を
選択します。[Options] タブをクリックして [General] を選択し、[Working 
directory] で redo ログとスナップショットを保存するフォルダ名を入力する
かブラウズしてください。 

利用可能スペースを広げたり、機能の向上を図るために、これらのファイル
を違うディレクトリに格納することも可能です。最高のパフォーマンスを得
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るには、仮想マシンのログファイルはホストコンピュータのローカルハード
ドライブに置いてください。 

ロックファイル
実行中の仮想マシンは、仮想ディスクの内容に矛盾が生じないようにロック
ファイルを作成します。ロックファイルを使用しないと、複数の仮想マシン
がディスクの読み取りや書き込みを行うことができるため、データが失われ
る恐れがあります。 

ロックファイルは、常に .vmdkファイルと同じディレクトリに作成されま
す。

GSX Server のロック方法は、Windows ホストと Linux ホストで異なります。
このため、両ホストにまたがるファイルの共有は完全に保護されません。
Windows ホストと Linux ホストの両方のユーザーにファイルを提供する共
通のファイルリポジトリを使用する場合、同時に複数のユーザーが同じ仮想
マシンを使用しないように注意してください。

SCSI リザベーションを使用して、複数の仮想マシンがロックファイルにア
クセスできる方法があります。これは普通クラスタリングなどの高可用性の
構成と共に行われます。詳細については、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」
の「VMware GSX Server を使った高い可用性の構成 (P.221) ｣を参照ください。

仮想マシンをオフにすると、作成されたロックファイルは削除されます。
ロックファイルを削除できない場合、残ったロックファイルが .vmdkファ
イルの保護を続けます。例えば、ロックファイルを削除する前に仮想マシン
がクラッシュすると、古いロックファイルが残ります。

仮想マシンを再起動した時にまだ古いロックファイルが残っている場合、仮
想マシンはそのロックファイルを削除しようと試みます。まず、ロックファ
イルを使用中の仮想マシンがないかを確認するために、仮想マシンはロック
ファイルの次の点をチェックします。

1. ロックファイルが仮想マシンを実行中のホストで作成されているか

2. ロックファイルを作成したプロセスが終了しているか

この 2 つの条件が満たされている場合、仮想マシンは失効したロックファ
イルを安全に削除することができます。どちらかの条件が満たされていない
場合は、仮想マシンをオンにすることができないことを告げる警告画面が表
示されます。ロックファイルを削除しても構わないことがはっきりと分かっ
ている場合は、手作業でロックファイルを削除してください。ロックファイ
ルのファイル名には、Windows ホストでは .lck、Linux ホストでは 

.WRITELOCKの拡張子が付けられています。
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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
トールすることは絶対に避けてください。

仮想ディスクの最適化と圧縮 
データが追加されると仮想ディスクのサイズが拡張するオプションを選択し
ている場合、本項の手順に従って仮想ディスクの最適化と圧縮を行うことが
可能です。仮想ディスクの作成時に指定したディスクスペースを全て割り当
てるオプションを選択した場合は、ディスクの最適化と圧縮は実行できませ
ん。

仮想ディスクの最適化 ( デフラグ )
ディスクの最適化を行うと、プログラムがより速く実行し、ファイルが迅速
に開くように、仮想ディスクのファイル、プログラム、未使用のスペースが
配列し直されます。最適化では仮想ディスクの未使用スペースは再利用され
ません。未使用スペースを再利用するには、ディスクを圧縮してください。

最高のディスクパフォーマンスを実現するには、次の手順に従ってくださ
い。

1. 仮想マシン内でディスクの最適化ユーティリティ(disk defragmentation 
utility) を実行します。

2. 仮想マシンをパワーオフし、仮想マシン設定エディタから仮想ディス
クの最適化を行います ([VM]-[Settings]）。最適化する仮想ディスクを選
択し、[Defragment] をクリックします。 

注意 : これは仮想ディスクとだけ機能し、Raw ディスクや Plain ディス
クでは機能しません（Plain ディスクは旧 VMware 製品の機能です）。

3. ホストコンピュータのディスクの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、かなりの時間を要することがあります。

注意 : ディスクを最適化するプロセスで、ホストのディスク上に空き作業
領域が必要となります。例えば、仮想ディスクが 1 個のファイルに格納さ
れている場合、その仮想ディスクファイルのサイズに相当する空き領域が必
要となります。その他の仮想ディスク構成では、必要とされる空き領域は若
干少なくなります。
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仮想ディスクの圧縮
仮想ディスクの圧縮は、仮想ディスクの未使用領域を再利用します。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。 事前割当済みの仮想ディス
クあるいは物理ディスクを圧縮することはできません。

仮想ディスクの圧縮は仮想ディスクを GSX Server3 でサポートしている
フォーマットに変換するのに便利です。新しいフォーマットで作成された仮
想ディスクは、旧来の VMware 製品 ( VMware Workstation 3.0 以降を除く )
では認識されません。

圧縮する仮想ディスクを独立ディスクとして起動しないでください。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可能で
す。｢ 独立ディスク (P.176) ｣を参照ください。 

圧縮の際、圧縮する仮想ディスクのサイズと同じ空きディスク領域がホスト
上に必要となります。

ディスクの圧縮は 2 段階の作業で行われます。ワイピングと呼ばれる初め
の作業は、 VMware Tools がディスクパーティション ( 削除ファイルなどの )
の未使用部分を再利用し、圧縮の準備をします。この によって、最大限の
圧縮が可能となります。ワイピングはゲスト OS で行われます。 

圧縮の作業自体が 2 番目の作業となり、仮想マシンの外で行われます。ワ
イピングによって再利用されたディスクスペースに基づいて GSX Server は
ディスクのサイズを圧縮します。これはワイピングでディスク圧縮の準備が
整った後にに行われます。 

仮想マシンをパワーオンした時、VMware Tools コントロールパネルから仮
想ディスクを圧縮します。スナップショットが存在している場合は、仮想
ディスクの圧縮は行えません。既存のスナップショットを削除するには、 
[Snapshot] - [Remove Shapshot] を選択します。

Linux あるいは FreeBSD ゲスト OS で仮想ディスクの圧縮を準備するには、 
root ユーザーとして VMware Tools を実行してください。 そうすることに
よって、確実に仮想ディスク全体を圧縮することができます。非 root ユー
ザーとしてディスクを圧縮すると、仮想ディスクの root レベルの部分をワ
イプすることができません。

1. Windows ゲストにコントロールパネルを表示するには、システムトレ
イにある VMware Tools のアイコンをダブルクリックするか 、[ スター
ト ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] を選択して、[VMware Tools] を選
択します。
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Linux または FreeBSD ゲストでコントロールパネルを表示するには、
root (su) の権限で vmware-toolboxを実行します。

2.[Shrink] タブをクリックします。

3.圧縮したい仮想ディスクを選択してから、[Prepare to Shrink] をクリック
します。

注意 : ワイプするパーティションの一部を非選択の状態にした場合で
も、ディスク全体が圧縮されます。しかし、それらのパーティション
は圧縮の準備ができず、圧縮プロセスによって、仮想ディスクのサイ
ズは本来圧縮できるサイズまで縮小されません。

4. VMware Tools が指定したディスクパーティションのワイピングを完了
すると、 ディスクの圧縮を始めるように指示されます。

ディスクの圧縮にはかなりの時間を要することがあります。

一部の構成では、仮想ディスクを圧縮することができません。そうのような
構成の仮想マシンを使用している場合、[Shrink] タブに仮想ディスクを圧縮
できない理由が表示されます。例えば、次のような場合、仮想ディスクの圧
縮は行えません。 

• ディスク作成時にディスクスペースを事前割当した場合（[Typical] と
[Custom] のいずれの仮想マシン作成パスでもデフォルトオプションで
す）。

• 仮想マシンにスナップショットが存在する場合。

• 仮想マシンに Raw または物理ディスクが存在する場合。

• 仮想ディスクが通常 (Persistent) モードの独立ディスクでない場合。詳細
は｢独立ディスク (P.176)」を参照ください。

• 仮想ディスクが CD-ROM に保存されている場合。
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オプティカルドライブとフロッピー
ドライブの構成
ここでは仮想マシンのオプティカルドライブ (DVD-ROM と CD-ROM) とフ
ロッピードライブの構成について解説します。物理デバイスを使用したり、
仮想マシンが ISO またはフロッピーイメージファイルを使用するように設定
することもできます。

• 仮想 DVD-ROM と CD-ROM ドライブの構成 (P.184)

• 仮想フロッピードライブの構成 (P.188)

仮想DVD-ROMと CD-ROMドライブの構成
各仮想マシンは GSX Server ホストまたは ISO イメージファイル上の物理
DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブにアクセスできます。 

仮想マシンが排他的にドライブを使用するように構成されていない限り、複
数の仮想マシンが同時に GSX Server ホストの DVD-ROM あるいは CD-ROM ド
ライブに接続することが可能です。オプティカルドライブの排他的使用につ
いては｢ DVD-ROM/CD-ROM ドライブの排他的使用 (P.186) ｣を参照ください。

仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) または VMware Management 
Interface（管理インターフェイス）から仮想 DVD-ROM あるいは CD-ROM
ドライブを構成します。 

設定可能なオプションには、ゲストにデバイスノードを選択、レガシーエ
ミュレーションモードの使用、GSX Server ホストの代わりにクライアントで
オプティカルドライブを使用、DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブの排
他的使用があります。 

コンソールから仮想マシンのDVD-ROMあるいは CD-ROMドライブを構成
仮想マシンの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを構成するには、次の
手順を行ってください。

1. VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソール）で仮想マシ
ンに接続します。

2. 仮想マシン設定エディタを開きます。[VM] - [Settings]を選択してくださ
い。 

3. [Hardware] タブで CD-ROM ドライブを選択してください。次の変更を
必要に応じて行うことができます。

• DVD-ROMあるいはCD-ROM ドライブのデバイスノードを選択 (P.185)
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• DVD-ROM と CD-ROM ドライブにレガシーエミュレーションを使用 
(P.185)

• DVD-ROM/CD-ROM ドライブの排他的使用 (P.186)

• DVD-ROM/CD-ROM ドライブをクライアントで使用 (P.186)

4. [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閉じま
す。

DVD-ROMあるいは CD-ROM ドライブのデバイスノードを選択
仮想ディスクのように、仮想マシンの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライ
ブを特定の SCSI あるいは IDE デバイスノードと関連付けることができます。

デバイスのタイプはホストのデバイスのタイプと同じである必要はありませ
ん。 GSX Server ホストが IDE CD-ROM ドライブを使用していても、 SCSI CD-
ROM ドライブで仮想マシンを構成することができます。 

ドライブからデータの読み取り以上の作業を行う必要がある場合 ( 例：CD-
ROM の焼付け）、バスタイプを一致させる必要があります。ホストが IDE 
CD-ROM ドライブを使用している場合、IDE デバイスノードで仮想 CD-ROM
ドライブの構成を行ってください。

しかし、仮想 CD-ROM ドライブから起動する場合は、IDE デバイスとして
ドライブを構成しなくてはなりません。

DVD-ROMと CD-ROM ドライブにレガシーエミュレーションを使用
仮想マシン設定エディタで、仮想マシンに取り付けられた DVD-ROM あるい
は CD-ROM ドライブに [Legacy emulation] オプションが使用できます。

Windows ホストでは、デフォルトで、このオプションは非選択状態になっ
ています。

IDE ドライブのある Linux ホストでは、このオプションのデフォルト設定
は、カーネルに ide-scsi モジュールが搭載されているかどうかで違いま
す。raw モードで DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブに接続したい場合
は、 物理 SCSI ドライブを使用していない限り、ide-scsiモジュールが搭
載されていなくてはなりません。 

DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを使用して、問題が起こった場合は、 
[Legacy emulation] を選択してみてください。

レガシーエミュレーションモードでは、 DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライ
ブ内のデータディスクから読み取ることができますが、一部の機能は使用で
きません。例えば、使用の DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブがレガ
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シーモードに構成されている場合、 マルチセッションディスクから読み取る
ことはできませんし、CD-ROM の焼付けもできません。

[Legacy emulation] が非選択状態の時、ゲスト OS はドライブと直接交信し
ます。この直接交信で、レガシーエミュレーションモードでは不可能な機能
(CD/DVD ライターを使用してのディスク焼付け、マルチセッション CD の
読み込み、デジタルオーディオの抽出、ビデオ鑑賞など ) も有効になりま
す。

しかし場合によっては、ゲスト OS がドライブと直接交信していると、 DVD-
ROM あるいは CD-ROM ドライブが正常に機能しない時があります。さら
に、特定のドライブとそのドライバーは、 raw モードでは正常に機能しませ
ん。 [Legacy emulation] を選択するのも、これらの問題に対処するひとつの
方法です。

DVD-ROM/CD-ROM ドライブの排他的使用
仮想マシンからドライブを切断するまで、または仮想マシンをパワーオフか
サスペンドするまで、他の仮想マシンやホストが DVD-ROM あるいは CD-
ROM ドライブを使用するのを防ぐことができます。仮想マシン設定エディ
タで [Connect exclusively to this virtual machine] をチェックします。

DVD-ROM/CD-ROMドライブをクライアントで使用
仮想マシンへの接続にリモートクライアントで VMware 仮想マシンコンソー
ルを使用する場合 、GSX Server ホストのドライブの代わりにクライアント
のオプティカルドライブを使用することもできます。これは、ホストへのア
クセス権がない場合、ソフトウェアのリモートインストールに便利です。 

クライアントマシンの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを使用する前
に、物理ドライブを使用していることを確認してください。 [Location] で
[Client] を選択してください。

クライアントの CD-ROM ドライブは接続した状態でスタートできないこと
を除いては、全ての仮想マシン設定 ( レガシーエミュレーションや排他的接
続の使用など）が適用されます。 

クライアントシステムの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブから仮想マ
シンを起動する場合は、次の手順に従ってください。

1. 最初にゲスト OS の起動を開始する時、<Esc> キーを押します。起動メ
ニューが表示されます。 
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2. 次の 1 つを行います。

• 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を開き、CD-ROM ドライブ
を選択します。[Use physical drive] を選択し、[Location] で [Client] を
選びます。

• VMware 管理インターフェイスで、仮想マシンの [Hardware] 画面にあ
る DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを編集します。[Device] リ
ストで物理ドライブを選択し、[Client Device] のチェックボックスを
チェックします。

3. ゲスト OS の起動メニューに戻ります。 CD-ROM ドライブを選び、
<Enter> を押して、VMware 仮想マシンコンソールを実行しているクラ
イアントの CD-ROM ドライブから仮想マシンを起動させます。 

管理インターフェイスから仮想マシンのDVD-ROMあるいは CD-ROM
ドライブを構成
1. [Hardware] ページの [DVD/CD-ROM Drive] で [Edit] をクリックすると、

[DVD/CD-ROM Drive] ページが表示されます。

2. この仮想マシンをホストの DVD/CD-ROM ドライブに接続するには、 
[Connected] をチェックします。

3. 仮想マシンがパワーオンした時に仮想マシンをホストの DVD/CD-ROM 
ドライブに接続するには、[Connect at Power On] をチェックします。

4. ホストの DVD/CD-ROM ドライブと ISO イメージのどちらに接続するか
を指定します。[Device] リストで [System DVD/CD-ROM Drive] または
[ISO Image] を選択します。

5. [Location] フィールドにドライブまたは ISO イメージのロケーションを
入力します。例えば、ホストの CD-ROM ドライブの場合、 D: または
/dev/cdromのようになります。
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6. クライアントマシンの DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを使用す
るには、物理ドライブを使用していることを確認し、[Client Device] の
チェックボックスをチェックします。詳細は ｢ DVD-ROM/CD-ROM ドラ
イブをクライアントで使用 (P.186) ｣を参照ください。

7. [OK] をクリックして、変更を保存し、ウィンドウを閉じます。

仮想フロッピードライブの構成
各仮想マシンは GSX Server ホストまたはフロッピーイメージファイルにあ
る物理ドライブにアクセスすることができます。

2 つ以上の仮想マシンを一度にサーバ上のフロッピードライブに接続するこ
とはできません。

仮想マシン設定エディタあるいは VMware Manegement Interface（管理イ
ンターフェイス）から仮想フロッピードライブを構成します。

コンソールから仮想マシンのフロッピードライブを構成
仮想マシンのフロッピー ドライブを構成するには、次の手順を行ってくだ
さい。

1. VMware 仮想マシンコンソールで仮想マシンに接続します。

2. 仮想マシン設定エディタを開き、[VM]-[Settings] を選択します。 

3. [Hardware] タブで、フロッピードライブを選択します。

4. 仮想マシンをパワーオンした時に、仮想マシンをフロッピードライブ
に接続するようにするには、[Connect at Power On] をチェックします。

5. ホストのフロッピードライブとフロッピーイメージのどちらに接続す
るかを指定します。[Use physical drive] を選択し、リストからドライブ
を選びます。あるいは [Use floppy image] を選択し、新しいフロッピー
イメージを作成するか、既存のフロッピーイメージをブラウズします。

6. [OK] をクリックし、変更を保存して仮想マシン設定エディタを閉じま
す。

管理インターフェイスから仮想マシンのフロッピードライブを構成
仮想マシンのフロッピードライブを構成するには、次の手順を行います。
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1. [Hardware] ページの [Floppy Drive] の箇所にある [Edit] をクリックする
と [Floppy Drive] ページが表示されます。

2. この仮想マシンをフロッピードライブに接続するには、[Connected] を
チェックします。

3. 仮想マシンをパワーオンした時に仮想マシンがフロッピードライブに
接続するようにするには [Connect at Power On] をチェックします。

4. ホストフロッピードライブとフロッピーイメージのどちらに接続する
か指定します。[Device] リストで、[System Floppy Drive] あるいは
[Floppy Image] を選択します。

5. [Location] フィールドに、ドライブまたはフロッピーイメージのロケー
ションを入力します。例えば、ホストのフロッピードライブの場合、
A: または /dev/fd0のようになります。

6. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンにドライブを追加 
GSX Server 仮想マシンには、最大 4 つの IDE デバイスと最大 7 つの SCSI デ
バイスを設定できます。これは、仮想ハードディスクでも、DVD や CD-
ROM ドライブでも構いません。GSX Serer の仮想マシンは、DVD-ROM ディ
スクからデータを読み取ることはできますが、 仮想マシンで DVD の映画を
再生することはできません。

他の SCSI デバイスの多くも、ホスト OS の Generic SCSI ドライバを使用し
て仮想マシンに接続することが可能です。このようなデバイスの接続に関す
る詳細は、 「Generic SCSI デバイに接続 (P.356)」を参照ください。

次に、仮想マシンに仮想ディスク、物理ディスク、DVD-ROM/CD-ROM ドラ
イブ、フロッピードライブを追加する方法を説明します。さらに CD-ROM
とフロッピードライブをディスクイメージファイルに接続することもできま
す。

• 仮想マシンに 仮想ディスクを追加 (P.190)

• 仮想マシンに 物理ディスクを追加 (P.198)

• DVD-ROM/CD-ROM ドライブを仮想マシンに追加 (P.201)

• フロッピードライブを仮想マシンに追加 (P.203)

仮想マシンに 仮想ディスクを追加
仮想ディスクはホストコンピュータまたはネットワークファイルサーバに
ファイルとして保存されます。ファイルを格納するディスクが IDE か SCSI
かは重要ではありません。仮想 IDE ドライブは IDE ドライブにも SCSI ドラ
イブにも格納することができます。 仮想 SCSI ドライブについても同様です。

新しい仮想ディスクを仮想マシンに追加するには、仮想マシン設定エディタ
を使います。 作業を開始する前に、仮想マシンがオフになっていることを確
認してください。 オフになっていない場合は、ゲスト OS を通常の手順で
シャットダウンし、 VMware Virtual Machine Console（仮想マシンコンソー
ル）ツールバーの [Power Off] をクリックしてください。

注意 : SCSI 仮想ディスクを使用する Windows NT 4.0 ゲストでは、新しい
SCSI ディスクと IDE ディスクを同じ構成に追加することはできません。

コンソールから新しい仮想ディスクを追加
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を開き、[Add] をクリックし

ます。[Add Hardware Wizard] を使って仮想ディスクを作成します。 
[Next] をクリックして仮想ディスクの構成を開始します。
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2. [Hard Disk] を選択して [Next] をクリックします。

3. [Create a New Virtual Disk] を選択して [Next] をクリックします。

4. 仮想ディスクの種類を選択します。仮想マシンにインストールされて
いるゲスト OS に基づいて、ウィザードが推奨タイプ（SCSI または
IDE）を表示します。

5. 新しい仮想ディスクのサイズを設定します。 

SCSI 仮想ディスクは 0.1GB（100MB）～ 256GB、IDE 仮想ディスクは
0.1GB（100MB）～ 128GB の範囲内でサイズを指定できます。デフォル
トのサイズは 4GB です。

デフォルトでは、 [Allocate all disk space now] がチェックされています。

仮想ディスクの作成時に全スペースを割当てるとパフォーマンスが幾
分向上しますが、仮想ディスクに指定したサイズと同じディスクス
ペースが必要となります。

仮想マシンをクラスタリングする場合、仮想ディスクを前もって割り
当てると便利です。クラスタリングについての詳細は｢ VMware GSX 
Server 運用ガイド」の｢ VMware GSX Server を使った高い可用性の構成 」
を参照ください。

このオプションを選択しない場合、仮想ディスクは最初は小さなファ
イルとして存在し、必要に応じて拡張していきます。しかし、ここで
指定するサイズ以上には拡大できません。

仮想ディスクを 1 個の大きなファイルに格納するか、複数の 2GB の
ファイルに分割する ([Split disk into 2GB files] を選択 ) かを指定すること
も可能です。FAT32 ファイルシステムに格納されている場合、あるい
は FAT16 のように 2GB を超えるファイルをサポートできないシステム
の場合は、ディスクを分割することをお勧めします。

6. 仮想ディスクファイルのファイル名と格納場所はデフォルトを使用す
るか、デフォルトを変更して別の名前やロケーションを使用します。
別のフォルダを検索するには [Browse] をクリックします。

仮想ディスクのデバイスノードを指定したい場合は、[Advanced] をク
リックしてください。

詳細設定画面では、ディスクモードも設定できます。 これは、ディスク
が含まれないスナップショットを作成する必要のある特殊な目的を持
つ構成で役に立ちます。スナップショット機能の詳細は、｢スナップ
ショットの使用 (P.165) ｣を参照ください。普通（Normal）ディスクと独
立（Independent）ディスクのいずれかを選択できます。
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普通ディスクはスナップショットの一部として保存されます。これは、
新しいディスクのデフォルト設定です。

独立ディスクはスナップショットの一部として保存されません。
[Independent] を選択した場合、次のオプションが用意されています。

• Persistent（通常）　変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれ
ます。

• Nonpersistent（読み取り専用）　ディスクへの変更は、仮想マシン
をパワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されま
す。

ファイル名と格納場所を指定し、詳細設定画面で必要な選択を行った
ら、[Finish] をクリックします。

7. ウィザードが新しい仮想ディスクを作成します。ゲスト OS はこれを新
しい未使用のハードディスクとして認識しますので、ゲスト OS のツー
ルを利用して新しいドライブのパーティション作成とフォーマットを
実行します。

コンソールから既存の仮想ディスクを追加
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM]-[Settings]) を開き、[Add] をクリックし

ます。 [Add Hardware Wizard]（ハードウェア追加ウィザード）を使用し
て仮想ディスクの作成をします。[Next] をクリックして、仮想ディスク
の構成を始めます。

2. [Hard Disk] をクリックし、次に [Next] をクリックします。

3. [Use an existing virtual disk] を選択し、[Next] をクリックします。

4. [Browse] をクリックして、使用する仮想ディスク (.vmdk) をブラウズ
します。 

5. 仮想ディスクを特定のデバイスノードと関連付けるには、[Advanced]
をクリックして、[Virtual device node] リストからデバイスノードを選
択します。

詳細設定画面で、ディスクノードを設定することもできます。これは、
ディスクが含まれないスナップショットを作成する必要のある特殊な
目的を持つ構成で役に立ちます。スナップショット機能の詳細は、｢ ス
ナップショットの使用 (P.165)」を参照ください。普通（Normal）ディ
スクと独立（Independent）ディスクのいずれかを選択できます。

普通ディスクはスナップショットの一部として保存されます。これは、
新しいディスクのデフォルト設定です。
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独立ディスクはスナップショットの一部として保存されません。
[Independent] を選択した場合、次のオプションが用意されています。

• Persistent（通常）　変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれ
ます。

• Nonpersistent（読み取り専用）　ディスクへの変更は、仮想マシン
をパワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されま
す。

ファイル名と格納場所を指定し、詳細設定画面で必要な選択を行った
ら、[Finish] をクリックします。ウィザードが仮想ディスクを仮想マシ
ンに追加します。

管理インターフェイスから新しい仮想ディスクを追加
仮想マシンに新しい仮想ディスクを追加するには、仮想マシンがオフである
ことを確認し、次の手順に従ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックすると、[Add Device 
Wizard]（デバイス追加ウィザード）が起動します。

2. [Hard Disk] をクリックすると、仮想ディスクの種類を指定する画面が
表示されます。

3. 新しい仮想ディスクを作成するには、ディスクを IDE にするか SCSI に
するかを決めてください。ウィザードには、推奨ディスクの種類が表
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示されます。次に [IDE type] または [SCSI type] の箇所の [Blank] をク
リックすると、[Virtual Disk Configuratoin] 画面が表示されます。 

4. [Disk File] フィールドには、仮想ディスクのロケーションと名前を入力
します。仮想ディスクには必ず拡張子 .vmdkを付けて下さい。

5. [Capacity] フィールドに仮想ディスクのサイズを MB で指定します。デ
フォルト設定では、仮想ディスクの作成時に、GSX Server がここで指
定した全スペースを仮想ディスクに割当てます。

SCSI 仮想ディスクは 0.1GB（100MB）～ 256GB、IDE 仮想ディスクは
0.1GB（100MB）～ 128GB の範囲内でサイズを指定できます。デフォル
トのサイズは 4GB です。

6. [Virtual IDE Node] または [Virtual SCSI Node] の適切な方に、仮想デバイ
スノードを指定します。

7. この仮想ディスクを独立ディスクにするかを決めます。[Disk Mode] で
[Independent] をクリックし、[Persistent] あるいは [Nonpersistent] を
チェックします。

注意 : 独立ディスク オプションの使用は、上級ユーザーが特殊な目
的の構成を必要とする場合に限って使用するようにしてください。

独立ディスクには 2 つのオプションが用意されており、[Persistent]
（通常モード：変更がその場で恒久的にディスクに書き込まれます）か
[ Nonpersistent]（読み取り専用モード：ディスクへの変更は、仮想マ
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シンをパワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄され
ます）のいずれかを選択できます。

8. 仮想ディスクスペースを事前割当するかを決めます。仮想ディスクの
作成時に全スペースを割当てると、パフォーマンスが幾分向上し、ホ
ストのディスクスペースを確保できますが、仮想ディスクに指定した
サイズと同じディスクスペースが必要となります。事前割当したディ
スクを圧縮することはできません。仮想ディスクを事前割当するには、
[Allocate all disk space now] を選択します。

仮想マシンのクラスタリングを行うのに、事前割当仮想ディスクが必
要になります。クラスタリングについての詳細は ｢ VMware GSX Server
運用ガイド」の「VMware GSX Server を使った高い可用性の構成 」を
参照ください。

ディスクを事前に割り当てなかった場合、仮想ディスクのファイルは
小さなファイルで始まり、必要に応じて指定した最大サイズまで拡大
します。 

仮想ディスクを 1 個の大きなファイルに格納するか、複数の 2GB の
ファイルに分割するかを指定することも可能です。FAT32 ファイルシ
ステムに格納されている場合、あるいは FAT16 のように 2GB を超える
ファイルをサポートできないシステムの場合は、ディスクを分割する
ことをお勧めします。分割するには、[Split into 2GB files] をチェックし
ます。

9. [OK] をクリックすると、仮想ディスクが追加されます。

管理インターフェイスから既存の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するには、仮想マシンがオフである
ことを確認し、次の手順に従ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックすると、[Add Device 
Wizard]（デバイス追加ウィザード）が起動します。
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2. [Hard Disk] をクリックすると、仮想ディスクの種類を指定する画面が
表示されます。

3. 既存の仮想ディスクを追加するには、正しいディスクタイプ（IDE か
SCSI か）を選択してください。次に [IDE type] または [SCSI type] の箇
所の [Blank] をクリックすると、[Virtual Disk Configuration] 画面が表示
されます。

4. [Disk File] フィールドで仮想ディスクのロケーションと名前を入力しま
す。

5. [Virtual IDE Node] または [Virtual SCSI Node] の適切な方に、仮想デバイ
スノードを指定します。

6. この仮想ディスクを独立ディスクにするかを決めます。[Disk Mode] で
[Independent] をクリックし、[Persistent] あるいは [Nonpersistent] を
チェックします。

独立ディスクはスナップショットに含まれません。

注意 : 独立ディスク オプションの使用は、上級ユーザーが特殊な目
的の構成を必要とする場合に限って使用するようにしてください。
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独立ディスクには 2 つのオプションが用意されており、[Persistent]
（通常モード：変更がその場で恒久的にディスクに書き込まれます）か
[ Nonpersistent]（読み取り専用モード：ディスクへの変更は、仮想マ
シンをパワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄され
ます）のいずれかを選択できます。

7. [OK] をクリックし、仮想ディスクを追加します。

管理インターフェイスから仮想ディスクを構成
仮想マシンの仮想ディスクを構成するには、次の手順を行ってください。

1. [Hardware] 画面の [Virtual Disk] で [Edit] をクリックすると、[Virtsul Disk]
ページが表示されます。

2. 次のいずれかを変更します。

• [Virtual IDE Node] または [Virtual SCSI Node] の適切な方に、仮想デバイ
スノードを指定します。

• この仮想ディスクを独立ディスクにするかを決めます。[Disk Mode]
で [Independent] をクリックし、[Persistent] あるいは [Nonpersistent]
をチェックします。

3. [OK] をクリックし、変更を保存して、ウィンドウを閉じます。
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仮想マシンに 物理ディスクを追加 
物理ディスクを仮想マシンに追加するには、仮想マシン設定エディタ ([VM] 
- [Settings]) を使います。 作業を開始する前に、仮想マシンがオフになってい
るか確認してください。 オフになっていない場合は、ゲスト OS を通常の手
順でシャットダウンし、VMware 仮想マシンコンソールツールバーの
[Power Off] ボタンをクリックします。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。上級ユーザー以外にはお勧めしま
せん。

1. 仮想マシン設定エディタを開き ([VM] - [Settings])、[Add] をクリックし
ます。[Add Hardware Wizard]( ハードウェア追加ウィザード ) を使って
仮想ディスクを作成します

2. [Hard Disk] をクリックしてから、[Next] をクリックすると、[Select a 
Disk] 画面が表示されます。

3. [Use a physical disk] を選択し、[Next] をクリックすると、[Select a 
Physical Disk] 画面が表示されます。
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4. ドロップダウンリストから使用する物理ハードディスクを選択します。
ディスク全体を使用するのか、あるいはディスクの特定のパーティ
ションのみを使用するのかを指定します。次のいずれかを行います。

• ディスク全体を選択するには、[Use entire disk] を選択し、[Next] をク
リックします。

• ディスクの特定のパーティションを使用するには、[Use individual 
partitions] を選択し、[Next] をクリックします。[Select Partition] 画面
が表示されます。

仮想マシンで使用するパーティションを選択します。ここで選択し
たパーティションのみが仮想マシンに表示され、他の全てのパー
ティションは非表示となります。

パーティションを選択した後、[Next] をクリックします。

5. [Specify Disk File] 画面が表示されます。

物理ディスクのアクセス情報を保存するファイルの名前と格納場所は
デフォルトを使用するか、デフォルトを変更して別の名前や格納場所
を使用します。別のディレクトリを検索するには [Browse] をクリック
します。
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このディスクの接続先となる仮想マシン SCSI/IDE デバイスノードを指
定したい場合は、[Advanced] をクリックしてください。

詳細設定画面では、ディスクモードも設定できます。 これは、ディスク
が含まれないスナップショットを作成する必要のある特殊な目的を持
つ構成で役に立ちます。スナップショット機能の詳細は、｢スナップ
ショットの使用 (P.165) ｣を参照ください。普通（Normal）ディスクと独
立（Independent）ディスクのいずれかを選択できます。

普通ディスクはスナップショットの一部として保存されます。これは、
新しいディスクのデフォルト設定です。

独立ディスクはスナップショットの一部として保存されません。
[Independent] を選択した場合、次のオプションが用意されています。

• Persistent（通常）　変更はその場で恒久的にディスクに書き込まれ
ます。

• Nonpersistent（読み取り専用）　ディスクへの変更は、仮想マシン
をパワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されま
す。

ファイル名と格納場所を指定し、詳細設定画面で必要な選択を行った
ら、[Finish] をクリックします。

6. ウィザードが新しい物理ディスクを構成します。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。

注意 : 1 つ以上のパーティションを使って物理ディスクを作成した後は、決
してゲスト OS で fdiskあるいは同様のユーティリティを実行してパー
ティションテーブルを修正しないでください。
注意 : fdiskあるいは同様のユーティリティをホスト上で実行して物理
ディスクのパーティションテーブルを修正した場合、仮想マシンの RAW
ディスクを新しく作成し直す必要があります。
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DVD-ROM/CD-ROMドライブを仮想マシンに追加
仮想マシンには DVD/CD ドライブを追加することができます。 仮想マシンの
ドライブはホストマシンの物理ドライブにも ISO イメージファイルにも接続
可能です。

仮想 DVD/CD ドライブは、接続する物理ドライブの種類に関わりなく、IDE
としても SCSI としても設定できます。つまり、ホストコンピュータに IDE 
CD ドライブが設定されていて、それに仮想マシンのドライブを接続する場
合でも、仮想マシンのドライブを SCSI と IDE のいずれにも設定できます。
ホストの物理ドライブが SCSI ドライブの場合も同じことが言えます。

仮想マシンに、新しい仮想 DVD-ROM あるいは CD-ROM ドライブを追加す
るには、 仮想マシンがオフであることを確認し、次の手順を行ってくださ
い。コンソールまたは管理インターフェイスからデバイスを追加することが
できます。

DVD-ROM/CD-ROM ドライブをコンソールから追加
1.仮想マシン設定エディタ（[VM] - [Settings]) を開き、[Add] をクリックす

ると、[Add Hardware Wizard] が開始します。

2.[DVD/CD-ROM Drive] をクリックしてから [Next] をクリックします。

3.仮想マシンのドライブをホストの物理ドライバに接続する場合は
[Use physical drive] を、仮想マシンのドライバを ISO イメージファイル
に接続する場合は [Use ISO Image] を選択します。

4.次のいずれかを行ってください。

• [Use physical drive] を選択した場合は、ドロップダウンリストから使用
するドライバを指定するか [Auto Detect] を選択します。

CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動させない場合は、
[Connect at power on] の選択を解除してください。

仮想マシン内でドライブが使用するデバイスノードを指定する場合
は、[Advanced] をクリックします。

詳細設定画面では、[Legacy emulation] のオプションも選択できま
す。このオプションは、普通のモードを使用して問題が発生した場
合にのみ必要です。レガシーエミュレーションモードは普通のモー
ドが提供する機能をすべてサポートする訳ではありません。レガ
シーエミュレーションモードでは、例えば CD への保存やマルチセッ
ション CD の読み取り、CD からのデジタルオーディオの抽出、DVD
の読み取り / 書き込みといったことができません。詳細は、「 DVD-
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ROM と CD-ROM ドライブにレガシーエミュレーションを使用 
(P.185)」を参照ください。

必要な変更を行ったら、[Finish] をクリックしてください。

• [Use ISO Image] を選択した場合は、イメージファイルのパスとファイ
ル名を入力するか、[Browse] をクリックしてファイルを検索します。

CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動させない場合は、
[Connect at power on] の選択を解除してください。

仮想マシン内でドライブが使用するデバイスノードを指定する場合
は、[Advanced] をクリックします。

必要な変更を行ったら、[Finish] をクリックしてください。

5.最初ドライバは、ゲスト OS が IDE ドライブとして認識するように設定
されます。SCSI ドライブとして認識させたい場合は、仮想マシン設定
エディタでドライブのエントリをクリックしてから、右の設定パネル
で変更を行います。

DVD-ROM/CD-ROMドライブを管理インターフェイスから追加 
1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 

Wizard] が開始します。

2. [DVD/CD-ROM] をクリックすると、 [cdrom(CD-ROM)] 画面が表示されま
す。

3. 仮想マシンがパワーオンした時に仮想マシンをホストの DVD/CD-ROM 
ドライブに接続するには、[Connect at Power On] をチェックします。

4. ホストの DVD/CD-ROM ドライブと ISO イメージのどちらに接続するの
かを指定します。[Device] リストで [System DVD/CD-ROM Drive] また
は [ISO Image] を選択します。
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5. [Location] フィールドにドライブまたは ISO イメージのロケーションを
入力します。例えば、ホストの CD-ROM ドライブだと、 D:または /

dev/cdromのようになります。

6. [OK] をクリックして、ドライブを追加します。

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。

コンソールからフロッピードライブを追加
1.仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を開き、[Add] をクリックす

ると、[Add Hardware] ウィザードが起動します。

2.[Floppy Drive] をクリックしてから [Next] をクリックします。

3.接続先を指定します。ホストコンピュータの物理フロッピードライブ、
既存のフロッピーイメージファイル、または新しいフロッピーイメー
ジファイルから選択してください。[Next] をクリックします。

4. [Use a physical floppy drive] を選択した場合は、ドライバーの文字を選
ぶか (Window ホスト）、ドロップダウンリストからデバイス名を選択
して (Linux ホスト )、[FInish] をクリックします。

[Use a floppy image] を選択した場合は、使用するフロッピーイメージ
ファイルのパスとファイル名を入力するか、[Browse] をクリックして
ファイルを検索します。次に [Finish] をクリックします。

[Create a blank floppy image]( ブランクのフロッピーディスクを作成 )
を選択した場合は、デフォルトのパスとファイル名を使用するか、新
しいパスとファイル名を入力してください。[Browse] をクリックすれ
ば、ロケーションを検索できます。新規作成されるフロッピーイメー
ジファイルのパスとファイル名を指定したら、[Finish] をクリックしま
す。

注意 : デフォルトでは、仮想マシンの BIOS で有効なフロッピードライブは
1 つだけです。 仮想マシンに２つ目のフロッピードライブを追加している場
合は、仮想マシンウィンドウの内側をクリックし、仮想マシンが BIOS 設定
ユーティリティに入るために起動した時に <F2> を押します。 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> を押して変更を保存し、BIOS 設定ユーティリティを閉じます。 
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フロッピードライブを管理インターフェイスから追加
サーバにフロッピードライブがある場合、仮想マシンに仮想フロッピードラ
イブを追加することができます。フロッピードライブがフロッピーディスク
イメージファイルを参照するようにします。

デバイスが一度に接続できるサーバ上の仮想マシンは 1 つだけです。

仮想マシンに新しい仮想フロッピードライブを追加するには、仮想マシンが
オフであることを確認し、次の手順に従ってください。 

1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 
Wizard] が開始されます。

2. [Floppy Drive] をクリックすると、[Floppy Drive] 画面が表示されます。 

3. 仮想マシンをパワーオンした時にフロッピードライブを仮想マシンに
接続させるには、 [Connect at Power On] をチェックします。

4. サーバのフロッピードライブとフロッピーイメージのどちらに接続さ
せるかを指定し、[Device] リストで [System Floppy Drive] または
[Floppy Image] を選択します。

5. [Location] フィールドにドライブまたはフロッピーイメージのロケー
ションを入力します。例えば、サーバのフロッピードライブは
A:または /dev/fd0のようになります。

6. [OK] をクリックしてドライブを追加します。
www.vmware.com204



第 6 章  ディスクの使用
VMware 仮想ディスクマネージャの使用
VMware Virtual Disk Manager（仮想ディスクマネージャ）は、コマンドライ
ンやスクリプトを使って仮想ディスク ファイルを作成、管理、変更するこ
とができる GSX Server のユーティリティです。

ディスクマネージャの主な機能は、仮想ディスクのサイズをディスク作成時
に指定した最大容量より拡張できることです。この機能によって、特定仮想
ディスクにディスクスペースがもっと必要となった場合、仮想ディスクを追
加したり、その仮想ディスク上のデータをゴースト（ghosting）ソフトウェ
アを使って大容量の仮想ディスクに移行しなくても、 単にディスクの最大サイ
ズを変更することができるようになりました。これは、物理ハードドライブ
では実現できない機能です。

また、仮想ディスクの全スペースを事前割当てするのか、必要に応じて拡張
させるのか、あるいは仮想ディスクを 1 個のファイルに格納するのか、2GB
のファイルに分割するのかを後から変更することもできるようになりまし
た。例えば、仮想ディスクに全ディスクスペースを事前に割当てた場合で
も、後からホストのディスクスペースを一部解放する必要が生じることがあ
ります。この場合、事前割当した仮想ディスクを拡張可能なディスクに変換
して、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
ディスクは、元の仮想ディスクに保存されている全データを格納するのに十
分な大きさに作成されます。データが追加されると、それに応じて仮想ディ
スクのサイズは拡大していきます。仮想ディスクの作成時にディスクスペー
スを事前割当していたいことなど分からないでしょう。

上記の機能やスクリプトを使って仮想ディスクの管理を自動化する機能は、
今までの VMware 製品では利用できませんでした。

仮想ディスクマネージャでは、以下のことを実行できます。

• スクリプトを使って仮想ディスクの管理を自動化

• 特定の仮想マシンには関連付けられない仮想ディスクの作成（テンプ
レート等に使用）

• 仮想ディスクタイプを事前割当から拡張可能に、あるいは拡張可能か
ら事前割当に切り替え。ディスクを拡張可能に切替えると、仮想ディ
スクのスペースが一部解放されます。仮想ディスクの圧縮を行えば、
さらにディスクスペースが解放されます。

• 仮想ディスクを、作成時に指定したサイズより大きく拡張

• 仮想ディスクの最適化
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• 仮想マシンをパワーオンすることなく仮想ディスクを準備、圧縮
（Windwos ホストのみ）

• 仮想ディスクの名前の変更と移動

仮想ディスクマネージャは、VMware GSX Server、VMware Workstation 及び 
VMware VirtualCenter で作成された仮想ディスクで使用することができます

（該当する仮想ディスクが VirtualCenter によって管理されている GSX Server
ホストで作成されている場合に限ります）。 

仮想ディスクマネージャを使って物理（Raw）ディスクを作成することはで
きません。また、物理ディスクは、仮想ディスクマネージャを使っても、
GSX Server を使っても圧縮できません。

以下のセクションでは、仮想ディスクマネージャの詳細について解説しま
す。

• VMware 仮想ディスクマネージャ ユーティリティを実行 (P.206)

• VMware 仮想ディスクマネージャを使って仮想ディスクを圧縮 (P.210)

• VMware 仮想ディスクマネージャの使用例 (P.210)

VMware 仮想ディスクマネージャ ユーティリティを実行
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、GSX 
Server ホストでコマンドプロンプト、あるいはターミナルを開いてくださ
い。Windows ホストの場合、GSX Server 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てください。デフォルトのディレクトリは以下の通り
です。
C:\Program Files\VMware\VMware GSX Server

コマンド シンタックスは以下の通りです。
vmware-vdiskmanager [options]

使用できる、あるいは使用する必要のあるオプションは以下の通りです。

オプションまたは
パラメータ

説明

<diskname> 仮想ディスクファイル名です。仮想ディスクファイルには必ず
.vmdkという拡張子を付けてください。

ディスクの格納場所のパスを指定できます。ホストにネットワー
クシェアをマッピングしている場合、ディスクファイル名を含む
正確なパスの情報を指定すれば、そこに仮想ディスクを作成する
ことができます。
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-c 仮想ディスクを作成します。必ず -a、-s及び -t オプションを
使用し、仮想ディスク名を指定してください（<diskname>）。

-r 

<sourcediskname> 

<targetdiskname>

<sourcediskname>で指定した仮想ディスクを変換し、新しい
仮想ディスクを作成します。必ず -tオプションを使って仮想
ディスク変換後のディスクタイプを指定し、変換を行う仮想ディ
スクの名前も指定してください（<targetdiskname>）。

変換が完了し、変換後の仮想ディスクが正常に動作することを確
認したら、元の仮想ディスク ファイルを削除できます。

仮想マシンに変換後の仮想ディスクを認識させるには、仮想マシ
ン設定エディタを使って、仮想マシンから既存の仮想ディスクを
削除し、変換後のディスクを追加してください。 仮想マシンへの
仮想ディスクの追加に関する詳細は、「仮想マシンに 仮想ディス
クを追加（P.190）」をご覧ください。

-x <n>[GB|MB] 

<diskname>
仮想ディスクを指定したサイズに拡張します。新しい仮想ディス
クのサイズとして、既存のサイズ以上の値を GB または MB で指
定してください。物理（Raw）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おいてください。 

注意：仮想ディスクがパーティションに分けられている場合、
パーティションのサイズを拡張するには、仮想マシンでサード
パーティーのユーティリティーを使用する必要があります。詳し
くは弊社知識ベース第 1647 項（www.vmware.com/support/kb/

enduser/std_adp.php?p_faqid=1647）を参照してください。

別のディレクトリに仮想マシンのスナップショットや Redo ログ
が記録されている場合、スナップショットを削除するか Redo ロ
グを適用するまでは仮想ディスクマネージャを使って仮想ディス
クを拡張しないでください。 さもなければ、仮想マシンをパワー
オンできなくなる恐れがあります。

オプションまたは
パラメータ

説明
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-n 

<sourcediskname> 

<targetdiskname>

<sourcediskname>で指定された仮想ディスクの名前を変更し
ます。変更する仮想ディスクの名前は必ず指定してください

（<targetdiskname>）。ディレクトリへのパスも含めれば、
ディスク名を変更して別のディレクトリに配置したり、 ディスク
を同じ名前のまま別のディレクトリに配置したりすることが可能
です。.

仮想ディスク名や格納先ディレクトリを変更する前に、その仮想
ディスクを使用する仮想マシンがあれば、その仮想マシンから該
当する仮想ディスクを削除してください。[VM] - [Settings] - [< 仮
想ディスク名 >] を選択してから [Remove] をクリックします。別
のディレクトリに仮想マシンのスナップショットや Redo ログが
記録されている場合、スナップショットを削除するか Redo ログ
を適用してください。 さもなければ、仮想マシンをパワーオンで
きなくなる恐れがあります。

仮想ディスク名や格納先を変更したら、その仮想ディスクを再び
元の仮想マシンに追加します。[VM] - [Settings] を選択してから
[Add] をクリックし、ウィンザードの指示に従って既存の仮想
ディスク（変更を行ったディスク）を追加します。

-d <diskname> 指定した仮想ディスクの最適化を行います。最適化が行えるのは
拡張可能な仮想ディスクに限られます。事前割当の仮想ディスク
は最適化できません。

-p <mountpoint> 仮想ディスクの圧縮の準備を行います。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、ボリューム毎に準備を行う必要
があります。ボリュームは、VMware DiskMount を使って
<mountpoint>にマウントします。準備が完了したら、VMware 
DiskMount でマウンアンマウントしてください。仮想ディスクの
全ボリュームに対して、このプロセス（マウントと圧縮の準備）
を行ってください。

VMware DiskMount を使って一度にマウントできる仮想ディスク
のボリュームは 1 つです。また、仮想ディスクのボリュームに対
して圧縮の準備を行えるのは、Windows ホストに限られます。 

-k <diskname> 指定した仮想ディスクを圧縮します。圧縮できるのは、拡張可能
な仮想ディスクに限られます。また、Windows ホストでしか仮
想ディスクの圧縮は行えません。

仮想マシンにスナップショットが設定されている状態では、仮想
ディスクを圧縮できません。仮想ディスクを現在の状態のまま残
しておきたい場合は、スナップショットをそのまま削除します。
スナップショット作成後に行った変更を破棄したければ、スナッ
プショットまで戻ってください。

オプションまたは
パラメータ

説明
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-a 

[ide|buslogic|

lsilogic]

ディスクのアダプタの種類を指定します。仮想ディスクを新規作
成する場合は、必ずアダプタの種類を指定してください。以下の
いずれかを選択します。

• 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します。サイズ <n>の単位が GB

（ギガバイト）か MB（メガバイト）かも指定してください。仮想
ディスクを新規作成する場合、サイズの指定が必要となります。

仮想ディスクを拡張する場合もサイズの指定が必要ですが、その
場合は -sオプションを使用しないでください。

-t [0|1|2|3] 新しく仮想ディスクを作成する場合、あるいは既存の仮想ディス
クの再構成を行う場合、仮想ディスクのタイプを指定する必要が
あります。以下のいずれかを指定してください。 

0 — 1 個のファイルに拡張可能な仮想ディスクを作成

1 — 拡張可能な仮想ディスクを 2GB のファイルに分割して作成

2 — 1 個の仮想ディスクファイルに事前割当済み仮想ディスクを
作成

3 — 事前割当済み仮想ディスクを 2GB のファイルに分割して作成

-q 仮想ディスクマネージャのロギングをオフにします。

ロギングを有効にしておくと、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
名前と格納場所は、仮想ディスクマネージャのコマンド実行後に
ターミナルに表示されます。

オプションまたは
パラメータ

説明
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VMware 仮想ディスクマネージャを使って仮想ディスクを圧縮
仮想ディスクが Windows ホストに存在する場合、仮想ディスクマネージャ
を使って仮想ディスクの準備と圧縮を実行できます。Linux ホストでは、仮
想ディスクマネージャを使って仮想ディスクの準備と圧縮を行うことはでき
ません。 また物理ディスクも、仮想ディスクマネージャを使って圧縮するこ
とはできません。仮想ディスクの圧縮を行っても、仮想ディスクの最大容量
は変わりません。圧縮に関する詳細情報は、「仮想ディスクの最適化と圧縮 
(P.181)」をご覧ください。

注意 : 仮想マシンにスナップショットが設定されている状態では、仮想
ディスクを圧縮できません。仮想ディスクを現在の状態のまま残しておきた
い場合は、スナップショットをそのまま削除します。スナップショット作成
後に行った変更を破棄したければ、スナップショットまで戻ってください。

ディスクを圧縮する前に、仮想ディスクの各ボリュームに対して圧縮の準備
を行ってください。圧縮の準備を行うには、まず各ボリュームをマウントす
る必要があります。ボリュームのマウントは、VMware DiskMount Utility を
使って行います。このユーティリティは、弊社 Web サイト

（www.vmware.com/download/diskmount.html）から無料でダウンロードしてい
ただけます。 

VMware DiskMount のユーザーマニュアルも弊社 Web サイト
（www.vmware.com/pdf/VMwareDiskMount.pdf）からご覧いただけます。マニュ
アルには、DiskMount を使った仮想ディスク ボリュームのマウント、アン
マウントの手順が記載されています。

VMware DiskMount は、仮想ディスクのボリュームを個別にマウントしま
す。仮想ディスクを最大限に圧縮するためには、全ボリュームをマウントし
て、圧縮の準備を行ってください。

仮想ディスクのボリュームをマウントしたら、仮想ディスクマネージャを
使って圧縮の準備を行います。圧縮の準備が完了したら、そのボリュームを
アンマウントしてください。この作業を、仮想ディスクの各ボリュームに対
して繰り返します。仮想ディスクの全ボリュームの準備が完了したら、仮想
ディスクを圧縮することができます。「仮想ディスクの圧縮の準備 (P.212)」
及び「仮想ディスクの圧縮 (P.213)」に、詳しい例が記載されています。

VMware 仮想ディスクマネージャの使用例
仮想ディスクマネージャの使用方法を、例を挙げて解説していきます。仮想
ディスクマネージャはコマンドプロンプトから実行します。
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仮想ディスクの作成
仮想ディスクを新規作成するには、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -c -t 0 -s 40GB -a ide myDisk.vmdk

このコマンドでは、myDisk.vmdkという名前の 40GB の IDE 仮想ディスク
が作成されます。仮想ディスクは 1 個の .vmdk ファイルに格納されます。
ディスクスペースは事前割当されません。

仮想ディスクの変換
仮想ディスクを事前割当てから拡張可能に変換するには、次のようなコマン
ドを使用します。

vmware-vdiskmanager -r sourceDisk.vmdk -t 0 targetDisk.vmdk

このコマンドでは、オリジナルの事前割当済みのディスクが、1 個の仮想
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換されます。
仮想ディスクの全スペースが事前に割当てられる代わりに、ディスクファイ
ルがディスクに保存されているデータのサイズまで縮小し、残りのディスク
スペースは仮想ディスクマネージャによって解放されます。

既存の仮想ディスクのサイズを拡張
仮想ディスクのサイズを拡張するには、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -x 40GB myDisk.vmdk

このコマンドは、仮想ディスクの最大容量を 40GB まで拡張します。

仮想ディスク名の変更
仮想ディスクの名前を変更するには、まずディスクを仮想マシンから削除し
てください（[VM] - [Settings] - [< 仮想ディスク名 >] を選択してから 
[Remove] をクリックします）。 

次に、下記のようなコマンドを使用します。
vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk myNewDisk.vmdk

ディスク名を変更して別のディレクトリに格納するには、次のようなコマン
ドを使用します。

vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk 
..\<new>\<path>\myNewDisk.vmdk

注意 : この例では、Windows ホスト上のパスを使用しています。
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別のディレクトリに同じ名前のディスクを配置するのであれば、次のような
コマンドを使用してください。

vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk 
..\<new>\<path>\myDisk.vmdk

仮想ディスク名の変更や格納場所の移動が完了したら、元の仮想マシンに再
びそのディスクを追加してください。[VM] - [Settings] を選択してから [Add]
をクリックし、ウィザードの指示に従って既存の仮想ディスク（変更を行っ
たディスク）を追加し直します。

仮想ディスクの最適化
仮想ディスクの最適化には、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -d myDisk.vmdk

仮想ディスクの作成時に全ディスクスペースを事前割当している場合、仮想
ディスクの最適化は実行できません。物理ディスクも、最適化を行うことは
できません。

仮想ディスクの圧縮の準備
仮想ディスクを圧縮する前に、ディスクの各ボリュームに対して圧縮の準備
を行う必要があります。準備できるのは、Windows ホストに存在するボ
リュームのみです。まず、ボリュームをマウントしてください。ボリューム
のマウントには VMware DiskMount Utility を使用します。このユーティリ
ティは、弊社 Web サイトから無料でダウンロードしていただけます。 
VMware DiskMount のダウンロードと使用に関する詳細は、「VMware 仮想
ディスクマネージャを使って仮想ディスクを圧縮 (P.210)」をご覧ください。

VMware DiskMount は、仮想ディスクのボリュームを個別にマウントしま
す。仮想ディスクを最大限に圧縮するためには、全ボリュームをマウントし
て、圧縮の準備を行ってください。

仮想ディスクのボリュームをマウントしたら、仮想ディスクマネージャを
使って圧縮の準備を行います。M ドライブにマウントされたボリュームに
対して圧縮の準備を行う場合、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -p M:

圧縮の準備が完了したら、そのボリュームをアンマウントしてください。こ
の作業を、仮想ディスクの各ボリュームに対して繰り返します。仮想ディス
クの全ボリュームの準備が完了したら、仮想ディスクを圧縮することができ
ます。
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仮想ディスクの圧縮
圧縮できるのは、Windows ホストに存在する仮想ディスクのみです。仮想
ディスクを圧縮する前に、必ずそのディスクの全ボリュームに対して圧縮の
準備を行ってください。次に、以下のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -k myDisk.vmdk

仮想ディスクの作成時に全ディスクスペースを事前割当している場合、仮想
ディスクは圧縮できません。物理 (Raw) ディスクも、圧縮を行うことはでき
ません。

仮想マシンにスナップショットが設定されている状態では、仮想ディスクを
圧縮できません。仮想ディスクを現在の状態のまま残しておきたい場合は、
スナップショットをそのまま削除します。スナップショット作成後に行った
変更を破棄したければ、スナップショットまで戻ってください。
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仮想マシンで使用のデュアルブート
コンピュータの構成 
ユーザーの多くは、GSX Server をデュアルブートまたはマルチブートコン
ピュータにインストールし、ホストに既にインストールされている OS を仮
想マシンで実行しています。 この場合、仮想マシンに OS を再インストール
する必要はありません。

既存インストールを利用できるように、GSX Server では、RAW ディスクと
呼ばれる物理 IDE ディスクやパーティションを仮想マシン内で使用できるよ
うになっています。 

注意 : GSX Server は、IDE ドライブ上の RAW ディスクパーティションから
のブートのみをサポートしています。 ゲスト OS の RAW SCSI ドライブから
のブートはサポートされていません。Linux ホストでのこの問題に関する解
説は、「デュアル / マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の VMware 
GSX Server で実行できるように構成 (P.232)」を参照ください。

注意 : SAN に格納されている物理ディスクは使用できません。GSX Server
ホスト上のディスク、またはパーティションを使用してください。

仮想マシンに物理ディスク構成を設定する作業は、仮想ディスクを使用する
場合よりも複雑です。このため、物理ディスクやパーティションから直接実
行する特別な理由がない限り、仮想ディスクの使用をお勧めします。

注意 : 物理ディスクは高度な機能ですので、上級ユーザー以外が構成する
ことはお勧めしません。

仮想マシンとホストコンピュータ上で同じOSを使用
1 つの OS を仮想マシン内で実行したり、ホストコンピュータをブートして
直接実行したりする場合は、注意が必要です。

OS が仮想マシンで稼働中に認識する仮想ハードウェアと、ホストコン
ピュータ上で直接稼働している時に認識する物理ハードウェアとは異なりま
す。このため問題が生じます。これは、物理コンピュータからブートドライ
ブを取り外し、そこにインストールされている OS を異なるマザーボードや
ビデオカードなどの周辺機器を持つ別のコンピュータで実行し、その後もシ
ステム間を交互に移動させるようなものです。

一般的にこの問題を解決するには、仮想マシンと物理コンピュータの各操作
環境向けにプロファイルを設定します。これによって、OS の起動時に適切
なプロファイルを選択することができます。ただし一部のハードウェアで
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は、既にインストールされている OS を仮想マシンからブートしても、正常
に動作しないことがあります。

本章のテクニカルノートは、各ゲスト OS で一般的に発生する問題を記載し
ています。仮想マシンの設定を開始する前に、使用するゲスト OS に関連す
る注意事項をお読みください。

作業を始める前に
作業を始める前に、仮想マシンでゲストとして実行する予定の OS に関連す
る項目を次のリストから探し、必ず目を通してください。

Windows Server 2003
注意 : Windows Server 2003 を物理ディスクからゲスト OS として実行する
ことはできません。重要な実稼動環境で Windows Server 2003 の物理ディス
ク構成をテストしないでください。

• デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行するように構成 
(P.217)

• 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)

• 既存のマルチブートインスタレーションから Windows 2000、 Windows 
XP、Windows Server 2003 仮想マシンを実行 (P.227)

• 物理ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP、
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.232)

Windows XP 
注意 : Windows XP を物理ディスクからゲスト OS として実行することはで
きません。重要な実稼動環境で Windows XP の RAW ディスク構成をテスト
しないでください。

• デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行するように構成 
(P.217)

• 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)

• 既存のマルチブートインスタレーションから Windows 2000、 Windows 
XP、Windows Server 2003 仮想マシンを実行 (P.227)

• 物理ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP、
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.232)

Windows 2000
• デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行するように構成 

(P.217)
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• 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)

• 既存のマルチブートインスタレーションから Windows 2000、 Windows 
XP、Windows Server 2003 仮想マシンを実行 (P.227)

• 物理ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP、
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.232)

Windows NT
• デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行するように構成 

(P.217)

• 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)

Windows 98
• デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行するように構成 

(P.217)

• 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)

• 物理ディスクからブートするWindows 98 ゲストOSにSVGA ビデオドラ
イバを設定 (P.230)

Windows 95
• デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行するように構成 

(P.217)

• 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)

• 物理ディスクから立ち上げるWindows 95 ゲストOSにSVGA ビデオドラ
イバを設定 (P.228)

Linux ホストを使用する SCSI システム
• デュアル / マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の VMware GSX 

Server で実行できるように構成 (P.232)

物理ディスクの他の使用例
ゲスト OS を物理ディスクにインストールして、それを仮想マシンの専用
ディスクとして使用することも可能です。このような構成を設定するための
詳細は、「 仮想マシンから物理パーティションにオペレーティングシステム
をインストール (P.239)」を参照ください。
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デュアル /マルチブートシステムをGSX Server で実行する
ように構成
GSX Server は、記述ファイルを使ってシステム上の各 RAW IDE デバイスに
アクセスします。これらの記述ファイルには、ディスク上の特定パーティ
ションに対する仮想マシンのアクセスを管理するアクセス権情報が含まれて
います。このメカニズムは、ユーザーが誤ってホスト OS をゲストとして再
実行したり、仮想マシンで指定外のゲスト OS を実行してしまう事態を防ぎ
ます。この他、OS やアプリケーションの異常な動作によって物理ディスク
パーティションが誤って破壊されることも防止できます。 

New Virtual Machine Wizard や VMware 管理インターフェイスを使って、
GSX Server が既存の物理ディスクのパーティションを使用するように設定し
ます。 ウィザードを使って、物理ディスク記述ファイルの構成など、新しい
仮想マシンの構成を順を追って作成していきます。一般的に、RAW パー
ティションにインストールするゲスト OS に対して、それぞれウィザードを
繰り返し実行する必要があります。

コンピュータシステム上にブートマネージャがインストールされている場
合、仮想マシン内でブートマネージャが稼働し、実行可能なゲスト OS の一
覧を表示します。 ユーザーは、その構成を使って実行するゲスト OS を手作
業で選択する必要があります。 

FAT ファイルシステムでWindows ホスト上にWindows ゲストを実行 
既存のパーティションから OS を立ち上げる時、Windows ホスト上の GSX 
Server に問題が起こる可能性があります。Windows ホストのパーティショ
ンが FAT ファイルシステムを使用している場合、ゲスト OS システム
(Window 98、Windows 95 等 ) はこのパーティションを起動時に認識し、 
パーティション上のファイルシステムの修正を試みます。ホスト OS はこの
パーティションを頻繁に使用しているため、これにより、深刻な問題が発生
します。 

BootMagic (PowerQuest) や System Commander (V Communications) などの
高度なブートマネージャを使用すれば、パーティションのタイプを
"unkown" にすることによって、この問題は解決されます。既にこのような
高度ブートマネージャをデュアルブートに使用している場合、ブートマネー
ジャのパーティション作成スキームは GSX Server と問題なく作動します。 

しかし、デュアルブートに高度なブートマネージャを使用してない場合、以
下に示す構成プロセスによって、ゲスト OS に属さないパーティションは隠
されてしまいます。物理ディスクパーティションの隠蔽が行われると、全て
の読み取り専用パーティションは "unknown" にマップされます。さらに、
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全てのマスタブートレコードへのアップデートは妨害され、実際のマスタ
ブートレコードに読み込まれません。

Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 のダイナミック
ディスク
Windows 2000/XP/Server 2003 ホストでダイナミックディスクを使用してい
る場合は、「 物理ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows 
XP、Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.232)」を参照くださ
い。

LILO ブートローダの使用
LILO ブートローダを使って既存の RAW パーティションから仮想マシンを起
動しようとすると、LILO:プロンプトが表示されず、 L 01 01 01 01 01 
01 …と表示されることがあります。この問題はホスト OS の種類に関わらず
起こります。物理 PC や仮想マシンを起動する過程で、BIOS はブートデバイ
スのマスタブートレコード (MBR) にあるコードにコントロールを渡します。
このコードが正常に動作を終了するためには、残りの LILO が存在するネイ
ティブの Linux パーティションにアクセスする必要があります。通常、この
パーティションには /bootディレクトリが設定されています。LILO が残り
の部分にアクセスできないと、上記のようなエラーが表示されます。

このような問題を防ぐには、次の構成手順に従ってください。この際、必ず
残りの LILO が存在するネイティブの Linux パーティションを選択してくだ
さい。次に仮想マシンが起動する時、MBR にある LILO コードは残りの LILO
にアクセスして、正常な LILO:プロンプトを表示することができるはずで
す。

Windows ホストの構成
ゲスト OS を物理ディスクから実行するには、次の手順に従ってください。 

注意 : 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 チャネルのマスタが CD-ROM ドライブであれば、セカ
ンダリ IDE のスレーブとして構成することはできません。

1. Windows をゲスト OS として実行する場合は、構成を開始する前に
「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)」に目を通して
ください。 次の作業に進む前に、ゲスト OS をコンピュータでネイティ
ブに起動し、仮想マシンのハードウェアプロファイルを作成してくだ
さい。
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2. ゲスト OS ごとに個別の構成を作成します。

物理ディスクあるいは物理ディスクパーティションから実行できるよ
うに仮想マシンを構成するには、[New Virtual Machine Wizard]
([File] - [New Virtual Machine]) を起動して [Custom] を選択します。 

3. ディスクの選択画面が表示されたら、[Use a physical disk] を選択しま
す。

4. この仮想マシンで使用するディスクかパーティションを指定して、
ウィザードでの作業を終了します。

注意 : 仮想マシンでの IDE ディスクの最大サイズは 128GB です。
5. 異なる物理ディスクのパーティションから複数のゲスト OS を実行する

には、ホストで以下のようなパーティションをアンマップします。 

ディスクの管理 ([ スタート ]-[ 設定 ]-[ コントロールパネル ]-[ 管理ツー
ル ]-[ コンピュータの管理 ]-[ 記憶域 ]-[ ディスクの管理 ]) を使用します。
アンマップしたいパーティションを選択し、[ 操作 ] メニューから [ す
べてのタスク ]-[ ドライブ文字とパスの変更 ] を選択し、[ 削除 ] ボタン
をクリックします。 

6. ウィザードが選択したデフォルトの構成オプションを変更したい場合
は、仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使用してください。こ
こでは、例えばゲスト OS に割り当てられるメモリ容量の変更を行うこ
とができます。

7. システムに複数の IDE ドライブが構成されている場合、 VMware BIOS は
通常、次の順番でブートを試みます。

a. プライマリ マスタ

b. プライマリ スレーブ 

c. セカンダリ マスタ 

d. セカンダリ スレーブ
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システムに複数の SCSI ドライブが構成されている場合、VMware BIOS 
は通常、SCSI デバイス番号の順にブートを試みます。

SCSI と IDE ドライブが共に構成されている場合、VMware BIOS は通常、
まず上述の順番で SCSI ドライブのブートを試みてから IDE ドライブを
順にブートしようとします。

ブートシーケンスは、仮想マシンの Phoenix BIOS にある [Boot] メ
ニューで変更できます。仮想マシンをオンにして、仮想マシンの BIOS
のブート中に＜ F2 ＞キーを押すと、BIOS セットアップメニューが表示
されます。

8. [Power On] ボタンをクリックして、仮想マシンをオンにします。仮想
マシンが起動し、Phoenix BIOS が実行され、マスターブートレコード
(MBR) からブートプロセスが開始されます。

ブートマネージャが表示する一覧から、使用する OS を選択してくださ
い。 

9. ゲスト OS が初めて稼働しようとしている仮想マシンのハードウェア環
境は、おそらくホストコンピュータの実際のハードウェア環境とはか
け離れているはずです。 

Windows がゲスト OS の場合、プラグ＆プレイが Windows の再構成を
行います。プラグ＆プレイが検出、構成したデバイスを使って、仮想
ハードウェアのプロファイルを設定してください。詳細は「 仮想マシ
ンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223) 」を参照ください。

10. ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。

注意 : 物理ディスクの使用中にスナップショットを設定する場合、ゲスト
OS をネイティブにリブートする前に、スナップショットまで戻るかスナッ
プショットを削除する必要があります。ディスクで修正された物理ディスク
セクタが変更されると、そのディスクのスナップショットが無効になってし
まいます。

Linux ホストの構成
1. Windows をゲスト OS として実行する場合は、構成を開始する前に

「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)」に目を通して
ください。次の作業に進む前に、ゲスト OS をコンピュータでネイティ
ブに起動し、仮想マシンのハードウェアプロファイルを作成してくだ
さい。

2. ゲスト OS ごとに個別の構成を作成します。
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3. OS パーティションのマウントを確認します。仮想マシンを構成する予
定の既存のディスクパーティションが Linux によってマウントされてい
ないことを確認してください。

4. デバイスのグループメンバーの権限あるいはデバイスの所有権を設定
します。

マスタ物理ディスクデバイスは、GSX Server を実行するユーザーから
読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。ほとんどの
ディストリビューションでは、RAW デバイス（IDE 物理ディスクの場
合は /dev/hda、SCSI 物理ディスクの場合は /dev/sda）には

「disk」というグループ ID が割り当てられています。この場合、GSX 
Server のユーザーを「disk」グループに追加することができます。別
のオプションとして、デバイスの所有者を変更することも可能です。 ど
の方法を使用するかを決定する際は、セキュリティーを十分に考慮し
てください。

一般的には、GSX Server ユーザーに OS やブートマネージャを含むすべ
ての /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を付与しておき、
GSX Server の物理ディスク構成ファイルでアクセス権を制御する方法
が最も便利です。こうすれば、OS をブートするのに必要な構成ファイ
ルやその他のファイルにブートマネージャがアクセスできます。例え
ば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS をブートする際、 
Linux パーティションにある /bootを読み取る必要があります。前述
の通り、どの構成を使用するかを決定する際は、セキュリティーを十
分に考慮してください。

5. 既存のパーティションからゲスト OS として２番目の Linux インスタ
レーションを実行する予定で、 さらに実際のコンピュータの /etc/
lilo.confにAppend= "mem…"のようなメモリレジスタが存在する場
合、仮想マシンで Linux を実行するためにアペンドメモリパラメータを
調節するか、LILO に新しいエントリを作成することもできます。

lilo.confに構成されているメモリ容量が仮想マシンに割り当てられ
ているメモリ容量を超える場合、仮想マシンから２番目の Linux インス
トーレーションをブートしようとすると、多くの場合ゲスト OS に問題
が発生します。

この場合、仮想マシンで Linux を実行する時のために、実際のマシンで
直接 Linux をブートする時に通常認識されるメモリ容量とは異なるメモ
リ容量を指定すれば別のエントリを lilo.conf に作成することがで
きます。
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6. 物理ディスクパーティションから実行する仮想マシンを構成するには、
[New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New] - [New Virtual Machine]) を起
動し [Custom] を選択します。

7. [Select a Disk] パネルが表示されたら、[Use a physical disk] を選択しま
す。 

8. この仮想マシンで使用するディスクかパーティションを指定して、
ウィザードでの作業を続行します。

注意 : Linux 環境で同時にマウントされるパーティションの変更を仮
想マシンに許可すると、ディスクが破損する可能性があります。ホス
トが Linux を実行中に仮想マシンとゲスト OS がそのパーティションに
アクセスするため、Linux 環境でマウントされるパーティションや別の
仮想マシンに使用されているパーティションの変更を、仮想マシンに
対して許可することは非常に危険です。

この問題を回避するには、仮想マシンで使用するパーティションが
Linux ホストにマウントされていないことを確認してください。

9. ウィザードに従って残りのステップを完了します。

10. システムに複数の IDE ドライブが構成されている場合、 VMware BIOS は
通常、次の順番でブートを試みます。

a. プライマリ マスタ

b. プライマリ スレーブ 

c. セカンダリ マスタ 

d. セカンダリ スレーブ

システムに複数の SCSI ドライブが構成されている場合、VMware BIOS 
は通常、SCSI デバイス番号の順にブートを試みます。

SCSI と IDE ドライブが共に構成されている場合、VMware BIOS は通常、
まず上述の順番で SCSI ドライブのブートを試みてから IDE ドライブを
順にブートしようとします。 

ブートシーケンスは、仮想マシンの Phoenix BIOS にある [Boot] メ
ニューから変更できます。仮想マシンをオンにして、仮想マシンの
BIOS のブート中に <F2> キーを押すと、BIOS セットアップユーティリ
ティが表示されます。 

11. [Power On] ボタンをクリックして、仮想マシンをオンにします。仮想
マシンが起動し、Phoenix BIOS が実行され、マスターブートレコード
(MBR) からブートプロセスが開始されます。
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ブートマネージャが表示する一覧から、使用するターゲット オペレー
ティングシステムを選択します。 

12. ゲスト OS が初めて稼働しようとしている仮想マシンのハードウェア環
境は、おそらくホストコンピュータの実際のハードウェア環境とはか
け離れているはずです。 

Windows がゲスト OS の場合、プラグ＆プレイが Windows の再構成を
行います。プラグ＆プレイが検出し、構成したデバイスを使って、仮
想ハードウェアのプロファイルを設定してください。詳細は「仮想マ
シンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)」を参照してください。 

13. ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。

警告：物理ディスクの使用中にスナップショットを設定する場合、ゲスト
OS をネイティブに再起動する前に、スナップショットまで戻るかスナップ
ショットを削除してください。ディスクで修正された物理ディスクセクタが
変更されると、そのディスクのスナップショットが無効になってしまいま
す。

仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定
一部の OS では、ハードウェアプロファイルを使用して特定のハードウェア
デバイス環境に適したドライバを読み込むことが可能です。デュアルブート
システムの既存のパーティションから、既にインストールされている OS を
仮想マシンを使ってブートする場合は、「物理ハードウェアプロファイル」
と「仮想ハードウェアプロファイル」を作成する必要があります。

GSX Server の仮想マシンと Windows ハードウェアプロファイルに精通して
いるユーザー以外には、この方法はお勧めしません。

作業を始める前に、「デュアル / マルチブートシステムを GSX Server で実行
するように構成 (P.217) 」に目を通してください。

各仮想マシンは、次の仮想デバイスから構成されるプラットフォームを提供
します。

･ 仮想 DVD/CD-ROM 
･ 仮想 IDE ハードディスクドライブ / 仮想 SCSI ハードディスクドライブ
･ 標準 PCI グラフィックアダプタ
･ 標準フロッピードライブ
･ Intel 82371 PCI Bus Master IDE コントローラ 

（プライマリ IDE コントローラとセカンダリ IDE コントローラを含む） 
･ BusLogic BT-958 互換 SCSI ホストアダプタ
･ 標準 101/102 キーボード
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･ PS/2 互換マウス
･ AMD PCnet-PCI II 互換イーサネットアダプタ 
･ シリアルアポート (COM1 ～ COM4) 
･ パラレルポート (LPT1 ～ LPT2) 
･ 2 ポートの USB ハブ
･ Sound Blaster AudioPCI 互換サウンドカード
･ 82093AA IOAPIC
これらの仮想デバイス環境はホストコンピュータ上の実際のハードウェアデ
バイス環境とは異なり、一部の例外（プロセッサ自体など）を除いてベース
となるハードウェアから独立しています。この特長によって、安定したプ
ラットフォームが実現されます。また、実際のマシン構成に関わりなく、仮
想マシンにインストールされた OS のイメージを別の物理マシンに移行する
ことが可能になります。 

GSX Server の仮想マシンに OS が直接インストールされている場合、その
OS はハードウェアをスキャンして、すべての仮想デバイスを正しく検出し
ます。しかし、OS が（例えばデュアルブート構成など）実際のコンピュー
タに既にインストールされている場合、その OS は物理ハードウェアデバイ
スによって構成済です。 このようにインストール済の OS を仮想マシンで
ブートする場合、ブートプロセスを簡単にするため、個別のハードウェアプ
ロファイルを作成してください。

Microsoft Windows の OS では、Windows 95 と Windows NT 4.0 から、ハー
ドウェアプロファイルを作成できるようになりました。各ハードウェアプロ
ファイルは、既知の複数のハードウェアデバイスに関連付けられています。
複数のハードウェアプロファイルが存在する場合は、ブート時に使用する
ハードウェアプロファイルを選択するプロンプトが表示されます。

Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 及
び Windows Server 2003 は、ブート時にプラグ＆プレイを使って、選択した
ハードウェアプロファイルが実際のデバイスと適合するかを確認します。不
適合があると、新しいデバイスが自動的に検出されます。処理が問題なく行
われる場合でも、かなりの時間がかかります。

Windows NT はプラグ＆プレイをサポートしていないため、 ハードウェアプ
ロファイルを使ってデバイスを初期化します。不適合があると、デバイスド
ライバからエラーが報告され、デバイスが無効になります。 

物理マシンと仮想マシン用のハードウェアプロファイルは、次の手順で作成
します。
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1. ディスクパーティションに既にインストールされている OS を GSX 
Server からブートする前に、その OS をネイティブにブートして、「物
理マシン」と「仮想マシン」という名の 2 つのハードウェアプロファ
イルを作成します。 ハードウェアプロファイルを作成するには、[ コン
トロールパネル ] から [ システム ] を選択し、次に [ ハードウェアのプ
ロファイル ] タブをクリックするか、[ ハードウェア ] タブをクリック
してから [ ハードウェアのプロファイル ] をクリックします（この手順
は OS によって異なります）。[ コピー ] ボタンをクリックして、プロ
ファイルのコピーに適当な名前を付けます。

2. Windows NT の場合のみ : ネイティブに OS を実行している間に、デバ
イスマネージャを使って「仮想マシン」ハードウェアプロファイルに
記載されているデバイスを一部無効にします。 [ コントロールパネル ]
から [ デバイス ] を選択し、無効にするデバイスを個々に選択してくだ
さい。実際に無効にするデバイスは、オーディオ、MIDI、ジョイス
ティック、イーサネットなどのネットワークデバイス、USB デバイス
です。これらのデバイスは、「仮想マシン」ハードウェアプロファイル
でのみ無効にしてください。

Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows 
XP または Windows Server 2003 を使用している場合、この作業は必要
ありません。デバイスの不適合は、最初のプラグ＆プレイ処理で検出
されます。

3. コンピュータをホストとして使用する OS で再起動してください。つま
り、Linux ホストで GSX Sever を実行している場合は Linux でブートし
ます。

4. [New Virtual Machine Wizard] を使い、「デュアル / マルチブートシステ
ムを GSX Server で実行するように構成 (P.217)」の手順に従って仮想マ
シンを構成します。

5. 仮想マシンをブートし、既存のブートマネージャを使ってゲスト OS を
選択します。ハードウェアプロファイルのメニュープロンプトが表示
されたら、「仮想マシン」を選択してください。最初にブートを行う
と、デバイスのエラーメッセージが表示され、処理の遅延が発生しま
す。

6. Windows Server 2003/ XP/2000 がゲストの場合 : ゲスト OS として実
行中の Windows XP/2000/Server 2003 にログインすると、プラグ＆プ
レイによって仮想ハードウェアが検出され、ビデオコントローラに対
する [ 新しいハードウェアの検出 ] ダイアログが表示されます。 この時
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点ではドライバをインストールせずに [ キャンセル ] をクリックし、 [ 新
しいハードウェアの検出 ] ダイアログを閉じます。

仮想マシンのリブートも行わないでください。[ システム設定の変更と
再起動 ] ダイアログで [ いいえ ] をクリックします。

Windows Server 2003/XP/2000 が AMD PCnet PCI イーサネットカードの
ドライバを自動的に検出し、読み込みます。この時点で、仮想マシン
に VMware Tools をインストールしてください。VMware Tools のインス
トール後、仮想マシンを再起動します。Windows Server 2003/XP/2000
がリブートしたら、[ 画面のプロパティ ] の [設定 ] タブから新しい
SVGA の解像度を選択して、仮想マシンの画面の領域を大きくします。

ゲスト OS 内で仮想マシンのサウンドアダプタを有効にさせるには、こ
のセクションの残りの作業を終了した後、「サウンドの構成 (P.369)」を
参照ください。

Windows NT がゲストの場合のみ : 仮想マシンで OS のブートが完了し
たら、イベントログを表示して、正しく起動できなかった物理デバイ
スを確認してください。デバイスマネージャ（[ コントロールパネル ] - 
[ デバイス ]）を使えば、このようなデバイスを「仮想マシン」ハード
ウェアプロファイルで無効にできます。

Windows NT ゲスト OS 内で仮想マシンのサウンドアダプタを有効にす
る場合は、このセクションの残りの作業を完了した後で「サウンドの
構成 (P.369)」を参照ください。

Windows 95/98 がゲストの場合 : プラグ＆プレイによって仮想ハード
ウェアが検出され、[ 新しいハードウェアの検出 ] ダイアログが表示さ
れます。さらに、デバイスドライバの検索場所を指定するプロンプト
が表示されます。ほとんどのデバイスドライバは既存の OS 内で検索で
きますが、一部のネットワークデバイスドライバを使用する場合は、
インストール CD-ROM が必要になります。デバイスドライバをインス
トールする過程で、システムの再起動を数回行わなければなりません。

初期のハードウェア検出過程で、デバイスドライバを検出するために
CD-ROM の挿入を求められることがありますが、CD-ROM を挿入して
も Windows が CD-ROM ドライブを認識しない場合があります。この
ような場合は、該当するデバイスのインストールをキャンセルするか、
C:￥windows￥system￥ を指定してハードディスク上の デバイスド
ライバを検索します。 この時点でデバイスのインストールが完了しなく
ても、CD-ROM ドライブが認識されてから再度インストールを試みる
ことができます。
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Windows が仮想ハードウェアとドライバのインストールを終了したら、
デバイスマネージャ（[ コントロールパネル ] - [ システム ] - [ デバイス
マネージャ ]) を使って、物理ハードウェアに対応する失敗したデバイ
スを削除できます。

削除するデバイスを選択して、[ 削除 ] ボタンをクリックします。特定
のデバイスが複数のハードウェアプロファイルに表示される場合は、 そ
のデバイスを削除するハードウェアプロファイルを選択することがで
きます。

ゲスト OS 内で仮想マシンのサウンドアダプタを有効にする場合は、こ
のセクションの残りの作業を完了した後で「サウンドの構成 (P.369)」
を参照してください。

7. 仮想デバイス（特にネットワークアダプタ）が正常に動作しているこ
とを確認してください。

Windows 95/98 がゲストの場合 : 表示されない仮想デバイスがある場
合、コントロールパネルから [ 新しいハードウェアの追加 ] を実行すれ
ば検出されます。

8. VMware Tools をインストールします。VMware Tools はいずれのハード
ウェア構成にも表示され、実行されますが、仮想マシンの構成にのみ
有効です。

注意 : 次に Windows を [ 物理マシン ] ハードウェアプロファイルを使
用してネイティブにリブートすると、デバイスリストに一部の仮想デ
バイスが表示されることがあります。このような仮想デバイスは、仮
想マシン用のハードウェアプロファイルから物理デバイスを削除する
のと同じ手順（上記のステップ 6）で、「物理マシン」ハードウェアプ
ロファイルから削除、または無効にすることができます。

既存のマルチブートインスタレーションからWindows 2000、 
Windows XP、Windows Server 2003 仮想マシンを実行 
ホストコンピュータに Windows 2000/XP/Server 2003 がインストールされて
いる場合、 GSX Server の仮想マシンで物理ディスクからそのインスタレー
ションを実行しようとすると、 仮想マシンがブートデバイスにアクセスでき
ないことを告げるエラーメッセージを表示してクラッシュすることがありま
す。

これは、物理コンピュータと仮想マシンが異なる IDE ドライバを要求するた
めに起こる問題です。多くのハードウェアデバイスのドライバを扱う
Windows のプラグ ＆プレイ機能 も、新しい IDE ドライバをインストールし
ません。
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この問題が発生した場合、Windows 2000/XP/Server 2003 ゲスト OS を物理
ディスクから実行する代わりに、仮想ディスクにインストールすることをお
勧めします。

この問題が発生しても、既存の物理ディスク構成から仮想マシンを実行する
必要がある場合は、（「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 
(P.223)」の手順に従って ) 異なるハードウェアプロファイルを設定し、仮想
マシン向けのプロファイルにある IDE ドライブを手作業でアップデートして
ください。この問題の対処方法に関する詳細は、弊社知識ベース
(www.vmware.com/info?id=41）を参照してください。

物理ディスクから立ち上げるWindows 95 ゲスト OSに SVGA 
ビデオドライバを設定
ここでは、GSX Server を使って、RAW ディスクにインストールされている 
Windows 95 にビデオドライバを構成する方法を説明します。ここでは、
デュアル / マルチブート構成の OS の 1 つとして Windows 95 を使用してい
る場合を想定しています。作業の過程で、仮想マシン向けと実際のマシン向
けに個別のハードウェアプロファイルを作成します。 ハードウェアプロファ
イルに関する詳細は、「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 
(P.223)」を参照してください。

1. Windows 95 を、仮想マシンではなく、ネイティブにブートします。 

2. デスクトップにある [ マイコンピュータ ] アイコンを右クリックし、
[ プロパティ ] を選択してください。

3. [ ハードウェア プロファイル ] タブをクリックします。

4. [Original Configuration] プロファイルをハイライト表示させ [ コピー ]
をクリックします。 

5. プロファイルの新しい名前を [ 仮想マシン ] と指定してから [OK] をク
リックします。 

ここで、[Original Configuration] プロファイルの名前を [ 物理マシン ]
と変更することも可能です。

6. [OK] をクリックして [ システムのプロパティ ] ダイアログを閉じます。

7. Windows 95 をシャットダウンして、システムを再起動します。

8. ホスト OS（Linux、Windows 2000、または Windows Server 2003）を
ブートしてください。 

9. Windows 95 を使って仮想マシンを起動します。
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10. プロファイルを選択するプロンプトが表示されますので、リストから
[ 仮想マシン ] を選びます。

11. CPU Bridge の選択を促されたら、デフォルトを受入れて [OK] をクリッ
クします。

12. Windows 95 の再起動を促すプロンプトが表示されますので、従ってく
ださい。

13. 再び、プロファイルを選択するプロンプトが表示されますので、リス
トから [ 仮想マシン ] を選びます。

14. ビデオカードが検出され、新しいハードウェアにインストールするド
ライバを選択する画面が表示されます。 [ 一覧から選ぶ ] ラジオボタン
をクリックし、[OK] をクリックします。 

15. [ ハードウェアの種類の選択 ] ダイアログから [ ディスプレイアダプタ ]
を選択します。

16. デバイスリストから [ 標準ディスプレイアダプタ (VGA)] を選択して、
[OK] をクリックします。

17. Windows 95 の再起動を促すプロンプトが表示されますので、従ってく
ださい。

18. 「VMware Tools のインストール (P.66)」の手順に従って VMware Tools を
インストールし、仮想マシンを再起動します。 

19. デバイスマネージャを起動し、[ ディスプレイアダプタ ] をツリー表示
します。 

20. VMware SVGA をハイライト表示して、[ プロパティ ] をクリックしま
す。

21. [ 物理マシン ] チェックボックスの選択を解除してから [OK] をクリック
します。[ 閉じる ] をクリックしてください。

22. Windows 95 をシャットダウンしてから仮想マシンをオフにします。

23. ホスト OS（Linux、Windows 2000、または Windows Server 2003）を
シャットダウンし、Windows 95 で再起動します。 

24. 選択プロンプトが表示されたら、[ 物理マシン ] プロファイルを選択し
ます。

25. ステップ 19 から 21 の手順を繰り返して、[ 仮想マシン ] 横のチェック
マークを削除します。[ 物理マシン ] 横のチェックマークはそのまま残
しておいてください。
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物理ディスクからブートするWindows 98 ゲスト OSに SVGA 
ビデオドライバを設定
ここでは、GSX Server を使って、物理ディスクにインストールされている
Windows 98 にビデオドライバを構成する方法を説明します。ここでは、
デュアル / マルチブート構成の OS のひとつとして Windows 98 を使用して
いる場合を想定しています。作業の過程で、仮想マシン向けと実際のマシン
向けに個別のハードウェアプロファイルを作成します。 ハードウェアプロ
ファイルに関する詳細は、「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 
(P.223)」を参照してください。

1. Windows 98 を、仮想マシンではなく、ネイティブにブートします。 

2. デスクトップにある [ マイコンピュータ ] アイコンを右クリックし、
[ プロパティ ] を選択してください。

3. [ ハードウェア プロファイル ] タブをクリックします。

4. [Original Configuration] プロファイルをハイライト表示させ [ コピー ]
をクリックします。

5. プロファイルの新しい名前を [ 仮想マシン ] と指定してから [OK] をク
リックします。

ここで、[Original Configuration] プロファイルの名前を [ 物理マシン ]
と変更することも可能です。

6. [OK] をクリックして [ システムのプロパティ ] ダイアログを閉じます。

7. Windows 98 をシャットダウンして、システムを再起動します。

8. ホスト OS（Linux、Windows 2000、または Windows Server 2003）を
ブートしてください。

9. プロファイルを指定するプロンプトが表示されますので、リストから
[ 仮想マシン ] を選択します。

10. Windows 98 が仮想マシンのデバイスを自動的に検出し、デバイスドラ
イバをインストールします。

11. ビデオカードドライバが検出されますので、[ 最適なドライバを検索す
る ] を選択してください。

12. ブートを促すプロンプトが表示されますので、[ いいえ ] をクリックし
ます。AMD PCNET ドライバがインストールされ、次に IDE コントロー
ラドライバがインストールされます。

13. ブートを促すプロンプトが表示されたら [ はい ] をクリックします。

14. [ 仮想マシン ] ハードウェアプロファイルを選択します。
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15. Windows 98 のブートが完了したら、コントロールパネルの [ 新しい
ハードウェアの追加 ] ウィザードを起動します。

16. [ 次へ ] をクリックし、また [ 次へ ] をクリックします。

17. [ デバイスは一覧にない ] を選択してください。

18. [ はい ] をクリックしてから [ 次へ ] をクリックします。

19. デバイスがすべて検出されたら、[ 詳細 ] ボタンをクリックして、検出
された非プラグ＆プレイのデバイスをリスト表示します。

20. [ 完了 ] をクリックします。仮想マシンの再起動を促すプロンプトが表
示されますので、従ってください。

21. [VMware GSX Server] 構成プロファイルを選択します。未知のモニタが
検出され、インストールされます。

22. VMware Tools を「VMware Tools のインストール (P.66)」の手順に従っ
てインストールします。

23. デバイスマネージャを表示します。次のアダプタが設定されているは
ずです。

• 標準 PCI グラフィックアダプタ

• VMware SVGA ディスプレイアダプタ

24. Windows 98 の仮想マシンとホスト OS をシャットダウンします。

25. Windows 98 をネイティブにブートし、デバイスマネージャを表示しま
す。

26. リストに VMware SVGA デバイスが表示されている場合は、それを選択
してから [ 削除 ] をクリックします。

27. [ 特殊な構成 ] のラジオボタンから [ 削除 ] を選択し、構成リストから
[ 物理マシン ] を選択します。

28. [OK] をクリックしてから、Windows 98 を再起動します。

29. Windows 98 をネイティブにブートして、画面の設定を確認します。作
業を始める前にネイティブにインストールされていたディスプレイア
ダプタが使用可能な状態になっているはずです。
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物理ディスクとして使用不可能なWindows 2000、Windows 
XP、Windows Server 2003 のダイナミックディスク
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 は、ダイナミックディ
スクと呼ばれる新しいディスクタイプをサポートしています。ダイナミック
ディスクは、Microsoft 特有のフォーマットを使ってパーティション情報を
記録します。このフォーマットは一般に公開されていないため、 GSX Server
の物理ディスク構成での使用はサポートされていません。

Windows 2000/XP/Server 2003 はまた、従来方式のパーティションテーブル
もサポートしています。この種類のパーティションテーブルを使用するディ
スクは、ベーシックディスクと呼ばれます。

ディスク管理ツールを使用して、Windows 2000 と Server 2003 ホストが使
用しているディスクのタイプを確認してください。ダイナミックディスクが
使用されている場合は、ベーシックディスクに変更してください。

注意 : ダイナミックディスクをベーシックディスクに変更すると、その
ディスク上のデータはすべて失われます。

次の手順で、ダイナミックディスクをベーシックディスクに変換します。 

1. ディスク管理ツールを表示します。

[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] -
[ コンピュータの管理 ] - [ ディスクの管理 ] 

2. ディスク上の論理ボリュームをすべて削除します。これによって、
ディスク上のデータはすべて破壊されます。

3. [ ディスク <n>] ボタンを右クリックし、[ ベーシックディスクに戻す ]
をクリックします。 

4. 変更を行ったディスク上でパーティションを作成します。

デュアル / マルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の
VMware GSX Server で実行できるように構成
SCSI ディスクに既にインストールされている構成済みの OS を GSX Server
の仮想ディスク内でゲスト OS として使用するように GSX Server を設定でき
る場合があります。

ホストに LSI Logic または BusLogic SCSI アダプタが構成されていれば、既存
の SCSI ディスク（SCSI RAW ディスク）は、仮想マシン内で使用することが
できます。しかし、LSI Logic アダプタのドライバを見つける方が容易なの
で、LSI Logic の方が好ましいと言えます。ホストに異なる SCSI アダプタを
構成し、同一の OS をネイティブにも仮想マシン内でもブートできるように
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することも可能ですが、この方法はサポートされていません。この問題に関
する詳細は、「SCSI 物理ディスクの使用に関する既知の問題と解説 (P.236)」
を参照してください。

仮想マシンを構成する前に
ゲスト OS ごとに個別の構成を作成する必要があります。各 OS が使用する
パーティションに対してのみ、読み取り / 書き込み可能なアクセス権を許可
してください。

1. Windows をゲスト OS として使用する場合は、作業を開始する前に
「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.223)」の項に目を通
してください。まず最初に、ゲスト OS をコンピュータ上でネイティブ
にブートして、仮想マシン用のハードウェアプロファイルを作成しま
す。

2. 仮想マシンで使用する予定のドライブに設定されている SCSI の ID を確
認します。

3. ホスト用に構成している SCSI ドライバ以外にも、Mylex® (BusLogic) BT/
KT-958 互換ホストバスアダプターがインストールされたことを確認し
てください。 BusLogic コントローラのドライバは LSI Logic 社 Web サイ
ト（www.lsilogic.com）からダウンロードできます。 Mylex BusLogic BT/
KT-958 を検索してください。

BusLogic のドライバは、ゲスト OS 用に作成したプロファイルにイン
ストールします。 

注意 : Windows XP の仮想マシンで SCSI デバイスを使用するには、 特別
な SCSI ドライバが必要です。これは、弊社 Web サイトのダウンロード
のページ（www.vmware.com/download）からダウンロードできます。 

4. OS のパーティションのマウントを確認します。仮想マシンから使用す
る予定の既存の物理ディスクパーティションに Linux ホストがマウント
されないようにしてください。

注意 : 物理ディスクパーティションを、ホスト OS とゲスト OS が同時
に使用（マウント）してはいけません。OS が互いを認識しないため、
両方の OS が同じパーティションで読み取り / 書き込みを行い、データ
が破損する恐れがあります。Linux ホストがマウントしている、あるい
は別の仮想マシンが使用しているパーティションを仮想マシンが変更
することを絶対に許可しないでください。念のため、仮想マシンに使
用するパーティションに Linux ホストがマウントされていないことを確
認してください。 
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5. デバイスのグループメンバの権限あるいはデバイスの所有者の権限を
設定します。マスタ物理ディスクデバイスは、GSX Server を実行する
ユーザーから読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。
ほとんどのディストリビューションでは、RAW デバイス（/dev/hda、
/dev/hdb など）には「disk」というグループ ID が割り当てられてい
ます。この場合、GSX Server のユーザーを「disk」グループに追加す
ることができます。別のオプションとして、デバイスの所有者を変更
することも可能です。 オプションの選択を行う際には、セキュリティー
を十分に考慮してください。 

一般的には、GSX Server ユーザーに OS やブートマネージャを含むすべ
ての /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を付与しておき、
GSX Server の物理ディスク構成ファイルでアクセス権を制御する方法
をお勧めします。こうすれば、OS をブートするのに必要な構成ファイ
ルやその他のファイルにブートマネージャがアクセスすることができ
ます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS をブート
する際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る必要がありま
す。 

6. 既存のパーティションからゲスト OS として２番目の Linux インスタ
レーションを実行する予定で、 さらに実際のマシンの /etc/
lilo.confにAppend= "mem…"のようなメモリレジスタが存在する場
合、仮想マシンで Linux を実行するためにはアペンドメモリパラメータ
を調節するか、LILO に新しいエントリを作成する必要があるかもしれ
ません。

最近の Linux ディストリビューションの多くは実際のマシンの物理メモ
リをすべて認識しますが、古い Linux ディストリビューションの多くは 
メモリの最初の 64MB しか認識しないようにデフォルト設定されてい
ます。 64MB 以上のメモリを持つマシンが古いディストリビューション
を実行している場合、 lilo.confの Image=… セクションの箇所に
Append= "mem=…" パラメータを追加することができます。このパラ
メータによって、Linux はデフォルトで認識する以上のメモリを探そう
とします。

lilo.confに構成されているメモリ容量が仮想マシンに割り当てられ
ているメモリ容量を超える場合、仮想マシンから２番目の Linux インス
トーレーションをブートしようとすると、多くの場合ゲスト OS に問題
が発生します。
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この場合、仮想マシンで Linux を実行するために、実際のマシンで直接
Linux をブートする時に通常認識されるメモリ容量とは異なるメモリ容
量を指定して別のエントリを lilo.conf に作成することが可能です。

仮想マシン構成の設定
1. VMware 仮想マシンコンソールを起動します。

2. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New Virtual Machine]) をスタート
させ、[Custom] を選択します。

3. [Selecet a Disk] パネルでは、[Use a physical disk] を選択すると、[Select 
a Physical Disk] パネルが表示されます。

4. デバイスリストでは物理ドライブを選択します。

[Usage] では、すべてのディスクあるいは個々のパーティションのどち
らを使用するかを選択します。

[Use entire disk] を選択した場合は [Next] をクリックしてステップ 5 に
行きます。

[Use individual partitions] を選択した場合は、[Select Physical Disk] パネ
ルが表示されます。

仮想マシンに使用するパーティションを選択し、[Next] をクリックしま
す。
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5. 入力フィールドでは物理ディスクの名前を入力します。

注意 : 他のディレクトリにディスクを入れる為にブラウズする場合、
既存の仮想ディスクファイルは選択しないでください。

物理ディスクのデバイス ID を指定して、[Advanced] をクリックしま
す。[Virtual device node] リストでは、SCSI ドライブによって使用され
ているものに相当する SCSI ID を選択します。例えば、SCSI ドライブに
SCSI ID2 がある場合、[SCSI 0:2] を選択します。物理 SCSI ドライブ上に
セットされた SCSI ID が分からない場合は、[SCSI 0:0] を使用してみてく
ださい。

詳細設定画面では、ディスクモードを指定することができます。これ
は、スナップショットからディスクを除外したい、ある特別な目的の
構成において有用です。スナップショット機能についての詳細は「ス
ナップショットの使用 (P.165)」を参照ください。

普通（Normal) ディスクはスナップショットに含まれています。ほとん
どの場合はこの設定を使用します。

独立 (Independant) ディスクはスナップショットに含まれていません。
独立ディスクには次のオプションがあります。

• 通常 (Persistent)　変更は即座に永久的にディスクに書き込まれます。

• 読み取り専用 (Nonpersistent)　ディスクへの変更は電源を切った時、
あるいはスナップショットに戻った時に破棄されます。

ファイル名と格納場所を決め、詳細設定画面で必要な選択を行った後、
[Finish] をクリックします。

6. 仮想マシンを開始します。

SCSI 物理ディスクの使用に関する既知の問題と解説
SCSI 物理ディスクに関する既知の問題として、ディスクジオメトリ、適切
なドライバやオペレーティングシステムの問題が挙げられます。

ジオメトリ
仮想マシン内で RAW SCSI ドライブをブートできないことがあります。これ
は、物理コンピュータの SCSI アダプタと仮想マシンの BusLogic アダプタが
ドライブを異なる方法で記述するためです。この場合、仮想マシンがブート
中にハングしたり、GSX Server がクラッシュしたり、ASSERT などのエラー
メッセージが表示されて GSX Server が停止してしまう可能性があります。

この問題の多くは、2GB 以下の小容量ドライブで発生しています。 
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IDE ディスクが使用する（ブートするために必要な）BIOS インターフェイス
を共有するには、すべての SCSI ディスクにジオメトリが必要です。ジオメ
トリとは、ディスク上のシリンダ、セクタ、ヘッド数を組み合わせた値を指
します。

実際は、コンピュータは SCSI ディスクをディスク上のセクタ 1 から最高セ
クタにまたがる単一の平面エンティティとして認識します。このため、 SCSI
ベンダはそれぞれが独自の方法で、SCSI ディスクの容量を決定し、ブート
に使用するジオメトリを生成します。

所与のジオメトリの絶対的なセクタ数への変換方法は、ジオメトリによって
異なります。ホストで実行中のプログラムによって書き込まれるブートセク
タを持つディスクを仮想マシンからブートしようとすると、ホストのジオメ
トリと BusLogic 仮想 SCSI アダプタが使用するジオメトリとが一致しない場
合、ブートプラグラムが中断されます。ブートローダの最初の部分、例えば
LILO からの LIは表示されますが、そこでブートが中断するかクラッシュし
ます。 

BusLogic は、次の法則でディスクのジオメトリを生成しています。

いずれの場合も、シリンダ数はディスクの全容量をヘッド数とセクタ数の積
で割って算出します。十分に大きなディスクでは、ほとんどすべてのベンダ
が 225 ヘッドと 63 セクタを使用しているので、この問題を回避できます。 

ドライバ
IDE アダプタと異なり、SCSI アダプタは置換することができず、すべてのア
ダプタが同じドライバを使用できる訳ではありません。つまり、マシンに
Adaptec SCSI ホストアダプタが装填されている場合、それを取り外して
BusLogic SCSI ホストアダプタに置き換えると、 BusLogic ドライバをインス
トールしない限り、多くの場合オペレーティングシステムはブートに失敗し
ます。

仮想ディスクとして使用されるディスクからデュアルブートを行った場合
も、同じ問題が発生します。オペレーティングシステムは、マシンの SCSI
カードが突然 BusLogic カードに変更されたものと認識し、有効な BusLogic
ドライバを要求してきます。ドライバがインストールされていないと、 ブー

ディスクサイズ ヘッド セクタ

 <= 1GB  64  32

 > 1GB and <= 
2GB

128  32 

 > 2GB  255  63
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トプロセスが BIOS ブートストラップからオペレーティングシステムにイン
ストールされているディスクドライバに切替えようとするため、パニック、
ブルースクリーン等の致命的なエラーが発生します。

オペレーティングシステムの構成 
オペレーティングシステムの多くは、SCSI ドライブと IDE ドライブで異な
る構成情報を使用しています。例えば、Linux は /dev/hd[x] を IDE ディ
スクのデバイス名として、
/dev/sd[x]を SCSI ディスクのデバイス名として使用します。このような名
前は、/etc/fstabなどの構成ファイルで参照できます。

RAW IDE ディスクを SCSI ディスクとして、あるいは RAW SCSI ディスクを
IDE ディスクとしてブートした場合、（動作したとしても）正常に機能しな
い原因の一つはこれです。 

一方で SCSI デバイスだけを扱っている場合でも、OS による情報のエンコー
ド方法によっては、デュアルブーティング中に問題が発生することがありま
す。例えば、Solaris は SCSI ディスクに /dev/c[x]t[y]d[z]s0 という名
前を付けます（yは SCSI ID を表します）。この場合、物理ディスクをホスト
上で SCSI ID 3 として構成し、仮想マシンの構成ファイルでは SCSI ID 0 とす
ると、Solaris の実行時に RAW ディスクが移動するため、多くの場合 Solaris
はブートしません。

多様な OS の従属性を正確に把握するのは、複雑な作業です。このため、仮
想マシンに SCSI 物理ディスクを構成する際は、ホストと同じ SCSI ID を使用
するのが最も安全な方法です。 
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仮想マシンから物理パーティションに
オペレーティングシステムをインストール
仮想マシンで使用する以外にはホストでディスクをブートする必要がなくて
も、RAW ディスクと呼ばれる物理ディスクやパーティションにゲスト OS
を直接インストールする必要が生じる場合があります。

ホスト上の未使用のパーティションや全く使用されていないディスクを仮想
マシンのディスクとして使用することは可能です。ただし、次の手順に従っ
て OS をインストールした場合、ホストでそのデータを利用することができ
ても、その OS を仮想マシンの外でブートすることは恐らく不可能だという
点に留意しておいてください。

注意 : SAN に格納されている物理ディスクは使用できません。GSX Server
ホスト上のディスク、またはパーティションを使用してください。

デュアルブートシステムで、既存のパーティションからブートするするよう
に仮想マシンを構成したいのであれば、[ 仮想マシンで使用のデュアルブー
トコンピュータの構成 (P.214)」を参照ください。ここに記載されている手
順は、既に OS がインストールされているディスクには適用できません。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。本製品に詳しいユーザー以外には
お勧めしません。

GSX Server は、記述ファイルを使ってシステム上の各物理ディスクにアクセ
スします。これらの記述ファイルには、ディスク上の特定パーティションに
対する仮想マシンのアクセスを管理するアクセス権情報が含まれています。
このメカニズムは、ユーザーが誤ってホスト OS をゲストとして再実行した
り、仮想マシンで指定されていないゲスト OS を実行してしまう事態を防ぎ
ます。この他、OS やアプリケーションの異常な動作によって物理ディスク
パーティションに誤って書き込みがされてしまうことも防止できます。

まず [New Virtual Machine Wizard] を使って、仮想マシンが既存の物理ディ
スクのパーティションを使用するように設定します。 ウィザードを使って、
物理ディスク記述ファイルの構成など、新しい仮想マシン用の構成を順を
追って作成していきます。RAW パーティションにインストールするゲスト
OS ごとに個別の構成が必要なため、各ゲスト OS に対してウィザードを繰
り返し実行する必要があります。

注意 : 物理ディスクにゲスト OS をインストールする時に、仮想マシンが
CD-ROM から起動しない場合、仮想マシンの BIOS のブートの順番を変更し
てみてください。仮想マシンを再スタートし、仮想マシンが BIOS に入るた
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めに起動している間に、< F2> を押してください。 そこでブートの順番を変
更します。

ご使用の GSX Server ホスト OS に応じて、以下のセクションに目を通してく
ださい。

• Windows ホストの構成 (P.240)

• Linux ホストの構成 (P.242)

Windows ホストの構成
ここでは、Windows ホストでの物理ディスクの構成に関して解説します。

Windows 2000、Windows XP 及びWindows Server 2003 のダイナミック
ディスク
Windows 2000/XP/Server 2003 をホストで実行しており、ダイナミックディ
スクを使用している場合は、「物理ディスクとして使用不可能な Windows 
2000、Windows XP、Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.232)」
を参照してください。

物理ディスクを使用するように仮想マシンを構成
次の手順で、ゲスト OS を物理ディスクから実行するように構成します。

注意 : 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 チャネルのマスタが CD-ROM ドライブであれば、セカ
ンダリ IDE のスレーブとして構成することはできません。
1. ゲスト OS をインストールする RAW パーティションを確認します。

インストールするゲスト OS のマニュアルに目を通して、OS をインス
トールすることができるパーティションの種類を確認してください。
例えば、DOS、Windows 95、Windows 98 のような OS は最初のプライ
マリパーティションにインストールする必要がありますが、Linux のよ
うにドライブのあらゆる場所のプライマリや拡張パーティションにイ
ンストールできるものもあります。

ゲスト OS が使用する適切な RAW パーティション / ディスクを確認し
ます。その RAW パーティションが Windows ホストにマウントされて
いないか、その他の OS に使用されていないかを確認してください。ま
た、該当する RAW パーティション / ディスクに後で必要となるデータ
が保存されていないことを確認してください。そのようなデータが存
在する場合は、この時点でバックアップを作成してください。

2. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New] - [New Virtual Machine]) を開
始し、[Custom] を選択します。 
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3. [Select a Disk ] 画面で、[Use a physical disk] を選択します。

4. ドロップダウンリストから使用する物理ハードディスクを選択します。
ディスク全体を使用するのか、あるいはディスクの特定のパーティ
ションのみを使用するのかを指定してから、[Next] をクリックします。

5. 前のステップで [Use individual partitions] を選択した場合、仮想マシン
で使用するパーティションを指定してください。[Use entire disk] を選
択した場合、この選択画面は表示されません。

[Next] をクリックします。
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6. ゲスト OS をインストールするパーティションを、ホストからアンマッ
プします。

注意 : Windows 環境で同時にマウントされるパーティションの変更
を仮想マシンに許可すると、ディスクが破損する可能性があります。
ホストが Windows を実行中に仮想マシンとゲスト OS がその物理ディ
スクパーティションにアクセスするため、ホストがマウントしている
パーティションや別の仮想マシンに使用されているパーティションを
仮想マシンが変更できないようすることが非常に大切です。この問題
を回避するには、仮想マシンに使用する物理ディスクパーティション
がホストに使用されていないことを確認してください。 

ディスクの管理 ([ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理
ツール ] - [ コンピュータの管理 ] - [ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]) を使用
します。 アンマップ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 ] を選び、[ 削除 ] ボタンをク
リックします。 

7. デフォルトの構成オプションを変更する場合は、仮想マシン設定エ
ディタ ( [VM] - [Settings]) を使用します。例えば、仮想マシンに割り当
てるメモリサイズを変更できます。

8. これで、仮想マシン用に構成した物理ディスクにゲスト OS をインス
トールする準備ができました。詳しくは、弊社 Web サイトあるいは 
[Help] メニューから「VMware ゲスト OS インストールガイド」の各ゲ
スト OS に関するインストール注記を参照してください。

Linux ホストの構成
1. ゲスト OS をインストールする RAW パーティションを確認します。

インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、OS をイン
ストールすることができるパーティションの種類を確認してください。
例えば、DOS、Windows 95、Windows 98 のような OS は最初のプライ
マリパーティションにインストールする必要がありますが、Linux のよ
うにドライブのあらゆる場所のプライマリや拡張パーティションにイ
ンストールできるものもあります。

ゲスト OS が使用する適切な RAW パーティション / ディスクを確認し
ます。その RAW パーティションが Linux ホストにマウントされていな
いか、その他の OS に使用されていないかを確認してください。また、
該当する RAW パーティション / ディスクに後で必要となるデータが保
存されていないことを確認してください。そのようなデータが存在す
る場合は、この時点でバックアップを作成してください。
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2. パーティションに OS がマウントされるていないかを確認します。仮想
マシンに使用させる予定の既存のディスクパーティションに Linux がマ
ウントされていないことを確かめてください。

3. デバイスのグループメンバの権限あるいはデバイスの所有者の権限を
設定します。

マスタ物理ディスクデバイスは、GSX Server を実行するユーザーから
読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。ほとんどの
ディストリビューションでは、RAW デバイス（IDE RAW など）には

「disk」というグループ ID が割り当てられています。この場合、GSX 
Server のユーザーを「disk」グループに追加することができます。別
のオプションとして、デバイスの所有者を変更することも可能です。 オ
プションの選択を行う際には、セキュリティーを十分に考慮してくだ
さい。 

GSX Server ユーザーに OS やブートマネージャを含むすべての /dev/

hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を付与しておき、GSX Server の
物理ディスク構成ファイルでアクセス権を制御する方法をお勧めしま
す。こうすれば、OS をブートするのに必要な構成ファイルやその他の
ファイルにブートマネージャがアクセスすることができます。例えば
LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS をブートする際、 Linux
パーティションにある /bootを読み取る必要があります。 

4. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New] - [New Virtual Machine]) を実
行し、[Custom] を選択します。

5. [Select a Disk] パネルでは [Use a physical disk] を選択します。 

6. 使用する予定の RAW ディスクに既に複数のパーティションが存在する
場合、特定の OS（DOS、Windows 95、Windows 98）は最初のプライ
マリパーティションにインストールする必要がありますので注意して
ください。

注意 : Linux ホストが同時にマウントしているパーティションを仮想
マシンが変更できるように設定すると、そのパーティションが破損し
てしまう可能性があります。ホストが Linux を実行中に仮想マシンとゲ
スト OS が既存のパーティションへアクセスするため、Linux がマウン
トしている、あるいは別の仮想マシンが使用しているパーティション
を仮想マシンが変更できないようすることが非常に大切です。

この問題を回避するには、仮想マシンに使用する RAW ディスクパー
ティションがホストに使用されていないことを確認してください。 
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7. これで、仮想マシン用に構成した RAW ディスクにゲスト OS をインス
トールする準備ができました。詳しくは、弊社 Web サイトあるいは
[Help] メニューから「VMware ゲスト OS インストールガイド」の各ゲ
スト OS に関するインストール注記を参照してください。
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マルチプロセッサホストでのWindows 
NT ゲストのディスクパフォーマンス
Windows NT ゲスト OS の実行中にディスク入出力のパフォーマンスが予想
以上に遅くなることがあります。これは、マルチプロセッサのホストマシン
上で IDE 仮想ディスクを使った GSX Server 仮想マシンで発生します。この
I/O 問題は仮想マシンのブート時に特に目立ちます。

注意 : Windows NT ゲストのパフォーマンスは、ホストコンピュータのディ
スクの断片化に影響されることもあります。詳しくは、｢ VMware GSX Server
運用ガイド」の「ホストコンピュータの構成と管理」を参照ください。

パフォーマンスの改善
仮想マシン内の仮想ハードディスクの IDE チャネルで DMA（直接メモリア
クセス）を有効にすれば、パフォーマンスが改善することができます。

仮想ディスクと DVD/CD-ROM がプライマリ IDE コントローラ（チャネル 0）
にマスタとスレーブとして接続されている場合に DMA を有効にするには、
仮想マシンをオフにして、仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使っ
て DVD/CD-ROM ドライブを IDE 1:0 のセカンダリ IDE コントローラ ( チャネ
ル 1) に移動します。

Windows NT のインストール完了後、DMA 機能を有効にすることができま
す。このオプションを有効にするには、 Service Pack 3 以降を仮想マシンにイ
ンストールしなければなりません。 

仮想マシンが Windows NT の実行を開始したら、SP3 あるいは SP4 CD をド
ライブに挿入し、CD の \SUPPORT\UTILS\I386フォルダから
DMACHECK.EXE を実行してください。 あるいは Microsoft 社 Web サイト
(support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/74.ASP) から DMACHECK.EXE を
ダウンロードしてください。

IDE コントローラと仮想ディスク用に構成したチャネルに対して [Enabled]
オプションをクリックします。仮想マシンに複数の仮想ディスクを構成し、
仮想 DVD/CD-ROM ドライブを構成しなかった場合を除き、通常これはチャ
ネル 0 のみです。

上記の注意に記載されているように、仮想 DVD/CD-ROM が接続されている
IDE チャネルでは DMA を有効にしないでください。
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7 章
ネットワーク
VMware GSX Server は、多様な構成を実現する仮想ネットワーク コンポーネ
ントを提供しています。

New Virtual Machine Wizard を使用して仮想マシンを新規作成すると、一般
的な構成としてブリッジ (Bridged) ネットワーク、NAT ( ネットワークアド
レス変換 ) 、ホストオンリー (Host-only) ネットワークのいずれかを選択す
ることができます。ウィザードでネットワーク構成を選択すると、仮想マシ
ンが適切な仮想ネットワークに接続されます。

VMware Management Interface（管理インターフェイス）で仮想マシンを作
成すると、ウィザードが仮想マシンにブリッジネットワークを設定します。
仮想マシンの作成後は、ネットワークの種類を NAT かホストオンリーに変
更できます。

仮想マシン設定エディタや仮想ネットワークエディタ (Windows ホストの場
合 ) を使って、あるいはホストマシン上で必要な設定を行えば、特殊な構成
をセットアップすることも可能です。

Windows がホストの場合、GSX Server のインストール時に、あらゆるネッ
トワーク構成に必要なソフトウェアがインストールされます。Linux がホス
トの場合、 GSX Server のインストール時にブリッジ ネットワークとホストオ
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ンリー ネットワークを仮想マシンで利用できるように指定すれば、全コン
ポーネントが読み込まれます。

この章では、最初に GSX Server が提供する仮想ネットワークコンポーネン
トを簡単に紹介し、仮想マシンでの使用方法を説明します。その後は、ネッ
トワークオプションや特殊な構成に関する詳しい説明を行います。

• 仮想ネットワークのコンポーネント (P.249)

• 一般的なネットワーク構成 (P.251)

• カスタムネットワーク構成 (P.256)

• ネットワーク構成の変更 (P.259)

• ネットワーク構成上級編 (P.272)

• NAT の概念 (P.293)

• Linux ホストでのファイル共有に Samba を使用 (P.306)
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仮想ネットワークのコンポーネント
仮想ネットワークのコンポーネントとして、以下のものが挙げられます。

仮想スイッチ　 物理スイッチと同様に、仮想スイッチは他のネットワーク
コンポーネント同士を接続します。GSX Server ソフトウェアは、必要に応じ
て Windows ホストで最大 10 個まで、Linux ホストで最大 100 個まで仮想 
スイッチを作成します。1 つのスイッチには 1 つ以上の仮想マシンを接続す
ることが可能です。

一部のスイッチとそのスイッチに関連付けられたネットワークは、デフォル
トで特定の構成に使用されます。ブリッジ (Bridged) ネットワークは通常
VMnet0 を使用し、ホストオンリー (Host-only) は デフォルトで VMnet1 を、
NAT ネットワークはデフォルトで VMnet8 を使用します。このスイッチは、
標準の NAT 構成で使用されます。残りは単に VMnet2、 VMnet3、VMnet4 等
と呼ばれます。

仮想マシンをスイッチに接続するには、仮想マシン設定エディタで接続した
い仮想ネットワークアダプタを選択し、そのアダプタが指定した仮想ネット
ワークを使用するように構成してください。

ブリッジ　 ブリッジを使用すれば、ホストコンピュータが使用する LAN に
仮想マシンを接続することができます。ブリッジは、仮想マシンの仮想ネッ
トワークアダプタをホストマシンの物理イーサネットアダプタに接続しま
す。

ブリッジは GSX Server のインストール時に読み込まれます（Linux がホスト
の場合、仮想マシンでブリッジネットワークが使用できるように選択する必
要があります）。ブリッジネットワークを使用する仮想マシンを新しく作成
すると、ブリッジが自動的に設定されます。

ホストコンピュータの複数の物理イーサネットアダプタに接続する特殊な構
成では、仮想ブリッジを追加設定することが可能です。

ホスト仮想アダプタ　 ホスト仮想アダプタは仮想イーサネットアダプタで
す。 Windows ホストでは「VMware virtual Ethernet adapter」、Linux ホスト
では「host-only interface」という名でホスト OS に認識されます。このアダ
プタは、ホストコンピュータとホスト上の仮想マシンとの通信を可能にしま
す。ホスト仮想アダプタはホストオンリー構成と NAT 構成で使用されます。

ホストコンピュータに特殊なソフトウェア（例えばプロキシサーバ）を設定
してホスト仮想アダプタを物理ネットワークアダプタに接続しない限り、こ
のアダプタは外部ネットワークに接続されません。
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ホスト仮想アダプタを作成するソフトウェアは、GSX Server のインストール
時にインストールされます（Linux がホストの場合、仮想マシンでのホスト
オンリーネットワークの使用を有効にする必要があります）。その後ホスト
コンピュータを起動すると、ホスト仮想アダプタが自動的に生成されます。

必要があれば、ホスト仮想アダプタを追加設定することが可能です。

NAT デバイス　 NAT（ネットワークアドレス変換）デバイスは、ひとつし
かない物理ネットワークの IP ネットワークアドレスをホストコンピュータ
が使用している場合に、仮想マシンを外部ネットワークと接続するために使
用します。NAT を使えば、例えばホストコンピュータのダイヤルアップ接
続あるいはホストのイーサネットアダプタやワイヤレスイーサネットアダプ
タを利用して、仮想マシンをインターネットに接続することができます。
NAT は、トークンリングや ATM といった非イーサネットネットワークへの
接続が必要な場合にも便利です。

NAT デバイスは、GSX Server のインストール時に自動的にセットアップさ
れます（Linux がホストの場合、仮想マシンで NAT が使用できるように選択
する必要があります）。

DHCP サーバ　 DHCP（ダイナミックホスト構成プロトコル） サーバは、ホ
ストオンリーや NAT 構成等、外部ネットワークにブリッジされていない仮
想マシンに IP ネットワークアドレスを提供します。

ネットワークアダプタ　 [New Virtual Machine Wizard] で、どのネットワー
クタイプを指定して仮想マシンを作成しても、仮想ネットワークアダプタが
１つ仮想マシンに設定されます。ネットワークアダプタは、ゲスト OS に 
AMD PCNET PCI アダプタとして認識されます。 

仮想マシン設定エディタを使って、各仮想マシンに 4 つまで仮想ネット
ワークアダプタを作成し、構成することができます。 

アダプタは２つの内 1 つのドライバを使用できます。自動的にインストー
ルされる vlanceドライバ とより良いネットワークパフォーマンスを提供
する vmxnet ドライバのどちらかを選択できます。ネットワークパフォー
マンスの違いは仮想マシンが ホスト上の Gigabit イーサネットカードに接続
された時に最も目立ちます。
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一般的なネットワーク構成
ここでは、 [New Virtual Machine Wizard] または仮想マシン設定エディタで標
準のネットワークオプションを選択すると自動的にセットアップされるネッ
トワーク構成を説明します。

• ブリッジネットワーク (P.251)

• NAT( ネットワークアドレス変換） (P.253)

• ホストオンリーネットワーク (P.255)

以下の各例では 1 台の仮想マシンしか使用していませんが、同じ仮想イー
サネットスイッチに複数の仮想マシンを接続することができます。
Windows がホストの場合、1 つの仮想スイッチに接続できる仮想ネット
ワークデバイスの数には制限がありません。Linux ホストでは、最大 32 の
デバイスを接続できます。

ブリッジネットワーク

ブリッジネットワークは、ホストのイーサネットアダプタを使用して仮想マシンをネットワーク
に接続します

ブリッジ (Bridged) ネットワークは、[New VIrtual Machine Wizard] で [Use 
bridged networking] を選択、 あるいは [Typical] セットアップを選択すると、
自動的にセットアップされます。Linux ホストでは、GSX Server 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と、この
ネットワークオプションを選択できません。

ホストコンピュータがイーサネット ネットワークに接続されている場合、
一般的にブリッジネットワークは仮想マシンをネットワークにアクセスさせ
る最も簡単な方法です。Windows ホストでは、ブリッジネットワークを利

ホスト
イーサネット
アダプタ

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet0)

仮想ブリッジ
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用して無線 / 有線いずれのネットワークにも接続することができます。
Linux ホストでは、ブリッジネットワークで接続できるのは有線ネットワー
クに限られます。

ブリッジネットワークを使用する場合、仮想マシンはそのネットワークに独
自の ID を持たなければなりません。 例えば TCP/IP ネットワークでは、仮想
マシンに独自の IP アドレスが必要です。仮想マシンが利用できる IP アドレ
スの有無やゲスト OS で使用するネットワーク設定に関する質問は、各ユー
ザーのシステム管理者に尋ねてください。一般的に IP アドレスなどのネッ
トワーク詳細は、ゲスト OS が DHCP サーバから自動的に取得してくるか、
ゲスト OS に手作業で設定するかのどちらかです。

ブリッジネットワークを使用する場合、仮想マシンはネットワークに独立し
た存在として参加します。ネットワーク上の他のマシンにアクセスすること
ができますし、ネットワーク上の他のマシンも仮想マシンを物理コンピュー
タと認識して接続します。

複数の OS をブートするように設定されたホストコンピュータで、その OS
の内 1 つ以上を仮想マシンから実行する場合、各 OS に独自のネットワーク
アドレスを構成する必要がありますので注意してください。複数の OS を
ブートする場合、ユーザーが一度に 1 つの OS しか実行しないと想定して、
すべてのシステムに同じアドレスを割り当ててしまうことがよくあります。
仮想マシンでこれらの OS を 1 つ以上実行する場合、上記の想定は当てはま
らなくなります。

[New Virtual Machine Wizard] で別のネットワーク構成を選択した場合でも、
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って、後でブリッジネット
ワークに変更することが可能です。詳しくは、 「ネットワーク構成の変更 
(P.259)」を参照ください。
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NAT( ネットワークアドレス変換）

NAT では、ホストマシンの IP アドレスを使って 仮想マシンがネットワークリソースにアクセスし
ます。

NAT 接続は、[New Virtual Machine Wizard] の [Custom] セットアップで [Use 
network address translation] を選択すると、 自動的にセットアップされます。

ホストコンピュータのダイヤルアップネットワーク接続やブロードバンド接
続を利用してインターネットや他の TCP/IP ネットワークに接続したいけれ
ども、外部ネットワーク上の IP アドレスを仮想マシンに設定できない場合
は、一般的に NAT が 仮想マシンをネットワークにアクセスさせる最も簡単
な方法です。

NAT オプションでは、ホストコンピュータのトークンリングアダプタを
使って TCP/IP ネットワークに接続することも可能です。

NAT を使用する仮想マシンは、外部ネットワークに独自の IP アドレスを持
ちません。代わりに、ホストコンピュータに独立したプライベートネット
ワークが設定され、仮想マシンはそのネットワーク上のアドレスを VMware
仮想 DHCP サーバから与えられます。仮想マシンと外部ネットワーク間の
ネットワークデータのやり取りは、VMware NAT デバイスを通じて行われま
す。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送られてくるデータパケット
を的確に識別し、該当する仮想マシンに送信します。

NAT オプションを選択すると、外部ネットワーク上の他のマシンに接続す
るために、仮想マシンは多様な標準 TCP/IP プロトコルを使用できるように
なります。例えば、HTTP を使って Web サイトを検索したり、FTP でファイ
ルを転送したり、Telnet で別のコンピュータにログインしたりすることが可
能です。デフォルトの構成では、外部ネットワークのコンピュータから仮想

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet8)

NATデバイス

DHCPサーバー

ネットワーク
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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。 

New Virtual Machine Wizard で別のネットワーク構成を選択した場合でも、
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って、後で NAT に変更する
ことが可能です。詳しくは、「ネットワーク構成の変更 (P.259)」を参照くだ
さい。

NAT についての詳しい解説は「NAT の概念 (P.293)」を参照ください。
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ホストオンリーネットワーク

ホストオンリーネットワークは、ホストコンピュータ内部で完結するネットワークを作成します。

ホストオンリー (Host-only) ネットワークは、[New Virtual Machine Wizard]
で [Use Host-Only Networking] を選択すると、 自動的にセットアップされま
す。 Linux ホストでは、GSX Server 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。

ホストオンリーネットワークは、ホスト OS が認識できる仮想イーサネット
アダプタを使用して、仮想マシンとホストコンピュータとの通信を実現しま
す。このアプローチは、独立した仮想ネットワークを構築する必要がある場
合に非常に便利です。

ホストオンリーネットワークを使用する場合、仮想マシンとホスト仮想アダ
プタは、プライベートな TCP/IP ネットワークに接続されます。このネット
ワーク上のアドレスは、VMware DHCP サーバから与えられます。

[New Virtual Machine Wizard] で別のネットワーク構成を選択した場合でも、
仮想マシン設定エディタ ([VM] - Settings]) を使って、後でホストオンリーに
変更することが可能です。詳しくは、 「ネットワーク構成の変更 (P.259)」を
参照ください。

Host-only
アダプタ

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ(VMnet1)

DHCP サーバ

経路と接続の共有 

･I 適切なルーティン
グあるいはプロキシ
ソフトウェアをイン
ストールすると、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
タ間の接続が可能で
す。これによって、
例えば、仮想マシン
を Token Ring ある
いは他の非イーサ
ネットネットワーク
に接続することがで
きます。

･Windows 2000、
Windows XP あるい
は Windows Server 
2003 ホストコン
ピュータでは、ホス
トオンリーネット
ワークをインター
ネット接続と共に使
用し、Windows の
機能を共有して、仮
想マシンがホストの
ダイヤルアップネッ
トワークアダプタ、
あるいは他のイン
ターネット接続を使
用するようにするこ
とができます。イン
ターネット接続共有
についての詳細は
Windows の説明書
を参照ください。
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カスタムネットワーク構成
GSX Server が提供する仮想ネットワークコンポーネントを使用すれば、高度
な仮想ネットワークを構築することができます。このような仮想ネットワー
クは、外部ネットワークに接続することも、ホストコンピュータ上で完全に
独立して実行することも可能です。

仮想ネットワークをカスタム化するためにネットワークコンポーネントを設
定する作業は、分かりやすいプロセスです。複雑な仮想ネットワークをセッ
トアップする前に、ホストとゲスト OS にネットワークデバイスをどのよう
に構成するかをよく理解しておいてください。

次のサンプル構成は、仮想ネットワークで可能なデバイスの多様な組合せを
示したものです。これ以外のカスタム構成は「ネットワーク構成上級編 
(P.272)」と｢ NAT の概念 (P.293)」を参照ください。

. 

このカスタム構成では、Web サーバをファイアウォールで外部ネットワークに接続しています。
システム管理者のマシンは、2 番目のファイアウォールを使って Web サーバに接続可能です。

ホストの 
イーサネット
アダプタ

仮想マシン 4
「内部」PC 

仮想マシン 2
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仮想
イーサネット
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イーサネット
アダプタ

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想
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この構成をセットアップするには、4 台の仮想マシンを作成し、 仮想マシン
設定エディタを使用して仮想マシンの仮想イーサネットアダプタの設定を調
整します。 また、各仮想マシンに適当なゲスト OS とアプリケーションをイ
ンストールし、それぞれに必要なネットワーク設定を行う必要があります。 

1. [New Virtual Machine Wizard] を使って 4 台の仮想マシンを構成します。

最初の仮想マシンは、ホストのイーサネットアダプタを使って外部
ネットワークに接続できるように、ブリッジ (Bridged) ネットワークを
選択します。

残り 3 台の仮想マシンは、ネットワーク接続なしに構成してください。
仮想イーサネットアダプタは後で設定します。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、仮想マシン 1 を開きます。こ
の時、仮想マシンをオンにしないでください。

仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使い、「ネットワーク構成
の変更 (P.259)」の手順に従って 2 番目の仮想ネットワークアダプタを
追加します。 2 番目のアダプタを [Custom] (VMnet2) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

3. コンソールが実行していなければ起動してください。 仮想マシン 2 を開
きます。この時、仮想マシンをオンにしないでください。

仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って、仮想ネットワー
クアダプタを追加します。アダプタを [Custom] (VMnet2) に接続しま
す。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

4. コンソールが実行中でなければ起動してください。 仮想マシン 3 を開き
ます。この時、仮想マシンをオンにしないでください。

仮想マシン設定エディタを使って、仮想ネットワークアダプタを追加
します。アダプタを [Custom](VMnet2) に接続します。

仮想マシン設定エディタを使って、2 番目の仮想ネットワークアダプタ
を追加します。アダプタを [Custom](VMnet3) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

5. コンソールが実行中でなければ起動してください。 仮想マシン 4 を開き
ます。この時、仮想マシンをオンにしないでください。
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仮想マシン設定エディタを使って、仮想ネットワークアダプタを追加
します。アダプタを [Custom](VMnet3) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

6. VMnet2 と VMnet3 で使用するネットワークアドレスを決定します。

注意 : Windows ホストでは、ネットワークアドレスを手作業で設定す
る代わりに、 GSX Server の DHCP サーバを利用することができます。
[Host] - [Virtual Network Settings] - [DHCP] を選択し、仮想 DHCP サーバ
がサービスを提供する仮想ネットワークのリストに VMnet2 と VMnet3
を追加します。この場合、ステップ９まで飛ばします。

Windows がホストの場合、ホストでコマンドプロンプトを表示して、 
ipconfig /all を実行します。各仮想アダプタが使用しているネット
ワークアドレスを書きとめておいてください。

Linux がホストの場合、コンソールかホストのターミナルウィンドウで 
ifconfig を実行します。各仮想スイッチが使用しているネットワーク
アドレスを確認してください。

7. コンソールを立ち上げ、各仮想マシンを順に起動して適切なゲスト 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。 

仮想マシン 1 のブリッジイーサネットアダプタには、外部ネットワー
クへの接続に必要なネットワーク設定を使用します。仮想マシンが外
部ネットワーク上の DHCP サーバから IP アドレスを割り当てられる場
合、デフォルトの設定で動作します。

仮想マシン 1 の 2 番目のイーサネットアダプタには、 VMnet2 で使用す
る範囲内の IP アドレスを手作業で割り当てます。

仮想マシン 2 には、VMnet2 で使用する値域内の IP アドレスを割り当
てます。

仮想マシン 3 では、ネットワークアダプタは VMnet2 と VMnet3 に接続
しています。接続している仮想ネットワークで使用する値域内の IP ア
ドレスを各アダプタに割り当てます。

仮想マシン 4 には、VMnet3 で使用する値域内の IP アドレスを割り当
てます。

9. 各仮想マシンに必要なアプリケーションソフトウェアをインストール
してください。
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ネットワーク構成の変更
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使用して、仮想ネットワークの
構成を次の方法で行えます。

• 仮想ネットワークアダプタの追加と変更 (P.259)

• Windows ホストで ブリッジネットワークオプションを構成 (P.264)

• ホスト仮想アダプタの有効、無効、追加、及び削除 (P.268)

仮想ネットワークアダプタの追加と変更
VMware 仮想マシンコンソール（Virtual Machine Console）や VMware 管理
インターフェイス（Management Interface）から、仮想ネットワークアダプ
タを新規追加、または構成することができます。VirtualCenter を使って GSX 
Server ホスト上の仮想マシンを管理している場合は、仮想ネットワークアダ
プタの新規追加、構成に管理インターフェイスを使用してください。

構成できるのは、仮想マシンをバインドする仮想ネットワークデバイスや使
用するネットワークドライバ等の設定です。

仮想ネットワークアダプタ向けのネットワークドライバを選択する際は、自
動的にインストールされる vlanceドライバか、より優れたネットワーク
パフォーマンスを実現できる vmxnetドライバのいずれかを選んでくださ
い。 ネットワーク パフォーマンスの違いは、仮想マシンがギガビットイーサ
ネットカードに接続されている場合に最も顕著です。

コンソールから仮想ネットワークアダプタを追加、構成
新しく仮想ネットワークアダプタを追加する際は、必ず仮想マシンをパワー
オフしてから、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を起動します。

2. [Add] をクリックします。
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3. [Add Hardware Wizard] がスタートします。[Ethernet Adapter] を選択し
てから [Next] をクリックすると、[Network Type] 画面が表示されます。 

4. [Bridged]、[NAT]、[Host-only]、[Custom]、[Named] のネットワークタ
イプから、この仮想 NIC が使用する構成を選択します。

[Custom] を選択した場合は、ネットワークとして使用する 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。

注意 : VMnet0、VMnet1 及び VMnet8 もリストから選択できますが、通
常これらは順にブリッジ、ホストオンリー及び NAT 構成に使用されま
す。これらのスイッチをカスタム構成で使用するには、特別な手順が
必要です。他のスイッチを選択することをお勧めします。
注意 : 仮想マシンの管理を VirtualCenter が行っている場合は、[Named]
を選択し、リストからネットワークを選択してください。

5. [Finish] をクリックすると、新しいアダプタが追加されます。

6. [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。
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既存の仮想ネットワークアダプタの構成を変更するには、次の手順に従って
ください。

1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. 変更するアダプタを選択します。

3. [Bridged]、[NAT]、[Host-only]、[Custom] または [Named] のネットワー
クタイプから、、この仮想 NIC が使用する構成を選択します。

[Custom] を選択した場合は、そのネットワークで使用する VMnet 仮想
ネットワークをドロップダウンリストから選択します。

注意 : 仮想マシンの管理を VirtualCenter が行っている場合は、[Named]
を選択し、リストからネットワークを選択してください。

4. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

5. ゲスト OS が新しいネットワークで正しい IP アドレスを使用するよう
に構成されているか確認してください。ゲストが DHCP を使用してい
る場合、リースを解放してから取得してください。IP アドレスを静的
に設定した場合は、ゲストに適切な仮想ネットワーク上のアドレスが
割当てられていることを確認してください。
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管理インターフェイスから仮想ネットワークアダプタを追加、構成
新しく仮想ネットワークアダプタを追加する際は、必ず仮想マシンをパワー
オフしてから、次の手順に従ってください。

1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックすると、[Add Device 
Wizard] が起動します。

2. [Network Adapter] をクリックすると、[Network Adapter] 画面が表示さ
れます。

3. 仮想マシンがパワーオンした時に、仮想 NIC に接続するようにするに
は [Connect at Power On] をクリックします。

4. [Virtual Device] リストで、 仮想マシンに使用するネットワークドライバ
を選択します。 vlanceドライバか vmxnetドライバのいずれかを選ん
でください。

5. 仮想 NIC が使用するネットワークのタイプを指定します。 [Bridged]、
[NAT]、[Host-only]、[Custom] または [Named] のいずれかを選択してく
ださい。

カスタムネットワークを選択した場合、リストから特定の仮想ネット
ワークを選択します。 

注意 : 仮想マシンの管理を VirtualCenter が行っている場合は、[Named]
を選択し、リストからネットワークを選択してください。

6. [OK] をクリックしてネットワークアダプタを追加します。 
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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. [Hardware] 画面の [Network Adapter] の箇所で [Edit] をクリックすると、
[Network Adapter] 画面が表示されます。

2. 仮想マシンがパワーオンした時に、仮想ネットワークアダプタに接続
するようにするには [Connect at Power On] をクリックします。

3. [Virtual Device] リストで、 仮想マシンに使用するネットワークドライバ
を選択します。 vlanceドライバか vmxnetドライバのいずれかを選ん
でください。

4. 仮想 NIC が使用するネットワークの種類を指定します。 [Bridged]、
[NAT]、[Host-only]、 [Custom] または [Named] をチェックしてくださ
い。

カスタムネットワークを選択した場合、リストから特定の仮想ネット
ワークを選択します。 

注意 : 仮想マシンの管理を VirtualCenter が行っている場合は、[Named]
を選択し、リストからネットワークを選択してください。

5. [OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
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Windows ホストで ブリッジネットワークオプションを構成 
ホストからブリッジ (Bridged) ネットワークの設定を表示、変更することが
可能です。この操作によって、 ホストでブリッジネットワークを使用する全
仮想マシンの設定が変更されます。

次の手順で、ホスト上のどのネットワークアダプタをブリッジネットワーク
に使用するか指定することができます。特定のネットワークアダプタを特定
の仮想ネットワーク (VMnet) にマッピングすることが可能です。

1. VMware 仮想マシンコンソールを起動します。

2. [Host] - [Virtual Network Settings] を選択します。 

仮想ネットワークエディタが、[Summary] タブがアクティブの状態で
表示されます。 

3. デフォルトで、VMnet0 仮想ネットワークはブリッジモードに設定され
ており、ホストコンピュータ上で有効なイーサネットアダプタの 1 つ
にブリッジ接続されます。

使用されるアダプタは自動的に選出されます。 フォールトトレランス
（耐障害性）が機能するため、GSX Server にブリッジの利用可能物理
ネットワークアダプタを選ばせることをお勧めします。例えば、ホス
トからプラグが抜けていたり、取り外されたりしていて、ネットワー
クアダプタが利用できなくなった場合、 ネットワークブリッジは自動的
にホスト上の他のネットワークアダプタに切り替えます。

[Automatic Bridging]( 自動ブリッジ ) タブのオプションを使用して、選
択するアダプタを制限することができます。

（GSX Server でホストオンリーネットワークや NAT が有効になっている
場合、それぞれ VMnet1 と VMnet8 がデフォルトの仮想ネットワークと
して表示されます。）
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4. VMnet0 がブリッジ接続を試みるアダプタの一覧から特定の物理イーサ
ネットアダプタを削除し、接続されないようにするには、[Automatic 
Bridging] タブをクリックします。 

[ 追加 ] をクリックして該当するアダプタを除外するデバイスの一覧に
登録すれば、そのイーサネットアダプタは接続対象から除外されます。

[ Choose Network Adapters ] ダイアログボックスで除外するアダプタを
選択し、[OK] をクリックします。

除外アダプタの一覧から特定のアダプタを削除して接続可能にするに
は、一覧から該当するアダプタ名を選択して [Remove] をクリックしま
す。
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使用のホストでネットワークアダプタチームを使用している場合、ブ
リッジネットワークから物理ネットワークアダプタを排除することが
できます。 ネットワークアダプタチームについての詳細は「ホストで
チームネットワークインターフェイスカードを使用する時のブリッジ
ネットワークの構成 (P.282)」を参照ください。

5. 物理イーサネットアダプタを VMnet2 ～ VMnet7 の仮想スイッチ上のブ
リッジネットワーク向けに使用するように指定する場合は [Host Virtual 
Network Mapping]( ホスト仮想ネットワーク割り当て ) タブをクリック
します。

使用する仮想スイッチ名の横にあるドロップダウンリストから、アダ
プタを選択します。

ホストでネットワークアダプタチームを使用している場合は VMnet0 に
チーム NIC を選べます。

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
ワークを使用したネットワーク接続を失うことになります。 この場合、
影響を受ける各仮想マシンのネットワークアダプタの設定を個別に変
更しなければなりません。特に、ホストに物理イーサネットアダプタ
が 1 つしか設定されておらず、それを VMnet0 以外の VMnet に割り当
て直した場合は、問題が生じます。VMnet は依然として自動的に選択
されたアダプタにブリッジ接続されているように見えますが、使用可
能な唯一のアダプタが別の VMnet に割り当てられているという事態が
生じてしまうからです。
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6. 仮想ネットワークのサブネット設定あるいは DHCP 設定を変更するに
は、構成したい仮想ネットワークの右側のボタンをクリックして、
[Subnet] か [DHCP] を選択します。

サブネット (Subnet) の変更

[Subnet] ダイアログボックスで、サブネットの IP アドレスやサブネッ
トマスクを変更することができます。

ここで指定するアドレスは、サブネットマスクでの使用に適した有効
なネットワークアドレスでなければなりません。 

デフォルトのサブネットマスクは 255.255.255.0（クラス Cネットワーク）
です。つまり、変更が必要なのは通常 IP アドレスの 3 番目の数字、例え
ば 192.168.x.0 や 172.16.x.0 の x の箇所だけです。一般的にサブネットマス
クは変更しないでください。カスタマイズされたサブネットマスクでは、
特定の仮想ネットワークサービスが正常に動作しないことがあります。 

ネットワークアドレスやサブネットマスクを変更すると、GSX Server
はその仮想ネットワーク上の他のコンポネント（ DHCP、NAT 及びホス
ト仮想アダプタ）向け IP アドレスの設定も自動的に新しい設定を反映
するように更新します。自動的に更新される設定には、DHCP リースの
範囲、DHCP サーバアドレス、NAT ゲートウェイアドレス及びホスト
仮想アダプタの IP アドレスが含まれます。ただし、これらの設定を一
度デフォルトから変更すると、後でデフォルトに設定を戻した場合で
も、GSX Server はそれをカスタム設定とみなし、その設定を自動更新
しません。
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DHCP 設定の変更

[DHCP Settings] ダイアログでは、特定の仮想ネットワークで DHCP
サーバが提供する IP アドレスの範囲を変更することができます。また、
仮想ネットワーク上のクライアントに提供されるリースの有効期間を
設定することも可能です。

7. [VMware Network Configuration] ダイアログボックスの各パネルで必要
な変更をすべて行ったら、[OK] をクリックします。

ホスト仮想アダプタの有効、無効、追加、及び削除
GSX Server をインストールすると、ホストオンリー (Host-only) ネットワー
クと NAT ネットワークのそれぞれに接続するために必要な 2 つのネット
ワークアダプタがホスト OS の構成に追加されます。 

これらのアダプタを使用しない場合は、削除することができます（Windows
がホストの場合、削除する代わりにアダプタを無効にすることも可能です）。
余分なアダプタにもブロードキャストパケットが送信されるため、使用しな
いアダプタが存在すると、パフォーマンスが多少低下します。Windows の
ネットワークを使用する時に、ネットワークの検索スピードが通常より低下
する可能性があります。また場合によっては、このようなアダプタがホスト
コンピュータのネットワーク構成に不正に干渉するかもしれません。 
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Windows ホストでホスト仮想アダプタを無効にする
仮想ネットワークエディタを使って不要なアダプタを無効にします。 

1. [Host] - [Virtual Network Settings] - [Host Virtual Adapters] を選択します。

2. 無効にしたいアダプタを選択します。

3. [Disable adapter] をクリックします。

4. [OK] をクリックします。

Windows ホストで無効になっているホスト仮想アダプタを有効にする
Windows ホストのホスト仮想アダプタを有効にするには、次の手順に従っ
てください。

1. [Host] - [Virtual Network Settings] - [Host Virtual Adapters] を選択します。

2. 有効にする無効のアダプタを選択します。

3. [Enable adapter] をクリックします。

4. [OK] をクリックします。

Windows ホストにホスト仮想アダプタを追加する
Windows ホストでホスト仮想アダプタを追加するには、次の手順に従って
ください。

1. [Host] - [Virtual Network Settings] - [Host Virtual Adapters] を選択します。

2. [Add new adapter] をクリックします。

3. アダプタを使用する仮想ネットワークを選択し、[OK] をクリックしま
す。

4. [Apply] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。
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Windows ホストからホスト仮想アダプタを削除する
Windows ホストからホスト仮想アダプタを削除するには、以下の手順に
従ってください。

1. [Host] - [Virtual Network Settings] - [Host Virtual Adapters] を選択します。

2. 削除するアダプタを選択して [Remove adapter] をクリックします。

3. [OK] をクリックします。

Linux ホストからホスト仮想アダプタを削除する
Linux ホストからホスト仮想アダプタを削除するには、以下の手順に従って
ください。

1. root の権限で、GSX Server 構成プログラムを実行します。
su -
vmware-config.pl

注意 : vmware-config.pl 構成プログラムが GSX Server を正しく
構成するためには、全仮想マシンがシャットダウンされていなければ
なりません。稼動中の仮想マシンがあれば、プログラムが自動的に
シャットダウンを行います。

2. 次のような質問が表示されます。
Do you want networking for your Virtual Machines? (yes/
no/help) [yes]

仮想マシンでネットワークを引き続き使用したい場合は、[Yes] と回答
してから次の質問に進みます。

[No] と回答すると、すべてのネットワークが削除されます。

3. [Yes] と回答すると、ネットワーク構成の編集にウィザードとエディタ
のどちらを使用するか指定するように促すプロンプトが表示されます。
ここで [editor] を選択してください。仮想ネットワークアダプタをす
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べて消去することなく、その一部を削除するには、この方法しかあり
ません。
Would you prefer to modify your existing networking 
configuration using the wizard or the editor? (wizard/
editor/help) [wizard] editor

4. 既に構成されている仮想ネットワークの一覧が表示されます。無効に
したいアダプタに対応するネットワークを選択してください。
The following virtual networks have been defined:

. vmnet0 is bridged to eth0

. vmnet1 is a host-only network on subnet 172.16.155.0.

. vmnet8 is NAT network on a private subnet 172.16.107.0.

Which virtual network do you wish to configure? (0-99) 1

5. 仮想ネットワークを変更しないように促すプロンプトが表示されるこ
とがあります。それでも削除する場合は、質問に [Yes] と回答します。

The network vmnet1 has been reserved for a host-only 
network. You may change it, but it is highly recommended 
that you use it as a host-only network. Are you sure you 
want to modify it? (yes/no) [no] yes

6. 仮想ネットワークのタイプを聞かれますので、[None] を選択すると、
その仮想ネットワークが削除されます。
What type of virtual network do you wish to set vmnet1? 
(bridged,hostonly,nat,none) [hostonly] none
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ネットワーク構成上級編
ここでは高度なネットワーク構成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 IP アドレスを指定 
(P.272)

• ホストオンリーネットワークでの IP パケットの漏洩防止 (P.275)

• 仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更 (P.277)

• Linux ホスト上ホストオンリーネットワークのルーティング情報の管理 
(P.279)

• Linuxh ホスト上のホストオンリーネットワークに関する他の潜在的問
題点 (P.280)

• Linuxホストで2番目のブリッジ ネットワークインターフェイスを設定 
(P.281)

• ホストでチームネットワークインターフェイスカードを使用する時の
ブリッジネットワークの構成 (P.282)

• 2 つの異なるホストオンリーネットワークの設定 (P.284)

• ２つのホストオンリーネットワーク間のルーティング (P.287)

• Linux ホスト上のプロミスキャスモードで仮想イーサネットアダプタを
使用 (P.291)

ホストオンリーネットワーク または NAT構成で IPアドレスを
指定
ホストオンリー (Host-only) ネットワークは、プライベートな仮想ネット
ワークです。ホストとホストオンリーネットワークに設定された仮想マシン
はすべて、同じ仮想スイッチを使ってこのネットワークに接続されます。 通
常、このプライベートネットワーク上のマシンはすべて TCP/IP プロトコル
を使用しますが、他のコミュニケーションプロトコルを使用することも可能
です。 

NAT( ネットワークアドレス変換 ) 構成もプライベートなネットワークを使
用します。 これは TCP/IP ネットワークでなければなりません。NAT に構成
されている仮想マシンは、同じ仮想スイッチを使ってそのネットワークに接
続されます。ホストコンピュータもホスト仮想アダプタを使って NAT が使
用するプライベートネットワークに接続されます。
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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 GSX Server が提供する DHCP
サーバを使って行われます。このサーバは、ブリッジ (Bridged) ネットワー
クに常駐する仮想（または物理）マシンにはサービスを提供しませんので、
注意してください。

DHCP サーバが割り当てるものとは別のアドレスを一覧から「静的に」割り
当てることも可能です。

GSX Server のインストール時にホストオンリーネットワークを有効にする
と、その仮想ネットワークに使用するネットワーク番号が、未使用のプライ
ベート IP ネットワーク番号として自動的に選択されます。どのネットワー
クが使用されているかを確認するには、Windows がホストの場合、[Host] - 
[Virtual Network Settings] を選択し、該当する仮想ネットワークに割当てら
れているサブネット番号を確認します。Linux ホストでは、ターミナルから
ifconfigを実行してください。 

NAT 構成も、GSX Server のインストール時に自動的に選択される未使用の
プライベートネットワークを使用します。使用されているネットワークを確
認するには、Windows がホストの場合、[Host] - [Virtual Network Settings] を
選択して、どの仮想ネットワークに関連付けられているサブネット番号を
チェックしてください。Linux がホストの場合、ターミナルから ifconfig

を実行してください。 

DHCP を使った IP アドレスの割り当ては、静的にアドレスを割り当てる場
合に比べて、より多くのプロセスが自動的に実行されるため、簡単に行うこ
とができます。例えば、ほとんどの Windows の OS は、ブート時に DHCP
を使用するように最初から設定されています。このため、 Windows の仮想
マシンは最初にブートされた時からネットワークに接続することができ、特
別な構成作業を必要としません。ただし、仮想マシン同士の通信に IP アド
レスではなく名前を使いたい場合、プライベートネットワークにネーミング
規約かネームサーバ、あるいはその両方を設定しなければなりません。この
場合は、静的な IP アドレスを使用したほうが容易かもしれません。

一般的に、頻繁にあるいは長期にわたって使用する仮想マシンには、静的な
IP アドレスを割り当てるか、仮想マシンに常に同じ IP アドレスを割り当て
るように VMware DHCP サーバを構成した方が便利です。 

Linux ホストで DHCP サーバを構成
Linux がホストの場合、VMnet1 の DHCP 構成ファイル (/etc/vmware/
vmnet1/dhcp/dhcp.conf ) を編集してホストオンリー (Host-only) 向けの
DHCP サーバを構成します。NAT ネットワーク向けの DHCP サーバを構成す
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るには、VMnet8 の構成ファイル (/etc/vmware/vmnet8/dhcp/
dhcp.conf ) を編集します。

DHCP サーバ構成ファイル の編集には、特定の情報が要求されます。これ
らの情報は、DHCP サーバのドキュメントから直接収集することをお勧めし
ます。マニュアルページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8) を参照してくださ
い。 

Windows ホストで DHCP サーバを構成
Windows ホストでは、仮想ネットワークエディタ ([Host] - [Virtual Network 
Settings] - [DHCP]) を使用して DHCP サーバの構成を行います。

設定を変更したい仮想ネットワークを選択し、[Properties] をクリックしま
す。

必要な変更を行なったら、[OK] をクリックします。

IP アドレス割り当て方法の選択
長期にわたって使用する仮想マシンでなければ、DHCP に自動的に IP アド
レスを割り当てさせて構いません。 
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ホストオンリーネットワークまたは NAT ネットワークごとに、利用可能な
IP アドレスが次ページの表に示される規約に従って分配されます。表の 
<net> は、ホストオンリーネットワークまたは NAT ネットワークに割り当
てられたネットワーク番号を指します。GSX Server 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。

ホストオンリー (Host-only) ネットワークでのアドレス利用 

NAT ネットワークでのアドレス利用

ホストオンリーネットワークでの IP パケットの漏洩防止
ホストオンリー (Host-only) 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

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホストマシン 192.168.0.1 

 <net>.2-–<net>.127 静的アドレス 192.168.0.2–192.168.0.127 

 <net>.128–<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128–192.168.0.253

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254

 <net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホストマシン 192.168.0.1 

<net>.2 NAT デバイス 192.168.0.2

 <net>.3-–<net>.127 静的アドレス 192.168.0.3–192.168.0.127 

 <net>.128–<net>.253 DHCPが割り当て 192.168.0.128–192.168.0.253 

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 
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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 2000 を使用しているシステムは、そのシス
テム宛てに送信されていない IP パケットを転送することができます。 ただ
し、このようなシステムは、デフォルトで IP パケット転送機能が無効に
なっています。

Windows 2000 のホスト上に設定されたホストオンリーネットワークからパ
ケットが漏洩しているのを発見した場合は、ホストマシンで転送機能が有効
になっていないか確認してください。有効になっている場合は、無効にしま
す。

[ スタート ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ルーティングとリモートアクセ
ス ] を開きます。左側のアイコンにはホスト名が記載されています。アイコ
ンに緑の点が付いていれば、IP 転送機能がオンになっています。オフにす
るには、アイコンを右クリックし、[ ルーティングとリモートアクセス ] を
無効にします。 すると赤い点が表示され、IP 転送機能は無効になります。

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てく
ださい。有効になっている場合は、無効にします。 

Linux システムの多くは、/proc/sys/net/ipv4/ip_forwardという特
殊なファイルに「０（ゼロ）」を書き込んで転送機能を無効にします。root
の権限で、次のコマンドを入力してください。

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

システム構成オプションで転送機能の設定を行うことができる Linux システ
ムもあります。設定方法は Linux ディストリビューションによって異なりま
す。カーネルをコンパイルする時にコントロールパネルを使って設定を行っ
たり、システムのブート時に指定値を入力したりします。使用中のディスト
リビューションでの設定方法に関する詳細は、ご使用のオペレーティングシ
ステムが提供するマニュアルを参照してください。

フィルタの使用
ホストコンピュータに複数のネットワークアダプタが構成されている場合、
システムが IP 転送を実行するように故意に設定されていることがあります。 
この場合は、転送機能をそのまま有効にしておく必要があるかもしれません。 
そのような場合は、パケットの漏洩を防ぐため、パケットフィルタ機能を有
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効にして、ホストオンリーネットワークからパケットがホストコンピュータ
の外に送信されないように指定しなければなりません。パケットフィルタの
構成方法に関する詳細は、OS が提供するドキュメントを参照してください。 

仮想マシンからの漏洩
仮想マシンからパケットが漏洩することもあります。例えば、仮想マシンで
ダイヤルアップネットワークのサポートを利用していて、パケット転送が有
効になっている場合、ホストオンリーネットワークの通信が ダイヤルアッ
プ接続を通じて漏洩することがあります。

漏洩を防止するには、必ずゲスト OS でパケット転送を無効にしてください。

仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更
仮想マシンをオンにすると、GSX Server は各仮想ネットワークアダプタに
イーサネット MAC アドレスを自動的に割り当てます。MAC は、メディア
アクセスコントロール（media access control）の略称です。MAC アドレス
は、各イーサネット ネットワークデバイスに割り当てられる独自のアドレ
スです。

仮想マシンには、ホストシステム内の独自の MAC アドレスが必ず割り当て
られます。ほとんどの場合、仮想マシンを移動したり、その構成ファイルの
特定の設定に変更を加えたりしない限り、同じ仮想マシンにはオンにする度
に同じ MAC アドレスが割り当てられます（仮想マシンの構成ファイルのパ
スとファイル名が同じでなければなりません）。

さらに、GSX Server 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
しても自動的に独自の MAC アドレスを割り当てようとしますが、必ずしも
成功する訳ではありません。

MACの変更を防止
特定の仮想マシンに割り当てられる MAC アドレスの自動変更を防止するに
は、仮想マシンの構成ファイルを移動しないでください。構成ファイルを別
のホストや同一ホスト上の別のロケーションに移動すると、MAC アドレス
が変更されてしまいます。

また、仮想マシン構成ファイルの特定の設定を変更することも避けてくださ
い。構成ファイルを手作業で編集せず、仮想イーサネットアダプタの削除も
行わなければ、設定は変更されません。 手作業で構成ファイルの編集を行う
場合は、次のオプションを削除、変更しないでください。

ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset
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uuid.location
uuid.bios
ethernet[n].present

上記のオプションで [n]には仮想イーサネットアダプタの番号が入ります
（例：ethernet0）。 

注意 : 仮想イーサネットアダプタの MAC アドレスを維持するには、アダプ
タを削除しないように気を付けることも大切です。アダプタを削除してから
再び作成すると、異なる MAC アドレスが割り当てられる可能性がありま
す。

手作業でMACアドレスを割り当て
仮想マシンを移動しても、特定の仮想マシンには必ず同じ MAC アドレスが
割り当てられるようにしたい場合、あるいは ネットワークで接続された環
境内のすべての仮想マシンに確実に独自の MAC アドレスが割り当てられる
ようにする場合は、 GSX Server で自動的に割り当てる代わりに、アドレスを
手作業で割り当てることができます。

手作業で仮想マシンに同じ独自の MAC アドレスを割り当てるには、テキス
トエディタを使って仮想マシンの構成ファイルから下記の 3 行を削除し、1
行を追加します。構成ファイルには、ファイル名の終わりに .vmxの拡張子
が付けられています。Linux ホストで旧 VMware 製品を使って作成した仮想
マシンの場合、構成ファイルに .cfgの拡張子が付けられていることがあり
ます。

次の記述で始まる 3 行を削除してください。
ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset

上記オプションの [n]の箇所には仮想イーサネットアダプタの番号が入りま
す（例：ethernet0）。 

次に下記の行を構成ファイルに追加します。
ethernet0.address = 00:50:56:XX:YY:ZZ 

ここで、XXは 00hと 3Fh間の有効な 16 進数でなければなりません。ま
た、YY及び ZZは 00hと FFh間の有効な 16 進数でなければなりません。 
GSX Serer の仮想マシンは任意の MAC アドレスをサポートしないため、上
記のフォーマットを使用する必要があります。

XX:YY:ZZ がハードコードされたアドレス間で 唯一のアドレスになるよう
に（つまり、XXを 00hと 3Fh間の有効な 16 進数、YY及び ZZを 00hと
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FFh間の有効な16進数に）設定すれば、 自動的に割り当てられたMACアドレ
スと手作業で割り当てたものとが競合することがありません。

Linuxホスト上ホストオンリーネットワークのルーティング情
報の管理 
ホストオンリー (Host-only) ネットワークは完全に独立したネットワークで、
このネットワークに関連付けられたネットワークインターフェイス 
(VMnet1) を備えています。このインターフェイスはホスト OS のブート時
に「up」となります。この結果、ホスト OS 上で機能する、 routedや
gatedといったルーティングサーバプロセスは、処理を実行しないように構
成しない限り自動的にこのネットワークを検出し、ネットワークへのルート
情報を提供してしまいます。

ルーティング情報を受信するためだけにプロセスを実行しているのであれ
ば、 -qオプションでこれらのプロセスを実行し、ルーティング情報を受信
するだけで提供しないように設定すれば、この問題は簡単に解決します。

しかし、ルーティング情報を提供するためにプロセ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プログ
ラムを構成する必要があります。

ただし、多くの Linux ディストリビューションが提供している routedの
バージョンでは、 インターフェイスが情報を提供しないように指定するオプ
ションをサポートしていません。routedの最近のバージョンを使用してい
る場合は、マニュアルページ routed(8) を参照してください。

gatedの場合は、構成が必要です。 VMnet1 インターフェイスをあらゆるプ
ロトコル活動から削除しなければなりません。gatedを使用するマルチ
ホームシステム上の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
要がある場合、その過程で問題が生じた時は下記の URL でサポートリクエ
ストを提出して、弊社のテクニカルサポート（ www.vmware.com/

requestsupport）に連絡してください。
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Linuxh ホスト上のホストオンリーネットワークに関する他の
潜在的問題点 

ホストオンリー (Host-only) ネットワークの構成時に直面する一般的な問題を
次に挙げています。

GSX Server をインストール後、Linux ホストの DHCPD が動作しなくなった
GSX Server をインストールする前に DHCP サーバプログラムの dhcpdを実
行していた場合、恐らくマシンに存在するすべてのネットワークインター
フェイス上でクライアントからの DHCP リクエストに応答するように構成
されているはずです。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、 このインターフェイス向けのサブネットの指定が dhcpdの構成
ファイルになければ、（dhcpdがインターフェイスを通じて送信されたメッ
セージに応答しないように設定されていても）dhcpd実装の一部がアボー
トします。

この問題に対処するには、dhcpdの構成ファイルに次のラインを追加して
ください。

subnet <net>.0 netmask 255.255.255.0 {}

<net> は、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（例えば 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します。

もう 1 つの対処法として、プログラムを起動する時に dhcpdが応答する
ネットワークインターフェイスの一覧を登録することもできます。例えば、
マシンにイーサネットインターフェイス eth0が 1 つだけ設定されている場
合、dhcpdを起動する度にコマンドラインにこれを表示します。

dhcpd eth0 

これによって、dhcpdがすべての利用可能なネットワークインターフェイ
スを検出することを防止できます。

上記の対処方法でも DHCP サーバプログラムが正常に動作しない場合は、
旧式のプログラムを使用している可能性があります。この場合、 ISC 社の
Web サイト （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。
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DHCP とダイナミックドメイン名サービス (DDNS) 
DHCP は IP アドレスだけでなく、ネームサーバを実行しているホストの ID
や最短距離にあるルーター / ゲートウェイといった情報を発信するために使
用することもできます。 ただし、GSX Server で使用される DHCP サーバは、
割り当てる IP アドレスとクライアント名とをダイナミックに関連付ける

（つまり DNS サーバを DDNS を使って更新する）方法を提供していません。

このため、名前を使って他の仮想マシンと通信したい場合は、VMnet1 向け
の DHCP 構成ファイル（/etc/vmware/vmnet1.conf）を編集するか、ホ
スト名に静的に関連付けられた IP アドレス を使用してください。DHCP
サーバ構成ファイルの編集に必要な情報は、 DHCP サーバのドキュメントか
ら直接収集してください。マニュアルページ dhcpd(8)と
dhcpd.conf(8) を参照してください。 

Linuxホストで2番目のブリッジ ネットワークインターフェイ
スを設定 
ホストコンピュータにイーサネットアダプタが２つインストールされてお
り、それぞれが異なるネットワークに接続されている場合、仮想マシンを両
方のイーサネットアダプタとブリッジ接続させ、 どちらか１つまたは両方の
物理ネットワークにアクセスできるように設定したい場合があるかもしれま
せん。

複数のイーサネットアダプタが存在するホストに GSX Server をインストー
ルする場合、ブリッジ (Bridged) ネットワークを複数構成するオプションを
選ぶことができます。また、次のコマンドを実行すれば、いつでもブリッジ
ネットワークを追加構成できます。 
vmware-config.pl.

1. ホストで root (su) の権限により、GSX Server 構成プログラムを実行し
ます。
vmware-config.pl

注意 : vmware-config.pl構成プログラムが GSX Server を正しく
構成するためには、全仮想マシンがシャットダウンされていなければ
なりません。稼動中の仮想マシンがあれば、プログラムが自動的に
シャットダウンを行います。

2. 物理イーサネットアダプタが１つ以上構成されている場合、次のよう
なプロンプトが表示されますので、[yes] と回答してください。

The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to eth0
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Do you wish to configure another bridged network? 
(yes/no) [no]

3. 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。

4. 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。

ホストでチームネットワークインターフェイスカードを使用
する時のブリッジネットワークの構成 
ネットワークアダプタチーミング ( ２つ以上のネットワークインターフェイ
スカードが 1 つのネットワークインターフェイスカードとして作動し、
別々の単一デバイスとして認識されます。) は GSX Server ホストとホスト上
で稼動している仮想マシンにネットワークハードウェアフォルトトレランス
のレベルを提供します。 1 つの物理ネットワークアダプタが機能しない場合、
ホストと仮想マシンのネットワーク通信はチーム内の残りのネットワークア
ダプタを使用し続けることができます。

フォルトトレランスを提供する他の方法は、自動ブリッジを有効にしておく
方法です。この機能は Windows ホストのみで有効で、デフォルトで有効に
なっています。詳細については「Windows ホストで ブリッジネットワーク
オプションを構成 (P.264)」を参照ください。この方法は、負荷分散機能、
スイッチフォルトトレランス、ホスト上で稼動している必要なサービスへの
フォルトトレランス、あるいはアダプタをプライマリまたはセカンダリに指
定する能力に欠けているので、NIC チーミングの使用に比べて、制限されて
います。 

特定の NIC チーミングモードは、以下で解説するように負荷分散機能を提
供しています。

GSX Server ホストがチームネットワークインターフェイスカードを使用する
ように構成されており、使用の仮想マシンにブリッジネットワークを使用し
ている場合、ネットワーク設定を調節する必要があります。これには、
WMware ブリッ ジプロトコルをチーム NIC にバインドし、一方でホスト上
の個別の各物理 NIC からアンバインドしてください。「Windows ホストの設
定 (P.283)」を参照ください。

チーム NIC を使用して仮想マシンにネットワーク接続する前に、ホスト環
境でのネットワークチーミングの機能を十分に理解する必要があります。
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ネットワークアダプタチーミングのサポート
VMware は Windows ホストのチーム NIC を、NIC チーミング用に構成でき
るエンタープライズクラスネットワークアダプタでサポートします。使用し
たい特定のチームネットワークモード (802.3ad ダイナミック、802.3ad- ド
ラフト スタティック モードなど ) がある場合、そのモードをサポートする
アダプタを使用するのが良いでしょう。 

VMware は、Linux ホスト上の GSX Server のネットワークアダプタチームを
テスト、サポートしておりません。

GSX Server は、以下に示したモードでの Broadcom チーミングソフトウェア
と共に使用した場合、 チーミングされた Broadcom ベースのネットワークア
ダプタをサポートします。

• Generic Trunking (FEC/GEC/802.3ad-Draft Static)

• Link Aggregation (802.3ad)

• Smart Load Balance と Fail Over

GSX Server は、以下に示したモードでの Intel PROSet バージョン 6.4 以降
（32 ビットホスト）または PROSet version 10.0 以降（64 ビットホスト）と
共に使用する場合に、チーミングされた Intel ベースのネットワークアダプ
タをサポートします。

• Adapter Fault Tolerance

• Adaptive Load Balancing

• Static Link Aggregation （64 ビットホスト）

• FEC/802.3ad Static Link Aggregation （32 ビットホスト）

• GEC/802.3ad Static Link Aggregation （32 ビットホスト）

• IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation

注意 : Intel ベースのネットワークアダプタのチーミングを行う場合、
Express Teaming モードはサポートされません。 

Windows ホストの設定
チームネットワークアダプタとブリッジネットワークで Windows ホスト上
の GSX Server を使用する場合、VMware ブリッジプロトコルはチームネット
ワークアダプタにバインドされていなければならず、個々の物理ネットワー
クアダプタからはアンバインドされていなければなりません。次の手順を
行ってください。
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1. Windows のコントロールパネルを開き、｢ネットワーク接続 ]
（Windows Server 2003 ホスト）か、[ ネットワークとダイヤルアップ接
続 ]（Windows 2000 ホスト）を開きます。

2. ブリッジプロトコルをチーム NIC にバインドさせるには、チーム NIC
デバイスを右クリックし、[ プロパティ ] を選択します。[VMware 
Bridge Protocol] チェックボックスの選択を解除し、[OK] をクリックし
てプロパティシートを閉じます。

3. ブリッジプロトコルを、ブリッジネットワークに使用されている各物
理 NIC からアンバインドするには、NIC デバイスを右クリックし、[ プ
ロパティ ] を選択します。[VMware Bridge Protocol] を非選択状態にし、
[OK] をクリックしてプロパティシートを閉じます。 

別の方法として、仮想ネットワークエディタを使用して、チーム NIC を
VMnet0 にマップするか、GSX Server で自動ブリッジから物理アダプタを排
除することができます。 詳細は「Windows ホストで ブリッジネットワーク
オプションを構成 (P.264)」を参照ください。

チームネットワークモードの変更
チームネットワークモを作成する必要があります。仮想マシンの NIC チー
ミング設定の変更は行わないでください。 

注意 : 元のチームを削除する前に、チーミングソフトウェアがロックアッ
プするのを防ぐために、全てのホスト上の仮想マシンをパワーオフするかサ
スペンドしてください。

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 (Host-
only) ネットワークをセットアップする必要があります。

例えば、2 台の仮想マシンをホストオンリーネットワークに接続し、同時に
他の仮想マシンを別のホストオンリーネットワークに接続することで、各
ネットワークの通信を独立させることもできます。

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 がホストの場合、最初のホストオンリーネットワークは GSX 
Server をインストールする際に自動的に設定されます。

Linux がホストの場合、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、GSX Server をインストールした後に vmware-

config.plスクリプトを実行すると最初のホストオンリーネットワークが
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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、スクリプトをもう 1
度実行しなければなりません。

2 番目のホストオンリーネットワークを設定するには、使用のホストによっ
て、次の手順に従ってください。

Windows ホストに２番目のホストオンリーインターフェイスを設定
第２のホストオンリーネットワークを設定するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1. [Host] - [Virtual Network Settings] - [Host Virtual Adapters] を選択してく
ださい。

2. [Add new adapter] をクリックします。

3. 作成したアダプタを使用する仮想ネットワークを選択し、[OK] をク
リックします。

4. [Apply] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。

Linux ホストに２番目のホストオンリーインターフェイスを設定
1. root (su) の権限で、GSX Server 構成プログラムを実行します。

vmware-config.pl 

注意 : vmware-config.pl構成プログラムが GSX Server を正しく
構成するためには、全仮想マシンがシャットダウンされていなければ
なりません。稼動中の仮想マシンがあれば、プログラムが自動的に
シャットダウンを行います。

2. ウィザードを使って構成を変更します。NAT ネットワークに関する質
問の後で次のように聞かれますので、[Yes] と回答します。

Do you want to be able to use host-only networking in your 
virtual machines?

ウィザードが、ホストに既にセットアップされている Host-only ネット
ワークを報告します。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. ウィザードが次のように質問しますので、[Yes] と回答します。

Do you wish to configure another host-only network?

必要なホストオンリーネットワークを構成するまでこの手順を繰り返
してください。すべての構成が終了したら [No] と回答します。
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4. ウィザードで残りの作業を済ませてください。ウィザードが終了する
と、GSX Server が使用するサービスがすべて再開されます。

5. ifconfig を実行します。少なくとも 4 つのネットワークインター
フェイス（eth0、lo、 vmnet1、vmnet2）が存在するはずです。
VMnet インターフェイスがすぐに表示されない場合は、1 分ほど待っ
てからコマンドを再実行してください。これらの 4 つのインターフェ
イスは、個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があります。 

仮想マシンの構成
2 つのホストオンリーインターフェイス (VMnet1 と VMnet2) が設定されま
した。これで、次のいずれかの構成の仮想マシンを設定する準備ができまし
た。

1. 仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを 1 つ構成し、その仮想アダ
プタをデフォルトのホストオンリーインターフェイス (VMnet1) に接続
する場合

2. 仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを 1 つ構成し、その仮想アダ
プタを新しく作成したホストオンリーインターフェイス (VMnet2) に接
続する場合 

3. 仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを 2 つ構成し、その内 1 つを
デフォルトのホストオンリーインターフェイス (VMnet1) に、もう 1 つ
を新しく作成したホストオンリーインターフェイス (VMnet2) に接続す
る場合 

構成 1　デフォルトのホストオンリーインターフェイスに接続
1. 仮想マシンを作成するか、既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動して仮想マシンを開きます。

3. VMware 仮想マシンコンソール ([VM] - [Settings]) を使って構成を編集し
ます。

[NIC]-[Custom] を選択し、[VMnet1 (Host-only)] (Windows host) か
[/dev/vmnet1] (Linux host) を、右のドロップダウンリストから選択し
ます。

デバイスリストにネットワークアダプタがない場合は、[Add] をクリッ
クし、[Add Hardware Wizard] 使用して、アダプタを追加します。

構成 2　新しく作成したホストオンリーインターフェイスに接続
1. 仮想マシンを作成するか、既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動して仮想マシンを開きます。 
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3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って構成を編集します。

[NIC]-[Custom] を選択し、[VMnet 2 (Host-only)] (Windows host) か
[/dev/vmnet2] (Linux host) をドロップダウンリストから選びます。 

デバイスリストにネットワークアダプタがない場合は、[Add] をクリッ
クし、[Add Hardware Wizard] 使用して、アダプタを追加します。

構成 3　2つのホストオンリーインターフェイスに接続
1. 仮想マシンを作成するか、既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware GSX Server を起動して仮想マシンを開きます。 

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って構成を編集します。

デバイスリストから最初のネットワークアダプタを選択し、[Custom]
を選びます。[ VMnet1 (Host-only) ](Windows host) か [ /dev/vmnet1] 
(Linux host) をドロップダウンリストからを選択します。 デバイスリス
トから 2 番目のネットワークアダプタを選択し、[Custom] を選びます。
[VMnet 2 (Host-only)] (Windows host) か [/dev/vmnet2] (Linux host) を右
のドロップダウンリストから選択します。

1 つ以上のネットワークアダプタの追加が必要な場合、[Add] をクリッ
クして、[Add Hardware Wizard] を使用してアダプタを追加します。

ここまで作業を終えたら、仮想マシンをオンにしてゲスト OS をインストー
ルできます。構成 1 と 2 では AMD PCNet Family Adapter が 1 つ、構成 3 で
はゲスト内に AMD PCNet Family Adapter が２つ構成されます。実際のコン
ピュータ上の物理アダプタの場合と同様に、イーサネットアダプタを構成し
て、各アダプタに該当する VMnet サブネット上の IP アドレスを設定しま
す。

Windows ホストでは、コマンドプロンプトを表示して ipconfig /allを
実行すれば、各ホストオンリーネットワークが使用中の IP アドレスを確認
できます。

Linux ホストでは、ターミナルを表示して ifconfig を実行すれば、各ホス
トオンリーネットワークが使用中の IP アドレスを確認できます。

２つのホストオンリーネットワーク間のルーティング
仮想マシンを使って複雑なテスト用ネットワークを構築する場合、2 つの独
立したホストオンリーネットワークを構成し、その間にルーターを設定する
ことがあるかもしれません。
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これには、ルーターソフトウェアをホストコンピュータで実行する方法と、
独自の仮想マシンで実行する方法と２つのアプローチがあります。どちらの
場合も、ホストオンリーインターフェイスが２つ必要です。

ここでは、各ホストオンリーネットワークに仮想マシンが 1 台しかない単
純な構成で説明を行っています。必要に応じて仮想マシンやホストオンリー
ネットワークを追加して、より複雑な構成を設定することが可能です。

最初のホストオンリーインターフェイスの設定
Windows がホストの場合、最初のホストオンリーネットワークは GSX 
Server をインストールする際に自動的に設定されます。

Linux がホストの場合、 ホストオンリーネットワークの使用に同意していれ
ば、GSX Server 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、スクリプトをもう 1 度実行しなければなりませ
ん。

２番目のホストオンリーインターフェイスの設定（Windows ホスト）
次の手順で、Windows ホストに第２のホストオンリーインターフェイスを
設定します。

1. [Host] - [ Virtual Network Settings] - [Host Virtual Adapters] を選択します。

2. [Add new adapter] をクリックします。

3. 作成したアダプタを使用する仮想ネットワークを選択して、[OK] をク
リックします。

4. [Apply] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。

２番目のホストオンリーインターフェイスの設定 （Linux ホスト）
1. root (su) の権限で、GSX Server 構成プログラムを実行します。

vmware-config.pl

注意 : vmware-config.pl 構成プログラムが GSX Server を正しく
構成するためには、全仮想マシンがシャットダウンされていなければ
なりません。稼動中の仮想マシンがあれば、プログラムが自動的に
シャットダウンを行います。
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2. ウィザードを使って構成を変更します。NAT ネットワークに関する質
問の後で次のように聞かれますので、[Yes] と回答します。

Do you want to be able to use host-only networking in your 
virtual machines?

ウィザードが、ホストに既にセットアップされているホストオンリー
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. ウィザードが次のように質問しますので、[Yes] と回答します。

Do you wish to configure another host-only network?

必要なホストオンリーネットワークを構成するまでこの手順を繰り返
してください。すべての構成が終了したら [No] と回答します。

4. ウィザードを終了して、GSX Server が使用するサービスがすべて再開
されます。

5. ifconfig を実行します。少なくとも 4 つのネットワークインター
フェイス（eth0、lo、 vmnet1、vmnet2）が存在するはずです。
VMnet インターフェイスがすぐに表示されない場合は、1 分ほど待っ
てから、コマンドを再実行してください。これらの 4 つのインターフ
フェイスは、個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があり
ます。

仮想マシンの構成
2 つのホストオンリーインターフェイスが設定されました。どちらも独自の
仮想スイッチ (VMnet1 と VMnet2) に接続されています。これで、仮想マシ
ンを作成、構成し、適切な仮想スイッチに接続する準備ができました。

仮想マシン 1　デフォルトのホストオンリーインターフェイスに接続
1. 仮想マシンを新規作成するか、既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って構成を編集します。

[NIC] - [Custom] を選択し、[VMnet 1(Host-only)] (Windows ホスト ) か
[/dev/vmnet2] (Linux ホスト ) をドロップダウンリストから選びます。

デバイスリストにネットワークアダプタがない場合は [Add] をクリッ
クし、[Add Hardware Wizard] 使用して、アダプタを追加します。

仮想マシン 2　新しく作成されたホストオンリーインターフェイスに接続
1. 仮想マシンを新規作成するか、既存の仮想マシンを使用します。
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2. VMware 仮想マシンコンソールを起動し仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って構成を編集します。
[NIC] - [Custom] を選択し、[VMne2 (Host-only)] (Windows ホスト ) か
[/dev/vmnet2] (Linux ホスト ) を、右のドロップダウンリストから選択
します。

デバイスリストにネットワークアダプタがない場合は、[Add] をクリッ
クし、[Add Hardware Wizard] 使用して、アダプタを追加します。

ホストコンピュータでルーターを実行する予定であれば、次の項はスキップ
してください。

仮想マシン 3　2つのホストオンリーインターフェイスに接続
ルーターを仮想マシンで実行する予定であれば、そのために使用する 3 番
目の仮想マシンが必要です。

1. 仮想マシンを新規作成するか、既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware 仮想マシンコンソールを起動して仮想マシンを開きます。 

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を使って構成を編集します。

デバイスリストから最初のネットワークアダプタを選択し、[Custom]
を選択します。2 番目のネットワークアダプタをデバイスリストから選
び、[Custom] を選択します。次に [VMne2 (Host-only)] (Windows ホス
ト ) か [/dev/vmnet2] (Linux ホスト ) を、右のドロップダウンリストか
ら選択します。

ネットワークアダプタを追加する必要がある場合は、[Add] をクリック
します。[Add Hardware Wizard] を使用してアダプタを追加します。

次にホストと仮想マシンにネットワークコンポーネントを構成します。これ
には、全仮想マシンに静的 IP アドレスを使用する方法をお勧めします。

1. VMnet DHCP サーバのサービスを停止します。

Windows がホストの場合 : [Host] - [Virtual Network Settings] - [DHCP] を
選択し、[Stop service] をクリックします。

Linux がホストの場合 : 次のコマンドで vmnet-dhcpdサービスを中
止します。
killall -TERM vmnet-dhcpd

2. 各仮想マシンにゲスト OS をインストールします。

3. ホストコンピュータか 3 番目の仮想マシンにルーターのソフトウェア
をインストールします（アプローチによって異なります）。 
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4. 最初の 2 台の仮想マシンにネットワークを構成し、該当するホストオ
ンリーネットワーク上のアドレスを使用するように設定します。

Windows ホストでは、コマンドプロンプトを表示して
ipconfig /all を実行すれば、各ホストオンリーネットワークが使用
中の IP アドレスを確認できます。

Linux ホストでは、ターミナルを表示して ifconfigを実行すれば、 各
ホストオンリーネットワークが使用中の IP アドレスを確認できます。

5. ホストコンピュータでルーターを実行する場合は、ホストコンピュー
タ上のホストオンリーアダプタのアドレスに基づいてデフォルトの
ルーターアドレスを割り当てます。最初の仮想マシンのネットワーク
構成では、デフォルトのルーターアドレスは VMnet1 に接続されてい
る ホストオンリーアダプタの IP アドレスです。 2 番目の仮想マシンの
ネットワーク構成では、デフォルトのルーターアドレスは VMnet2 に接
続されている ホストオンリーアダプタの IP アドレスです。

3 番目の仮想マシンでルーターを実行する場合、最初の 2 台の仮想マシ
ンに 3 番目の仮想マシンが使用するアドレスに基づくデフォルトの
ルーターアドレスを設定します。最初の仮想マシンのネットワーク構
成では、デフォルトのルーターアドレスは VMnet1 に接続されている 3
番目の仮想マシンのイーサネットアダプタの IP アドレスです。 2 番目の
仮想マシンのネットワーク構成では、デフォルトのルーターアドレス
は VMnet2 に接続されている 3 番目の仮想マシンのイーサネットアダプ
タの IP アドレスです。

ここまで作業が終了したら、仮想マシン No.1 と No. ２からルーターのマシ
ンに PING が通るはずです。またルーターソフトウェアが正しく設定されて
いれば、仮想マシン No.1 と No. ２の間で通信することができます。

Linux ホスト上のプロミスキャスモードで仮想イーサネット
アダプタを使用
GSX Server では、ユーザーにその設定を行う権限がない限り、仮想イーサ
ネットアダプタを プロミスキャスモードにすることは許可されません。こ
れは、root しかネットワークインターフェイスをプロミスキャスモードに
できないという一般的な Linux の慣例に従ったものです。 

GSX Server をインストールし構成するには、root の権限が必要です。GSX 
Server は root の所有権と root のグループ所有権で VMnet デバイスを作成し
ます。つまり、そのデバイスに対して読み取り / 書き込み許可を持つのは
root です。
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仮想マシンのイーサネットアダプタをプロミスキャスモードに設定するに
は、VMnet デバイスに対して読み取り / 書き込みアクセス権も持つ root の
権限で GSX Server を起動しなければなりません。例えば、Bridged ネット
ワークを使用している場合、/dev/vmnet0へのアクセス権が必要です。

他の一部のユーザーに VMnet デバイスに対する読み取り / 書き込みアクセ
ス権を許可するには、新しいグループを設定して、該当するユーザーをその
グループに追加し、該当するデバイスに対する読み取り / 書き込みアクセス
権をそのグループに許可します。この変更は、ホスト OS で root (su -) の
アカウントから行います。例えば、次のようなコマンドを入力します。

chgrp <newgroup> /dev/vmnet0

chmod g+rw /dev/vmnet0

ここで <newgroup> は vmnet0をプロミスキャスモードに設定できるグ
ループを指します。

全ユーザーが仮想イーサネットアダプタ（この例では /dev/vmnet0）をプ
ロミスキャスモードに設定できるようにするには、次のコマンドをホスト
OS で root として実行します。

chmod a+rw /dev/vmnet0
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NAT の概念
ネットワークアドレス変換つまり NAT は、ホストで使用可能なほとんどあ
らゆるタイプのネットワーク接続を利用して、仮想マシンがほとんどのクラ
イアントアプリケーションを使用できるようにする簡単な方法を提供しま
す。ただし唯一の要件として、ネットワーク接続が TCP/IP をサポートして
いる必要があります。

利用できる IP アドレスが限られている場合、あるいは非イーサネット ネッ
トワークアダプタでネットワークに接続されている場合、NAT が威力を発
揮します。NAT は、プライベートな VMnet ネットワーク内での仮想マシン
のアドレスをホストマシンのアドレスに変換することによって機能します。
仮想マシンがネットワークリソースにアクセスするリクエストを送信する
と、ネットワークリソースはホストマシンがリクエストを送信したかのよう
に認識します。

NAT はホストのネットワークリソースを使用して外部ネットワークに接続
します。このため、NAT 接続を利用すれば、ホストがアクセス可能なあら
ゆる TCP/IP ネットワークリソースを使用することができます。

NAT の最大の利点は、透過性が高く、簡単な構成で仮想マシンをネット
ワークリソースにアクセスさせることができる点にあります。 

NAT に関する詳細は、以下のセクションで詳しく解説しています。

• NAT の利用 (P.294)

• ホストコンピュータと NAT ネットワーク (P.294)

• NAT ネットワーク上の DHCP (P.294)

• NAT ネットワーク上の DNS (P.295)

• NAT ネットワークから外部へアクセス (P.295)

• NAT 構成上級編 (P.296)

• Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成 (P.300)

• NAT を使用する際の注意点 (P.302)

• NetLogon で NAT を使用 (P.303)

• Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル (P.304)
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NAT の利用
NAT デバイスは VMnet8 仮想スイッチに接続しています。NAT ネットワー
クに接続されている仮想マシンもまた、VMnet8 仮想スイッチを使用しま
す。

NAT デバイスは、VMnet8 仮想ネットワーク上の仮想マシンからパケットが
送信されるのを待ちます。パケットが送信されてくると、それを外部ネット
ワークに転送する前に、仮想マシンのアドレスをホストのアドレスに変換し
ます。外部ネットワークからプライベートネットワークの仮想マシンあてに
データが送信されてきた場合も、NAT デバイスがデータを受信し、ネット
ワークアドレスを仮想マシンのアドレスに置換えて、仮想ネットワーク上の
仮想マシンにそのデータを転送します。この転換は自動的に行われ、ゲスト
とホスト上で最小限の構成が必要になります。

ホストコンピュータとNATネットワーク
NAT ネットワーク上にのホストコンピュータに 1 つホスト仮想アダプタが
あります（これはホストオンリーネットワーク上のホスト仮想アダプタと同
じものです）。このアダプタを使って、ホストと仮想マシンがファイルの共
有といった目的で通信することができます。NAT はホスト仮想アダプタか
らのトラフィックは転送しません。

NAT ネットワーク上のDHCP
ネットワークの構成作業を簡易化するために、 GSX Server のインストール時
に DHCP サーバが自動的にインストールされます。このため、NAT デバイ
スを使ってネットワーク上で稼働する仮想マシンは、DHCP リクエストを送
信して IP アドレスをダイナミックに取得することができます。NAT ネット
ワーク上の DHCP サーバ（ホストオンリーネットワーク構成でも使用され
ます）は、<net>.128 ～ <net>.254 の範囲で IP アドレスをダイナミックに
割り当てます。ここで <net> は、NAT ネットワークに割り当てあられた
ネットワーク番号のことです。GSX Server は NAT ネットワークには常にク
ラス C アドレスを使用します。<net>.3 ～ <net>.127 の IP アドレスは、静
的 IP アドレスに使用することができます。IP アドレス <net>.1 はホストア
ダプタに、<net>.2 は NAT デバイスに割り当てられています。

NAT ネットワーク上の DHCP サーバは、IP アドレスに加えて、仮想マシン
が自動的に稼働できるようにその他の構成情報も送信します。デフォルトの
ゲートウェイや DNS サーバなどがその情報に含まれます。DHCP からの応
答で、NAT デバイスは IP アドレス <net>.2 をデフォルトのゲートウェイや
DNS サーバとして使用するように仮想マシンに指示します。 これによって、
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外部ネットワークに送信される全 IP パケット及び DNS リクエストが NAT
デバイスに転送されます。

NAT ネットワーク上の DNS
NAT デバイスは、NAT ネットワーク上の仮想マシンに対して DNS サーバとし
て機能します。 NAT デバイスは実際は DNS プロキシで、単に仮想マシンから
の DNS リクエストをホストが認識する DNS サーバに転送しているだけです。
応答は NAT デバイスに返信され、それがまた仮想マシンに転送されます。

DHCP から構成情報を受け取った NAT ネットワーク上の仮想マシンは、 自動
的に NAT デバイスを DNS サーバとして使用します。ただし、別の DNS
サーバを使用するように仮想マシンを静的に構成することもできます。

プライベートな NAT ネットワークの仮想マシン自体は、DNS でアクセスす
ることができません。NAT ネットワークで稼働する仮想マシンが DNS 名で
互いにアクセスするようにしたい場合は、NAT ネットワークに接続された
プライベートな DNS サーバを設定する必要があります。

NAT ネットワークから外部へアクセス
一般的に、仮想マシンからネットワーク接続を開始する場合は、NAT ネッ
トワークの仮想マシンは TCP か UDP を使ったあらゆるプロトコルを自動的
に使用することができます。 これは、Web 検索、Telnet、パッシブモードの
FTP、ストリーミングビデオのダウンロードといったほとんどのクライアン
トアプリケーションに当てはまります。追加のプロトコルサポートが NAT
デバイスにビルトインされているため、FTP や ICMP エコー（PING）が NAT
を通じて完全に透過的に機能します。

ホストが接続されている外部ネットワークには、NAT ネットワーク上の全
仮想マシンがホストとして認識されます。これは仮想マシンのネットワーク
トラフィックがホストの IP アドレスを使用するためです。NAT ネットワー
ク上の仮想マシンは TCP/IP を使って、ホストからアクセス可能なあらゆる
マシンにデータを送信 / 受信することができます。

このような通信を実現するには、プライベートな NAT ネットワーク上の仮
想マシンのアドレスと外部ネットワーク上のホストのネットワークアドレス
間のマッピングを NAT デバイスが設定する必要があります。

仮想マシンの側から別のネットワークリソースとのネットワーク接続を開始
すると、このマッピングは自動的に作成されます。NAT ネットワーク上の仮
想マシンのユーザーが一切気が付かない内に、この操作は行われます。 仮想マ
シンが外部ネットワークにアクセスするのに特別な作業は必要ありません。
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外部ネットワークから NAT ネットワークの仮想マシンに対して開始される
ネットワーク接続では、状況が異なります。

外部ネットワークのマシンが NAT ネットワークの仮想マシンとの接続を開
始しようとしても、NAT デバイスがリクエストを転送しないため、通信は
成功しません。NAT ネットワーク外部から開始されるネットワーク接続は
透過的ではありません。

ただし、NAT デバイス上に転送用ポートを手作業で構成し、特定ポートあ
てのネットワークトラフィックが自動的に NAT ネットワークの仮想マシン
に転送されるようにすることは可能です。詳しくは次の「NAT 構成上級編 
(P.296)」を参照してください。

Windows の OS や Samba が使用するファイル共有のタイプは、NAT ネット
ワークのコンピュータ間（仮想マシン及びホストコンピュータ）でも利用で
きます。ネットワークで WINS サーバを使用している場合、NAT ネットワー
クを使用する仮想マシンは、同じワークグループやドメインにある限り、
WINS サーバが認識するホストの共有ファイルや共有フォルダにアクセスす
ることができます。

NAT 構成上級編
ご使用のホスト OS の箇所に目を通し、仮想マシンに NAT を構成する際の
情報を参照してください。

Windows ホスト
NAT デバイスは、仮想ネットワークエディタ ([Host] - [Virtual Network 
Settings] - [NAT]) を使用して構成します。

仮想 NAT デバイスは、該当するボタンをクリックして停止、再起動、ある
いは開始することができます。[VMnet host] の設定では、どの仮想ネット
ワークに NAT デバイスを使用させるかを選択できます。仮想ネットワーク
で NAT を使用したくない場合は、[Disable] を選択してください。
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仮想ネットワークに対する NAT の設定を編集するには、ドロップダウンメ
ニュから該当するネットワークを選択して [Edit] をクリックしてください。
[NAT Settings] 画面が表示されます。

必要に応じて NAT の設定を変更します。ポート転送の設定や変更あるいは
仮想 NAT デバイスに使用させる DNS サーバの指定を行うには、それぞれ該
当するボタンをクリックしてください。

次の NAT の設定を変更することができます。

• [Port forwarding] では、NAT デバイスが サービスする仮想ネットワーク
上の特定仮想マシンに、受信 TCP または UDP リクエストを送信するこ
とができます。転送ポートをセットアップ、構成するには、[Port 
forwarding] をクリックしてください。ダイアログボックスが表示され
ます。

TCP または UDP に新しくポートを追加するには、[Add] をクリックし
ます。ポートが既にリストに含まれる場合は、その設定を変更できま
す。リストから名前を選んで、 [Properties] をクリックしてください。
[Remove] をクリックすると、指定したポートが削除されます。 

[Add] をクリックすると、別のダイアログボックスが表示されます。
[Host port] フィールドに、受信 TCP または UDP ポートの番号を入力し
てください。例えば、 受信 HTTP リクエストは通常ポート 80 を使用し
ます。最初の [Forwarding IP address] フィールドには、受信リクエスト
を転送したい仮想マシンの IP アドレスを入力します。 同じ行の 2 番目
のフィールドには、このようなリクエストに使用する仮想マシンの
ポート番号を入力します。指定するポートは、標準ポート（例えば
HTTP であれば 80）でも、一般的でないポート（その仮想マシンで稼動
するソフトウェアが一般的でないポートでリクエストを受信するよう
に構成されている場合）でも構いません。[Description] フィールドは必
須項目ではありませんが、転送するサービスの特定（HTTP 等）といっ
た目的に使用することができます。以上の設定を行ったら、[OK] をク
リックしてください。
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• 仮想 NAT デバイスが使用する DNS サーバを設定することができます。 
[DNS] をクリックするとダイアログボックスが表示されますので、そこ
から指定してください。デフォルト設定の [Order（順番）] の代わりに
[Rotate（回転）] や [Burst（バースト）] を使用したい場合は、複数の
DNS サーバを使用する際の [Policy（ポリシー）] を変更できます。リス
トに DNS サーバを追加するには、[Add] をクリックします。別のダイ
アログボックスが表示されますので、[IP address] フィールドに DNS
サーバの IP アドレスを入力してください。[Description（メモ）]
フィールドには、オプションで情報を入力できます。設定を終えたら、
[OK] をクリックしてください。リストに既に含まれるサーバの設定を
変更するには、DNS ダイアログボックスで該当するエントリを選択し
てから [Properties] をクリックします。エントリを削除するには、その
エントリを選択してから [Remove] をクリックします。変更を終えた
ら、[OK] をクリックしてください。

• [Gateway IP address] フィールドでは、NAT デバイスの IP アドレスを変更
できます。ネットマスクを変更する必要がある場合は、仮想ネット
ワークエディタ（Virtual Network Editor）の [Host Virtual Network 
Mapping] タブにある […] ボタンをクリックしてから [Subnet] を選択し
てください。

• NAT デバイス上でパッシブモードの FTP のみを許可したい場合は、
[Active FTP] チェックボックスのチェックマークを外してください。

• [UDP timeout] フィールドでは、NAT 向けの UDP マッピングを保持する
時間（分）を変更できます。

• 仮想マシンの MAC アドレスの内 OUI（ベンダ識別子）の部分を変更した
ため、その仮想マシンで NAT が使用できない場合は、[Allow Any OUI]
チェックボックスにチェックマークを付けてください。

• [Config port] フィールドでは、NAT に関するステータス情報のアクセスに
使用するポートを指定できます。このオプションは、弊社テクニカルサ
ポートがトラブルシューティングを行っている場合にのみ使用します。

• NetBIOS タイムアウトと再試行の設定を変更できます。 

必要なネットワーク設定の変更を行ったら、[OK] をクリックしてください。

Linux ホスト
NAT デバイスの構成にはホスト上の NAT 構成ファイルを使用します。この
ファイルは /etc/vmware/vmnet8/nat/nat.confです。
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この構成ファイルは、いくつかのセクションに分かれており、各セクション
がそれぞれ NAT デバイスの一部を構成しています。 セクションの最初には
[host]のように角括弧の付いたテキストが記されています。各セクション
には設定可能な構成パラメータが含まれています。構成パラメータには、次
のようなフォーマットが使用されています。
ip = 192.168.27.1/24.

NAT 構成ファイルの例は、「Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル 
(P.304)」を参照してください。ここでは構成ファイルの変数を説明します。

[host] のセクション
ip 
NAT デバイスに使用させる IP アドレスです。オプションとして、スラッ
シュマーク (/) とサブネットのビット数を追加することができます。 
netmask

NAT に使用するサブネットマスクです。この範囲のアドレスから DHCP ア
ドレスが割り当てられます。
configport

NAT 関連のステータス情報にアクセスするために使用するポートです。
device

使用する VMnet デバイスです。Linux デバイスは /dev/vmnet<x> の形式
です。VMnet8 はデフォルト NAT デバイスです。 
activeFTP

アクティブな FTP を許可するかどうかを示すフラグです。アクティブな FTP
は、受信接続をリモート FTP サーバが開けるようにします。これをオフに
すると、パッシブモードの FTP だけが機能します。このフラグを 0 に設定
すると、アクティブ FTP がオフになります。

[udp] のセクション
timeout

NAT に対する UDP マッピングを保存しておく時間（分）
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[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、仮想マシンや IP アドレスやにポート番号を割り当てることができ
ます。

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されています。
8887 = 192.168.27.128:21

この例では、ホスト上のポート 8887 から IP アドレス 192.168.27.128 とポー
ト 21 にマッピングが生成されます。パラメータをこのように設定した場
合、外部マシンがホストにポート 8887 から接続すると、192.168.27.128 と
いう IP アドレスを持つ仮想マシン上のポート 21（これは FTP の標準ポート
です）にネットワークパケットが自動的に転送されます。

[incomingudp] セクション
このセクションは、NAT の UDP ポート転送を構成する際に使用します。こ
こでは、仮想マシン上や IP アドレスにポート番号を割り当てることができ
ます。 

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されます。これは、
ホストのポート 6000 から仮想マシンのポート 6001 に X サーバのトラ
フィックを転送する方法を示したものです。

6000 = 192.168.27.128:6001

この例では、ホスト上のポート 6000 から IP アドレス 192.168.27.128 とポー
ト 6001 にマッピングが生成されます。この設定で外部マシンがポート
6000 でホストに接続すると、ネットワークパケットは自動的に IP アドレス
192.168.27.128 を持つ仮想マシンのポート 6001 に転送されます。

Windows ホストでのカスタムNAT/DHCP 構成
Windows ホストコンピュータの上級ユーザーであれば、NAT や DHCP の構
成ファイルを編集して、カスタム構成を設定することができます。ホスト
OS が C ドライブにインストールされている場合、NAT と DHCP の構成ファ
イルの格納場所は以下の通りです。

• NAT: C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 

Data￥VMware￥vmnetnat.conf

• DHCP: C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 

Data￥VMware￥vmnetdhcp.conf 

注意 : 仮想ネットワークエディタ（[Host] - [Virtual Network Setting]）を使っ
て、NAT/DHCP の主要な設定の多くを変更することが可能です。ただし、 構
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成ファイルに手作業で変更を加えている場合、仮想ネットワークエディタを
使用すると、手作業で行った変更の一部あるいは全てが失われる可能性があ
ります。手作業で変更を行った場合は、仮想ネットワークエディタで設定の
変更を行う前に、変更したファイルのバックアップコピーを作成しておいて
ください。 仮想ネットワークエディタで変更を行った後に、手作業で行った
変更を適切な構成ファイルにコピーし直します。 

1024 より下のポート からの接続指定
クライアントマシンがサーバへの TCP または UDP の接続を行う場合、接続
はクライアント ( ソースポート）上の特定のポートからサーバ ( 送信先ポー
ト ) の特定のポートへ接続します。安全性の面から、いくつかのサーバは
1024 より下のソースポートからのみ接続を受け入れます。

NAT を使用する仮想マシンが、1024 より下のソースポートを使用すること
を要求するサーバに接続を試みた場合、NAT デバイスが 1024 より下のポー
トからの要求を転送することが重要です。この動作は 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ています。接続の仕方によってこのい
ずれか、あるいは両方のセクションの設定を追加あるいは変更しなければな
らない場合があります。

2 つのパラメータを設定でき、それぞれ別々のラインに表示されます。
autodetect = <n>

自動検出設定は、1024 より下の NAT ソースポートへ 1024 より下の仮想シ
ンソースポートを写像するのを VMware NAT デバイスが自動的に試みるか
どうかを判定します。設定１は true。設定 0 は false です。Windows ホスト
ではディフォルトは 1(true）です。Linux ホストではデイフォルトは 0(false）
です。
port = <n>

ポートの設定は送信先ポート (<n>ークライアントからの接続を受けつける
サーバのポート ) を指定します。サーバ上で指定されたポートに仮想マシン
が接続する場合は常に NAT デバイスは 1024 より下のソースポートで接続を
試みます。接続の必要に応じて [privilegedUDP]あるいは
[privilegedTCP] セクション、または両方のセクションに 1 つまたはそれ
以上のポート設定を行うことができます。各ポート設定はそれぞれ別のライ
ンに入力してください。
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NAT を使用する際の注意点
NAT では仮想マシンから送信 / 受信されるパケットはすべて NAT ネット
ワーク内に留まらなければなりませんが、これによってパフォーマンスの低
下が発生してしまいます。弊社の検証では、ダイヤルアップ接続と DSL 接
続ではあまりパフォーマンスが低下せず、残りもほとんどが GSX Server で
使用するのに十分なパフォーマンスを示しました。

NAT は完全に透過的なわけではありません。NAT デバイスを手作業で構成
してサーバ接続をセットアップすることはできても、一般的に外部ネット
ワークから接続を開始することはできません。この結果、サーバマシンから
接続を開始する必要がある一部の TCP 及び UDP プロトコル（例えば一部の
ピア・ツー・ピア アプリケーション）が自動的に動作せず、まったく使用
できないものもあるかもしれません。

NAT デバイスはプライベートな NAT ネットワーク側から接続を開始するこ
とができるため、標準の NAT 構成では基本レベルのファイアウォール保護
が提供されます。ただし、外部ネットワークのデバイスは一般的にプライ
ベート NAT ネットワークへの接続を開始することができません。
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NetLogon で NATを使用
Windows ホスト上で稼働する Windows ゲストの仮想マシンで NAT ネット
ワークを使用する場合、仮想マシンから NetLogon を利用して Windows の
ドメインにログインすることができます。これによって、ドメイン内の
WINS サーバが認識するファイルシェアにアクセスすることができます。

NetLogon を使用するには、WINS サーバと Windows ドメインコントローラ
の動作方法に関する知識が必要です。ここでは、NetLogon が使用できるよ
うに仮想マシンを設定する方法のみを説明します。設定の手順は、別の
LAN 上のドメインコントローラを使用する LAN に物理コンピュータを設定
する方法と似ています。

仮想 NAT ネットワーク外の Windows ドメインにログインするためには、仮
想マシンがそのドメインの WINS サーバにアクセスする必要があります。仮
想マシンは、2 つの方法で WINS サーバに接続することができます。既にホ
ストに WINS サーバが設定されている場合は、 NAT ネットワークで使用され
る DHCP サーバが提供する WINS サーバに接続することができます。WINS
サーバがホストに設定されていない場合に仮想マシンから接続するには、
WINS サーバの IP アドレスを手作業で入力します。 

NAT を使用して、ホストに設定されている既存のWINS サーバに接続 
この方法では、同じワークグループかドメインの WINS サーバがホストに設
定されていなければなりません。次の手順では、Windows XP / 2000/Server 
2003 を例に説明を行っています。Windows NT、Windows Me 及び
Windows 9x がゲストの場合も、同様の作業を行います。

1. 仮想マシン内の [ マイネットワーク ] を右クリックし、[ プロパティ ]
を選択します。

2. [ ネットワークの接続 ] ウィンドウで、仮想ネットワークアダプタを右
クリックし、[ プロパティ ] を選択します。

3. [ プロパティ ] ダイアログボックスで [Internet Protocol (TCP/IP)] を選択
し、[ プロパティ ] をクリックします。 

4. In the[ 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、DHCP サーバから NetBIOS 設定を使用する
ように設定します。

6. [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。
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WINS サーバの IP アドレスを手作業で入力
同じワークグループやドメイン内の WINS サーバがホストにまだ設定されて
いない場合は、次の方法で接続します。

1. 仮想マシン内の [ マイネットワーク ] を右クリックし、[ プロパティ ]
を選択します。

2. [ ネットワークの接続 ] ウィンドウで、仮想ネットワークアダプタを右
クリックし、[ プロパティ ] を選択します。

3. [ プロパティ ] ダイアログボックスで、[Internet Protocol (TCP/IP)] を選
択し、[ プロパティ ] をクリックします。 

4. [TCP/IP のプロパティ ] ダイアログボックスで、[ 詳細設定 ] をクリック
します。

5. [WINS] タブをクリックし、[ 追加 ] をクリックします。

6. [TCP/IP WINS サーバ ] ダイアログボックスの [WINS サーバ ] フィールド
に WINS サーバ向けの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
WINS サーバの IP アドレスが [WINS] タブの [WINS アドレス ] リストに
表示されます。

仮想マシンから接続する WINS サーバそれぞれに対して、ステップ 5 ～
6 を繰り返します。

7. [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。

仮想マシンに WINS サーバの IP アドレスを設定したら、仮想マシンの
NetLogon を使ってドメインにログインし、そのドメインのシェアにアクセ
スすることが可能です。

例えば、該当する WINS サーバがドメインコントローラを持つドメインに対
して有効である場合、仮想マシンからそのドメインコントローラにアクセス
し、仮想マシンをそのドメインに追加することが可能です。その際、該当す
るドメインコントローラに対する Administrator のユーザー ID とパスワード
が必要になります。

注意 : アクセスは、同じ NAT ネットワーク上にあるか、同じドメインでブ
リッジされている仮想マシンのシェアに限定されます。

Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル
これは、Linux vmnetnat.conf ファイルのサンプルです。

# Linux NAT configuration file

[host]

# NAT gateway address
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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. Enable this 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

[incomingtcp]

# Use these with care - anyone can enter into your virtual machine through 

# these...

# FTP (both active and passive FTP is always enabled)

#   ftp localhost 8887

#8887 = 192.168.27.128:21

# WEB (make sure that if you are using named webhosting, names point to

#   your host, not to guest... And if you are forwarding port other

#   than 80 make sure that your server copes with mismatched port 

#   number in Host: header)

#   lynx http://localhost:8888

#8888 = 192.168.27.128:80

# SSH

#   ssh -p 8889 root@localhost

#8889 = 192.168.27.128:22

[incomingudp]

# UDP port forwarding example

#6000 = 192.168.27.128:6001
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Linux ホストでのファイル共有に
Samba を使用 
Linux がホストの場合、GSX Server ゲスト OS 用のファイルサーバとして
Samba サーバが自動的にインストール、構成されます。

後は仮想マシン内の Windows Explorer を使って、同じネットワーク接続を
共有する物理コンピュータ間の場合と同様に、仮想マシンとホスト間で、あ
るいは同じネットワー上の仮想マシン間で、ファイルの移動やコピーが可能
です。

GSX Server がインストールする Samba サーバには多少修正が行われていて、
GSX Server の仮想イーサネット上で稼働します。また、異なる OS 間の
Samba トラフィックは実際の LAN から独立しています。 

（Samba 2.0.6 をベースにした diffフォーマットでの）修正後のソースコー
ドの違いは、弊社から公開されています。詳細は
www.vmware.com/download/open_sources.html を参照ください。

Linux ホストにすでに Samba が構成されている場合、構成を変更して GSX 
Server 仮想イーサネットアダプタ VMnet1 が使用する IP サブセットを設定
する方法をお勧めします。 

既存の Samba サーバがホストオンリー (Host-only) ネットワークで機能する
ように設定を行うことができますが、 一般的に Samba やゲスト OS に設定し
たシェアはすべてブリッジ (Bridged) ネットワークにも認識されますので注
意してください。

ゲスト OS に設定したシェアがホストオンリーネットワーク上だけで認識さ
れるように設定する必要がある場合は、 GSX Server が提供する Samba サー
バを利用するのが最も簡単な方法です。

ブリッジネットワークに一切シェアを表示する必要がない場合、既存の
Samba サーバがホストオンリーネットワークでのみ機能するように構成
ファイルを変更することができます。

Sambaの構成はかなり複雑です。本章でも、いくつかの構成ファイルのサンプ
ルを記載していますが、ここで記述する以上の解説が必要な場合は、 smb.conf
ファイルに関するマニュアルページを参照してください。このページを表示す
るには、ターミナルウィンドウで次のいずれかのコマンドを入力します。

man smb.conf または
man 5 smb.conf
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暗号化パスワードの項には特に注意してください。ゲスト OS でクリアテキ
ストのパスワードを有効にしている場合、 smb.confでもクリアテキストの
パスワードを設定するようにします。同様に、暗号化パスワードを使用する
場合は、ゲスト OS でも smb.confでも同じ設定を行わなければなりませ
ん。

注意 : 仮想マシンとの Samba プリンタの共有はサポートされていません。
印刷用に Samba を構成する際の詳細は、マニュアルページを参照してくだ
さい。

ホストオンリーネットワーク向けの smb.conf のサンプル
次の Samba 構成ファイルのサンプルは、ホストオンリーネットワークで使
用するものです。これは、GSX Server がインストールする 2.0.6 バージョン
の Samba です。構成ファイルはデフォルトで /etc/vmware/vmnet1/smb 
に配置されます。

# This is the VMware(TM) Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options 
# most of which are not shown in this example
#
# Any line that starts with a ; (semicolon) or a # (hash) 
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
#
#
# Configuration file for Samba 2.0.6 vmware-[sn]mbd operating on
# vmnet1.
#
# This file was generated by the VMware configuration
# program and modified for this document.
#
# If you modify it, it will be backed up the next time you run the
# configuration program.

# Global settings
[global]

# This should be polled at install time from the private subnet created by
# vmware-config.pl
socket address = 192.168.183.1
interfaces = vmnet1
bind interfaces only = yes

workgroup = WORKGROUP
netbios name = HOSTNAME
server string = VMware host-only

security = user
encrypt passwords = yes

# Note: Printers not loaded in this example. Resource definitions commented
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# below.
; load printers = yes

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

# VMware extension to use a different shared memory access key on each
# Samba server running on this host
sysv shm key = /dev/vmnet1

; log file = /etc/vmware/vmnet1/smb/var/log.smb
; log level = 1
; max log size in KB 
; max log size = 50

lock directory = /etc/vmware/vmnet1/smb/var/locks

smb passwd file = /etc/vmware/vmnet1/smb/private/smbpasswd

codepage dir = /usr/lib/vmware/smb/codepages

dns proxy = no 

# Shared resources

# Home directories
[homes]
comment = Home directories
browseable = no
writable = yes

# Printers
;[printers]
; comment = All printers
; path = /var/lpd
; browseable = no
; guest ok = no
; writable = no
; printable = yes

;[HostFS]
; comment = VMware host filesystem
; path = /
; public = no
; writeable = yes
; printable = no
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ブリッジネットワーク向けの smb.conf のサンプル
次の Samba 構成ファイルのサンプルは、ブリッジネットワークで使用する
ものです。この構成ファイルは、2.0.7 バージョンの Samba をベースとして
おり、ホストコンピュータの Linux ディストリビューションが提供する
Samba サーバをそのまま使用しているケースを想定しています。構成ファ
イルはデフォルトで /etcに配置されます。

# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options 
# most of which are not shown in this example
#
# Any line that starts with a ; (semicolon) or a # (hash) 
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not many any basic syntactic
# errors. 

# Global Settings

[global]

interfaces = eth0

workgroup = WORKGROUP
netbios name = HOSTNAME
server string = Samba Host Box

# Note: Printers not loaded in this example. Resource definitions commented
# below.
; printcap name = lpstat
; load printers = yes
; printing = cups

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50

security = user
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/smbpasswd

dns proxy = no 

preserve case = yes
short preserve case = yes
default case = lower
; case sensitive = no

# Shared Resources

[homes]
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comment = Home Directories
browseable = yes
writable = yes

;[printers]
; comment = All Printers
; path = /var/spool/samba
; browseable = yes
; guest ok = yes
; writable = no
; printable = yes
; create mode = 0700
; print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side
; printer drivers.
; print command = lpr-cups -P %p %s # using cups own drivers (use
; generic PostScript on clients).
; lpq command = lpstat -o %p
; lprm command = cancel %p-%j

;[system]
; comment = System share
; path = /
; valid users = username
; public = no
; browsable = yes
; writable = yes
; printable = no

GSX Server Samba パスワードファイルにユーザー名とパスワードを追加
Samba パスワードファイルには、ホストのファイルシステムにアクセスす
る仮想マシンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。
Samba パスワードファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲス
ト OS にログインする時に使用するものと同じにしてください。 

Linux ホストコンピュータのターミナルウィンドウから、GSX Server の
Samba パスワードファイルにユーザー名とパスワードを、必要に応じて追
加することができます。

1. root としてログインします。
su -

2. GSX Server の Samba パスワードのコマンドを実行します。
vmware-smbpasswd vmnet1 -a <username>

<username>は追加するユーザー名です。後は画面の指示に従ってく
ださい。

注意 : vmware-smbpasswd は、標準の Samba パスワードプログラ
ムをベースにしています。smbpasswd のオプションはすべて、
vmware-smbpasswd でも使用できます。
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3. root のアカウントを終了します。
exit

次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
Unknown virtual interface "vmnet1"

これは、GSX Serverの Sambaサーバをマシンが使用していない時に生じます。 

使用中の GSX Server に GSX Server Samba サーバが構成されていない場合、
このサーバを設定するには、ホストコンピュータで root としてログインし
(su)、ホストのターミナルから vmware-config.plを実行します。構成ス
クリプトが次のように質問してきますので、[Yes] と回答します。
Do you want this script to automatically configure your 
system to allow your virtual machines to access the host 
file system? 

注意 : vmware-config.pl構成プログラムが GSX Server を正しく構成す
るためには、全仮想マシンがシャットダウンされていなければなりません。
稼動中の仮想マシンがあれば、プログラムが自動的にシャットダウンを行い
ます。

既に実行中の Samba が存在する場合
Linux ホストで既に Samba が稼働している場合、GSX Server をホストにイ
ンストールする時に GSX Server Samba サーバをインストールしないでくだ
さい。

構成プログラムが次のように質問してきますので、[No] と回答します。
Do you want this script to automatically configure your 
system to allow your virtual machines to access the host 
file system? 

必ず Samba 構成を変更して、GSX Server 仮想イーサネットアダプタ
VMnet1 が使用する IP サブセットを設定してください。

VMnet1 が使用するサブネットの確認には、次のコマンドを実行します。
/sbin/ifconfig vmnet1

Samba パスワードファイルには、ホストのファイルシステムにアクセスす
る仮想マシンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。 
Samba パスワードファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲス
ト OS にログインする時に使用するものと同じでなくてはなりません。

Linux ホストのターミナルウィンドウから、Samba パスワードファイルに
ユーザー名とパスワードを、必要に応じて追加することができます。
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1. root としてログインします。
su -

2. Samba パスワードのコマンドを実行します。
smbpasswd -a <username>

<username>は追加するユーザー名です。後は、画面の指示に従って
ください。

3. root のアカウントを終了します。
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共に Samba サーバ
を使用
ホストオンリー (Host-only) ネットワークとブリッジ (Bridged) ネットワーク
に使用する Samba サーバは、ホストのディストリビューションが提供する
既存の Samba でも GSX Server が提供するものでも構いません。両方のネッ
トワークで使用するためには、smb.conf ファイルのパラメータを 1 つ変
更する必要があります。interface パラメータを定義して、Samba サーバ
が複数のインターフェイスにサービスを提供するようにします。次はそのパ
ラメータの一例です。

interface = eth0 vmnet1

この例は、Samba サーバが eth0インターフェイスと vmnet1インター
フェイス（それぞれ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）を認識し、両方のインターフェイスを使用す
るように設定するものです。

GSX Server の Samba を既存の Samba と併用
既存の Samba サーバと GSX Server の Samba サーバを同時に実行できるこ
ともあります。そのためには、現在使用している Samba サーバが version 
2.0.6 以降であり、正しく構成されている必要があります。ただし、この方
法はお勧めいたしません。

Samba サーバのバージョンは、次のコマンドを実行して確認します。
smbd -V 

両方の Samba サーバを同時に実行する場合は、次の smb.conf ファイルの
サンプルを基本にして、ホストコンピュータ上で標準 Samba サーバを構成
してください。
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同時に２つの Samba サーバを実行する際の smb.conf のサンプル
; This file is the recommended smb.conf file for your 
; normal Samba server if you want to run it concurrently
; (which we don't advise) with the VMware Samba server.
; 
; Your normal samba server should be at least v 2.0.6
; 
; Note that you will need to insert specific information
; for your system at several points indicated in the file
; by <text in angle brackets>.
;
; --------------
;
; Larmor samba server configuration
;
; Global settings
[global]
;
; Identity
;
; Allow several Samba servers on the same machine
interfaces = <your real subnet>/<your real netmask>
bind interfaces only = yes
; Workgroup the host belongs to
workgroup = VMware
; SMB name of the host (the hostname by default)
netbios name = <your Windows name>
; Description of the host
server string = Linux running Samba 2.0.6
;
; Access
;
; Allow connections from
; hosts allow = <your real subnet>/<your real netmask>
; Authentication scheme
security = user
encrypt passwords = yes
;
; Options
;
; Automatically load the printer list (from /etc/printcap
; by default)
load printers = yes
; Gives better performance
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
;
; Files and directories
;
; Max log size in KB
max log size = 1024
; Locks
lock directory = /var/samba
; SMB passwords
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
;
; Name browsing
;
; Allow the host to participate in master browser
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; elections
local master = yes
; Force a local browser election upon startup
; We need that otherwise it takes a long time before the
; windows network is browsable
preferred master = yes
; Do not try to resolve SMB names via DNS
dns proxy = no 

; Shared resources
;
; Home directories
[homes]
comment = Home directories
browseable = no
writable = yes
; Printers
;[printers]
; comment = All printers
; path = /var/lpd
; browseable = no
; guest ok = no
; writable = no
; printable = yes
[Slash]
comment = Whole filesystem
path = /
public = no
writeable = yes
printable = no
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8 章
デバイスの構成
ここでは、仮想マシンでの各種デバイス使用方法を説明します。

• パラレルポートの使用 (P.316)

• シリアルポートの使用 (P.323)

• Linux ホストでキーボードのマッピング (P.338)

• 仮想マシンで USB デバイスを使用 (P.349)

• Generic SCSI デバイに接続 (P.356)
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パラレルポートの使用 
VMware GSX Server は、 双方向 PS/2 スタイルのポートの部分的なエミュレー
ションをサポートしています。

Linux がホストの場合、GSX Server ではパラレルポートの「PC-style 
hardware」オプション (CONFIG_PARPORT_PC) がカーネルモジュールとし
てビルトされ、読み込まれる（mに設定される）必要があります。 
CONFIG_PARPORT_PCがカーネルに直接ビルト（コンパイル）された場合、
GSX Server は双方向のパラレルポートデバイスを使用できません。 
CONFIG_PARPORT_PCがシンボルを正しくエクスポートしないため、この
ような制約が生じます。

ここでは、GSX Server でのパラレルポートの使用方法について解説します。

• パラレルポート (P.316)

• 仮想マシンにパラレルポートを追加 (P.316)

• Linux ホストにパラレルポートを設定 (P.318)

• Iomega Zip ドライブに関する注記 (P.322)

パラレルポート
パラレルポートはプリンタ、スキャナ、ドングル、ディスクドライブなど多
様なデバイスに利用されます。

現時点では、GSX Server は PS/2 ハードウェアの部分的なエミュレーション
のみを提供しています。特に、物理ポートに接続されているデバイスからの
割り込み要求は、仮想マシンには伝達されません。また、ゲスト OS とポー
ト間のデータの転送に DMA（Direct Memory Access）を使用することもで
きません。このため、パラレルポートに接続されるデバイスがすべて正常に
動作するとは限りません。 

仮想マシンには最大 3 つまでパラレルポート（LPT）を接続できます。仮想
パラレルポートはホスト OS 上のパラレルポートやファイルに接続可能で
す。

仮想マシンにパラレルポートを追加
仮想マシンにパラレルポートが構成されている場合、ほとんどのゲスト OS
は、インストール時にパラレルポートを自動検出し、必要なドライバをイン
ストールします。 Linux、Windows NT、Windows 2000 といった一部の OS
は、ブート時にポートを自動検出しますが、Windows 95/98 のように自動
検出を行わない OS もあります。 
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仮想マシン構成にパラレルポートを追加するには、仮想マシンをオフにした
状態で次の手順を実行してください。デバイスは、コンソールまたは管理イ
ンターフェイスから追加することができます。 

注意 : Windows 95 あるいは Windows 98 ゲストでは、ポートを追加した
後、 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、
Windows が新しいデバイスを検出するようにしてください。 

コンソールからパラレルポートを追加
1. 仮想マシン設定エディタを開き、 [VM] - [Settings] を選択します。

2. [Add] をクリックして [New Hardware Wizard] を開始します。

3. [Parallel Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. 物理パラレルポートを使用するか仮想パラレルポートをファイルに接
続するかを指定したら、[Next] をクリックします。

5. [Use physical parallel port on the host] を選択した場合、[Physical parallel 
port] のリストからポートを選択してください。

[Output file] を選択した場合、パスとファイル名を [Output file] フィー
ルドに入力するか、あるいはファイルの場所を検索します。

[Device status] のデフォルト設定は [Connect at power on] になってい
ます。 仮想マシンがパワーオンした時にパラレルポートデバイスを接続
したくない場合は、チェックボックスのチェックを外してください。

6. [Finish] をクッリクし仮想パラレルポートをインストールします。[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閉じます。

管理インターフェイスからパラレルポートを追加
1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 

Wizard] が開始します。

2. [Parallel Port] をクリックすると、[Parallel Port] 画面が表示されます。 
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3. 仮想マシンがパワーオンした時に、この仮想マシンをホストのパラレ
ルポートに接続するには、[Connect at Power On] をチェックします。 

4. ホストの物理パラレルポートと出力ファイルのどちらに接続するかを
指定します。[Device] リストで [System Parallel Port] あるいは [Output 
File] を選択します。

5. [Location] フィールドでデバイスのロケーションを入力します。例え
ば、ホストのパラレルポートは LPT1 or /dev/parport0 のようにな
ります。

注意 : リモート Linux ホストで物理パラレルポートを仮想マシンに追加
するために Windows コンソールに接続する場合、 
/dev/parport0のように Linux のデバイス名をここに指定してくださ
い。 また、リモート Windows ホストで物理パラレルポートを仮想マシ
ンに追加するために Linux コンソールに接続する場合、 LPT1のように
Windows のデバイス名をここに指定してください。

6. [OK] をクリックして、パラレルポートを追加します。

Linux ホストにパラレルポートを設定
双方向パラレルポートがゲストで正常に動作するには、まずホストに正しく
設定されていなければなりません。 パラレルポートの機能性に関する問題の
ほとんどは、ホストでの設定が原因です。Linux カーネルのバージョン、デ
バイスのアクセス権、必要なモジュールなどをもう一度確認してください。

パラレルポートと Linux 2.6.x カーネル
「パラレルポートの使用 (P.316)」の初めで述べているように、PC Style 
Hardware (CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして組み込まれている必
要があります。2.6.x カーネルを使用している場合、 パラレルポート機能を提
供しているモジュールは modprobe <modulename> 及び modprobe 
parport_pcです。 

これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。/proc/modules ファ
イルでも同じリストを参照できます。

2.6.x カーネルでは、parport_pc を読み込んでも 3 つのモジュールが全て
読み込まれる訳ではありません。記載されているパラレルポートモジュール
に実行中のものがない場合は、次のコマンドを使用してください。

modprobe parport_pc && modprobe ppdev

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。
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以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root で次のコマンドを実行します。

rmmod lp

また /etc/modules.conf ファイルか /etc/conf.modules ファイルに
lpモジュールを参照先に使用している行があれば、それも削除するか、行
頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファイルの名
前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なります。こ
の行を削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは lpモジュー
ルを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次の行を /etc/modules.conf ファイルか
/etc/conf.modulesファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

2.6.x シリーズの Linux カーネルはまた、パラレルポートハードウェアへのアク
セス許可に特殊なアービトレイタを使用しています。パラレルポートをホスト
が使用している間、ゲストは使用できません。仮想マシンがパラレルポートを
使用している時は、ホストやホストにアクセス中のユーザーには該当デバイス
へのアクセスが許可されません。GSX Server がデバイスをロックしアクセスを
制限するため、その仮想マシンだけがポートを使用できるのです。

[VM] - [Removable Devices] メニューを使えば、パラレルポートを仮想マシ
ンから切断したり、再び接続したりすることが可能です。

パラレルポートと Linux 2.4.x カーネル
「パラレルポートの使用 (P.316)」の初めで述べているように、PC Style 
Hardware (CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして組み込まれている必
要があります。2.4.x カーネルを使用している場合、 パラレルポート機能を提
供しているモジュールは parport、parport_pc 及び ppdevです。 

これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。実行中のモジュールの
リストに上記の 3 つのモジュールが含まれていなければなりません。
/proc/modules ファイルでも同じリストを参照できます。

適切なモジュールを読み込むには、次のコマンドを実行します。
insmod –k <modulename>
319



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
記載されているパラレルポートモジュールに実行中のものがない場合は、次
のコマンドを使用してください。

insmod –k parport_pc

これでパラレルポートに必要な 3 つのモジュールが挿入されます。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root で次のコマンドを実行します。

rmmod lp

また /etc/modules.conf ファイルか /etc/conf.modules ファイルに
lpモジュールを参照先に使用している行があれば、それも削除するか、行
頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファイルの名
前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なります。こ
のラインを削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは lpモ
ジュールを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に組み込まれるように
するには、次の行を /etc/modules.conf ファイルか
/etc/conf.modulesファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

2.4.x シリーズの Linux カーネルはまた、パラレルポートハードウェアへのアク
セス許可に特殊なアービトレイタを使用しています。パラレルポートをホスト
が使用している間、ゲストは使用できません。仮想マシンがパラレルポートを
使用している時は、ホストやホストにアクセスしているユーザーにはデバイス
へのアクセスが許可されません。GSX Server がデバイスをロックしアクセスを
制限するため、仮想マシンだけがポートを使用できるのです。

[VM] - [Removable Devices] メニューを使えば、パラレルポートを仮想マシ
ンから切断したり、再び接続したりすることが可能です。

パラレルポートと Linux 2.2.x カーネル
パラレルポートをサポートする 2.2.x カーネルは、parport、 parport_pc
及び vmppuserモジュールを使用します。また、「パラレルポートの使用 
(P.316)」の最初でも述べたように、PC Style Hardware (CONFIG_PARPORT_PC)
がモジュールとして読み込まれている必要があります。さらに、仮想マシン
がパラレルポートにユーザーレベルでアクセスできるように、GSX Server は
vmppuserモジュールを提供しています。 
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これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。実行中のモジュールの
リストに上記の 3 つのモジュールが含まれていなければなりません。
/proc/modules ファイルでも同じリストを参照できます。

適切なモジュールを読み込むには、次のコマンドを実行します。
insmod –k <modulename>

記載されているパラレルポートモジュールに実行中のものがない場合は、次
のコマンドを使用してください。

insmod –k parport_pc

これでパラレルポートに必要な 3 つのモジュールが挿入されます。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root で次のコマンドを実行します。

rmmod lp

また /etc/modules.conf ファイルか /etc/conf.modules ファイルに
lpモジュールを参照先に使用している行があれば、それも削除するか、行
頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファイルの名
前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なります。こ
の行を削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは lpモジュー
ルを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次のラインを /etc/modules.conf ファイルか /etc/

conf.modules ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

デバイスの許可
一部の Linux ディストリビューションでは、デフォルトで仮想マシンに lp 
と parportデバイスへのアクセス権を与えません。この場合は殆どが、デ
バイスの所有者は rootで、関連グループは lpです。VMware ユーザーが
デバイスにアクセスできるようにするには、そのユーザーを関連グループに
追加します。デバイスの所有者とグループを表示するには、次のコマンドを
実行します。

ls –la /dev/parport0

3 番目と 4 番目の列に所有者とグループが順に表示されます。
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デバイスグループにユーザーを追加するには、/etc/groupファイルを編
集します。lpで始まるライン（lpグループを定義するライン）に VMware 
Workstation ユーザーのユーザー名を追加します。このような変更は root の
権限で行ってください。次のラインは、userjというユーザー名を持つ
ユーザーの例です。

lp::7:daemon,lp,userj

ユーザーが次にホストにログインすると、変更が実施されます。

Iomega Zip ドライブに関する注記 
Windows 95/98 で Iomega Zip ドライブの旧式のドライバを使用すると、
ブート時やインストール時に ゲスト OS が断続的にロックされる可能性があ
ります。最新の Iomega ドライバの信頼性は検証済です。最新のドライバ
は、次の URL からダウンロードできます。
www.iomega.com/software/index.html
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シリアルポートの使用
ここでは、GSX Server でのシリアルポートの使用方法について解説します。

• ホスト上でシリアルポートを使用 (P.323)

• ホストコンピュータ上のファイルを使用 (P.326)

• ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続 (P.328)

• ２台の仮想マシンを接続 (P.331)

• 上級者用特殊構成オプション (P.334)

• 使用例 : 仮想シリアルポートを使ったデバッグ (P.335)

GSX Server の仮想マシンは、最大 4 つの仮想シリアルポートを使用すること
ができます。このようなシリアルポートは、次のような方法で構成すること
が可能です。

• 仮想シリアルポートをホストコンピュータの物理シリアルポートに接続

• 仮想シリアルポートをホストコンピュータのファイルに接続

• 2 台の仮想マシン間あるいは仮想マシンとホストコンピュータで稼動す
るアプリケーション間を直接接続

また仮想マシンをオンにした時にシリアルポートを接続するかどうかも指定
できます。

ホスト上でシリアルポートを使用 
ホストコンピュータの物理シリアルポートを使用するように、仮想マシンの
仮想シリアルポートを設定することが可能です。このような設定は、例えば
外部のモデムや携帯用デバイスを仮想マシンで使用する必要がある場合に便
利です。

ホスト上の物理シリアルポートに接続する仮想シリアルポートは、仮想マシ
ンをオフの状態で次の手順でインストールします。コンソールまたは管理イ
ンターフェイスからデバイスを追加できます。

コンソールからシリアルポートを追加
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして、[Add Hardware Wizard] を開始します。
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3. [Serial Port] を選択してから、[Next] をクリックすると、[Serial Port 
Type] 画面が表示されます。

4. [Use physical serial port on the host] を選択し、[Next] をクリックする
と、 [Select a Physical Serial Port] 画面が表示されます。

5. このシリアル接続に使用するホストコンピュータ上のポートを選択し
ます。デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on]( 起
動時に接続 ) に設定されています。この設定は、必要に応じて解除する
ことができます。

注意 : リモート Linux ホストで物理シリアルポートを仮想マシンに追加
するために、Windows コンソールに接続する場合、ここで /dev/

ttyS0のように Linux デバイス名を指定してください。 リモート
Windows ホストで物理シリアルポートを仮想マシンに追加するために、
Linux コンソールに接続する場合は、COM1 のように Windows デバイ
ス名を指定してください。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックしてください。これは、主にシリアル接
続で通信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプ
ションです。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照
ください。
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6. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マシン設定エディ
タを閉じます。

管理インターフェイスからシリアルポートを追加
1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 

Wizard] が開始します。

2. [Serial Port] をクリックすると、[Serial Port page] 画面が表示されます。 

3. 仮想マシンをパワーオンした時に、仮想マシンをホストのシリアル
ポートに接続するには、[Connect at Power On] をチェックします。

4. ホストの物理シリアルポートに接続します。[Device] リストで [System 
Serial Port] を選択します。

5. [Location] フィールドでデバイスのロケーションを入力します。例え
ば、ホストのシリアルポートは COM1または /dev/ttyS0のようにな
ります。

注意 : リモート Linux ホストで物理シリアルポートを仮想マシンに追加
するために、Windows コンソールに接続する場合、ここで
/dev/ttyS0のように Linux デバイス名を指定してください。 リモート
Windows ホストで物理シリアルポートを仮想マシンに追加するために、
Linux コンソールに接続する場合は、COM1 のように Windows デバイ
ス名を指定してください。

6. このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Yield CPU on Poll] をチェックします。これは、主にシリアル接
続で通信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプ
ションです。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照
ください。

7. [OK] をクリックしてシリアルポートを追加します。
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ホストコンピュータ上のファイルを使用
ホストコンピュータ上のファイルに出力するように、仮想マシンの仮想シリ
アルポートを設定することが可能です。このような設定は、例えば仮想マシ
ンで起動中のプログラムが仮想シリアルポートに送信するデータを記録した
り、ゲストからホストに素早くファイルを転送したりする必要がある場合に
便利です。

ホスト上のファイルに出力する仮想シリアルポートは、仮想マシンをオフの
状態で、次の手順でインストールしますコンソールまたは管理インターフェ
イスからデバイスを追加できます。

コンソールからアウトプットファイルに接続
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして、[Add Hardware Wizard] を開始します。

3. [Serial Port] を選択してから、[Next] をクリックすると、[Serial Port 
Type] 画面が表示されます。

4. [Output to file] を選択し、[Next] をクリックすると、 [Choose Serial Port 
Output File] 画面が表示されます。 
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5. 仮想シリアルポートの出力を保存するホストコンピュータのファイル
をブラウズします。デフォルトではデバイスステータス設定は
[Connect at power on] になっていまが、必要に応じて非選択状態にす
ることもできます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックしてください。これは、主にシリアル接
続で通信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプ
ションです。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照
ください。

6. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マシン設定エディ
タを閉じます。

管理インターフェイスからアウトプットファイルに接続
1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 

Wizard] が開始します。

2. [Serial Port] をクリックすると、[Serial Port page] 画面が表示されます。

3. 仮想マシンをパワーオンした時に、仮想マシンをデバイスに接続する
には、[Connect at Power On] をチェックします。

4. ホストのファイルに接続します。[Device] リストで [Output Filet] を選
択します。

5. [Location] フィールドでデバイスのロケーションを入力します。

6. このデバイスをポーリングモードで使用するように設定する場合は、
[Yield CPU on Poll] をチェックします。これは、主にシリアル接続で通信
を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプションです。
詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照ください。

7. [OK] をクリックしてデバイスを追加します。
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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
ストのアプリケーションを使用して仮想マシンのシリアルポートから送信さ
れるデバッグ情報を記録したい場合に便利です。

ホスト上のアプリケーションと仮想マシン間に直接シリアル接続をインス
トールするには、仮想マシンをオフの状態で、次の手順に従ってください。
コンソールまたは管理インターフェイスからデバイスを追加することができ
ます。 

コンソールからアプリケーションに接続
1. 仮想マシン設定エディタ ( [VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware Wizard] を開始します。

3. [Serial Port] を選択し、[Next] をクリックすると、[Serial Port Type] 画面
が表示されます。

4. [Output to named pipe] を選択し、[Next] をクリックすると、[Specify 
Named Pipe] 画面が表示されます。

5. デフォルトのパイプ名を使用するか、他のパイプ名を入力します。 
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Windows ホストのシリアルパイプには、次のフォームの後にパイプ名
を入れます。￥￥.￥pipe￥<namedpipe> 。つまり、 ￥￥.￥pipe￥で
始まるようにします。

Linux ホストのシリアルパイプには /tmp/<socket> を入力するか、使
用したい他の Unix ソケット名を入力します。 

注意 : I リモート Linux ホストで Windows のコンソールを使用して仮想
マシン接続する場合は、/tmp/<pipe>のように Linux パイプ名をここ
で指定してください。 リモート Windows のホストで Linux コンソール
を使用して仮想マシンに接続する場合は、ここで、￥￥.￥pipe￥
<namedpipe>のように Windows パイプ名をここで指定してください。

6. [This end is the server] あるいは [This end is the client] を選択します。一
般的に、仮想マシン側から最初に接続を開始する予定であれば、[This 
end is the server] を選択します。

7. [The other end is an application] を選択します。

8. デフォルトのデバイスステータスは [Connect at power on] に設定され
ていますが、必要に応じて非選択状態にすることができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックしてください。これは、主にシリアル接
続で通信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプ
ションです。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照
ください。

9. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックして、仮想マシン設定エ
ディタを終了します。 

10. ホストコンピュータ上で、仮想マシンと通信させるアプリケーション
が同じパイプ名あるいは Unix ソケット名を使うように構成してくださ
い。
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管理インターフェイスからアプリケーションに接続
1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 

Wizard] が開始します。

2. [Serial Port] をクリックすると、[Serial Port page] 画面が表示されます。

3. 仮想マシンをパワーオンした時に、仮想マシンをデバイスに接続する
には、[Connect at Power On] をチェックします。

4. ホストの名前が付けられたパイプに接続します。[Device] リストで
[Named Pipe] を選択します。

5. [Location] フィールドでファイルのロケーションを入力します。

Windows ホストのシリアルパイプには、次のフォームの後にパイプ名
を入れます。￥￥.￥pipe￥<namedpipe> 。つまり、 ￥￥.￥pipe￥で
始まるようにします。

Linux ホストのシリアルパイプには /tmp/<socket> を入力するか、使
用したい他の Unix ソケット名を入力します。 

注意 : I リモート Linux ホストで Windows のコンソールを使用して仮想
マシン接続する場合は、/tmp/<pipe>のように Linux パイプ名をここ
で指定してください。 リモート Windows のホストで Linux コンソール
を使用して仮想マシンに接続する場合は、￥￥.￥pipe￥
<namedpipe> のように Windows パイプ名をここで指定してください。

6. [This end is the server] あるいは [This end is the client] を選択します。一
般的に、仮想マシン側から最初に接続を開始する予定であれば、[This 
end is the server] を選択します。

7. [The other end is an application] を選択します。
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8. このデバイスをポーリングモードで使用するように設定する場合は、
[Yield CPU on Poll] をチェックします。これは、主にシリアル接続で通
信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプションで
す。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照くださ
い。

9. [OK] をクリックしてデバイスを追加します。

２台の仮想マシンを接続 
2 台の仮想マシンの仮想シリアルポート間が接続するように設定を行うこと
が可能です。このような設定は、例えば一方の仮想マシンのシリアルポート
から送信されるデバッグ情報を、もう 1 台の仮想マシンのアプリケーショ
ンを利用して記録したい場合に便利です。

2 台の仮想マシン（サーバとクライアント）をつなぐ直接シリアル接続をイ
ンストールするには、仮想マシンをオフの状態で、次の手順に従ってくださ
い。コンソールあるいは管理インターフェイスからデバイスを追加すること
ができます。

注意 : この手順を、サーバ仮想マシンで１度、クライアント仮想マシンで
１度、計２回行ってください。

コンソールから２台の仮想マシンを接続
1. コンソールでサーバ仮想マシンに接続します。

2. 仮想マシン設定エディタ ( [VM] - [Settings]) を開きます。

3. [Add] をクリックして [Add Hardware Wizard] を開始します。

4. [Serial Port] を選択し、[Next] をクリックします。

5. [Output to named pipe] を選択し、[Next] をクリックすると、[Specify 
Named Pipe] 画面が表示されます。
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6. デフォルトのパイプ名を使用するか、他のパイプ名を入力します。

Windows ホストの GSX Server 上でのシリアルパイプには、次のフォー
ムの後にパイプ名を入れます。￥￥.￥pipe￥<namedpipe> 。つまり、 
￥￥.￥pipe￥で始まるようにします。

Linux ホストの GSX Server 上でのシリアルパイプには 
/tmp/<socket>を入力するか、使用したい他のUnixソケット名を入力
します。 

注意 : I リモート Linux ホストで Windows のコンソールを使用して仮想
マシン接続する場合は、/tmp/<pipe>のように Linux パイプ名をここ
で指定してください。 リモート Windows のホストで Linux コンソール
を使用して仮想マシンに接続する場合は、￥￥.￥pipe￥
<namedpipe>のように Windows パイプ名をここで指定してください。

7. サーバー仮想マシンでは、 [This end is the server] を選択します。 

クライアント仮想マシンでは、[This end is the client] を選択します。

8. [The other end is a virtual machine] を選択します。

9. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] に設定さ
れていますが、必要に応じて非選択状態にすることができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックしてください。これは、主にシリアル接
続で通信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプ
ションです。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照
ください。

10. [Finish] をクリックしてから、[OK] をくりっくして構成を保存し、仮想
マシン設定エディタを閉じます。

11. この手順をクライアント仮想マシンでも行います。

管理インターフェイスから２台の仮想マシンを接続
1. 管理インターフェイスにサーバで仮想マシンに接続します。 

2. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックすると、[Add Device 
Wizard] が開始します。
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3. [Serial Port] をクリックすると、[Serial Port page] 画面が表示されます。

4. 仮想マシンをパワーオンした時に、仮想マシンをデバイスに接続する
には、[Connect at Power On] をチェックします。

5. ホストの名前が付けられたパイプに接続します。[Device] リストで
[Named Pipe] を選択します。

6. [Location] フィールドでファイルのロケーションを入力します。

Windows ホストのシリアルパイプには、次のフォームの後にパイプ名
を入れます。￥￥.￥pipe￥<namedpipe> 。つまり、 ￥￥.￥pipe￥で
始まるようにします。

Linux ホストのシリアルパイプには /tmp/<socket> を入力するか、使
用したい他の Unix ソケット名を入力します。 

注意 : I リモート Linux ホストで Windows のコンソールを使用して仮想
マシン接続する場合は、/tmp/<pipe>のように Linux パイプ名をここ
で指定してください。 リモート Windows のホストで Linux コンソール
を使用して仮想マシンに接続する場合は、￥￥.￥pipe￥
<namedpipe> のように Windows パイプ名をここで指定してください。

7. サーバー仮想マシンでは、 [This end is the server] を選択します。 

クライアント仮想マシンでは、[This end is the client] を選択します。

8. [The other end is a virtual machine] を選択します。

9. このデバイスをポーリングモードで使用するように設定する場合は、
[Yield CPU on Poll] をチェックします。これは、主にシリアル接続で通
信を行うデバッグツールを使用している開発者に便利なオプションで
す。詳しくは、「上級者用特殊構成オプション (P.334)」を参照くださ
い。
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10. [OK] をクリックしてパラレルポートを追加します。

11. この手順をクライアント仮想マシンでも行います。

上級者用特殊構成オプション
仮想マシンとホスト間あるいは 2 台の仮想マシン間をシリアル接続する際
に、2 つの特殊な構成オプションを利用することができます。これらのオプ
ションは、シリアル接続で通信するデバッグツールを使用する開発者に主に
利用していただくことができます。 

デバッグ中のプロセッサ パフォーマンスの改善
この最初のオプションは、仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings] - [Serial 
Port]) 、あるいは VMware管理インターフェイス ([Configure Hardware]を選択し
てからシリアルポート横の [Edit] を選択 )を使用します。この設定は、ゲスト
OSがシリアルポートを割り込みモードではなく、ポーリングモードで実行し
ている場合、効果的です。ポーリングモードでは仮想マシンが必要以上にプロ
セッサ時間を消費し、ホストや他のゲストの実行速度が低下してしまいます。

ホスト上のアプリケーションのパフォーマンスを通常の状態に戻すには、該
当する仮想シリアルポートを選択し、[Yeild CPU on poll] チェックボックス
をチェックします。この構成オプションは該当する仮想マシンに、仮想シリ
アルポートのポーリングしか行っていない場合に CPU 時間を放棄するよう
に強制します。 

シリアル接続の入力スピードの変更
2 つ目のオプションを利用するには、仮想マシンをオフにしてコンソール
ウィンドウを閉じてから、テキストエディタを使って仮想マシンの構成ファ
イル (.vmx) に次の行を追加する必要があります。

serial<n>.pipe.charTimePercent = <x> 
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このオプションは、パイプを使った仮想マシンへのシリアル接続で最大限の
スピードを引き出したい場合に有効です。原則として、仮想マシンが仮想シ
リアルポートを使ってデータを送信する出力スピードには制限がありませ
ん。 このため、出力スピードは実際には、パイプの接続先のアプリケーショ
ンが入力データを読み込むスピードによって決定されます。

<n>はシリアルポートの番号で、０から始まります。つまり、最初のシリア
ルポートは serial0となります。

<x>には正の整数が入ります。 この数字で、ゲスト OS のシリアルポートにデ
フォルト設定されている速度に対して何パーセントの時間で文字を転送する
か指定します。例えばこれを 200 に設定すると、ポートは文字の転送に倍の
時間をかけ、データをデフォルトの半分の速度で送信するように強制されま
す。一方で 50 に設定すると、ポートが文字の転送にかける時間が半分に短縮
されます。つまり、データの送信が倍の速度で行われるように強制されます。

まずはゲスト OS を使って、仮想マシンで実行中のアプリケーションがサ
ポートする最高速度にシリアルポートを構成してください。

シリアルポートの速度をゲスト OS で適切に設定したら、このオプションで
調整を行ってください。まず 100 から始めて、接続が正確に動作する範囲
内で最高の速度を達成するように数を徐々に減らしていきます。 

使用例 : 仮想シリアルポートを使ったデバッグ
Windows 用デバッグツール (WinDbg）またはカーネルデバッガ（KD) を使
用すれば、仮想シリアルポートを使って仮想マシンでカーネルコードをデ
Web サイト（www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx）からダ
ウンロード可能です。

次の２つの例は、仮想マシン内で仮想シリアルポートを使用してカーネル
コードをデバッグする方法を説明しています。

• デバッグアプリケーションが GSX Server のホスト（Windows ホストの
み）にインストールされている場合

• デバッグアプリケーションが同じGSX Serverホストに存在する別の仮想
マシンにインストールされている場合（これは Linux がホストの場合に
便利なオプションですが、Windows ホストでも実行できます）。

上記いずれの場合も、2 台の物理コンピュータやモデム、シリアルケーブル
を使わず、1 台のシステムでカーネルコードをデバッグすることができま
す。
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Windows ホストから仮想マシン内のアプリケーションをデバッグ
ここでは、仮想マシン（ターゲット仮想マシン）にデバッグの対象となる
カーネルコードが存在し、WIndows ホスト上で WinDbgか KDを実行して
いる場合を考えます。

「ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続 (P.328)」手順に従って、
ターゲット仮想マシンの下準備を行います。この際、仮想マシンの仮想シリ
アルポートは次のように構成します。

• [This end is the server] を選択します。

• [Advanced] をクリックし、[I/O Mode] のところで、[Yield CPU on poll]
チェックボックスをチェックします。これは、ターゲット仮想マシン
のカーネルが、仮想シリアルポートを割り込みモードではなく、ポー
リングモードで使用するためです。

ホストの下準備を行う際、ダウンロードした Windows 用デバッグツールが
最新バージョンのものであるかを確認してください。ここでは、パイプを
使ったデバッグをサポートする Version 4.0.18.0 以降が必要です。

準備ができたら、次の作業を行ってください。

1. 仮想マシンをオンにします。

2. シリアルポートが接続されている事を確認します。[VM] - [Removable 
Devices] を選択してください。メニューでは、[serial<n>] が
[￥￥.￥pipe￥<namedpipe>]（Windows ホスト）か [/tmp/
<socket>](Linux ホスト）として表示されているはずです。シリアル
ポートが接続されていない場合は、該当する仮想シリアルポートを指
定してから [Connect] を選択します。 

3. ホストでコマンドプロンプトを開き、次のいずれかを行ってください。

• WinDbgを使用している場合は、次のラインを入力します。

WinDbg -k com:￥￥.￥pipe￥<namedpipe>,pipe

• KDを使用している場合は、次のラインを入力します。

kd -k com:￥￥.￥pipe￥<namedpipe>,pipe

次に <Enter> キーを押してデバッグを開始します。

別の仮想マシンから仮想マシン内のアプリケーションをデバッグ
ここでは、仮想マシン（ターゲット仮想マシン）にデバッグの対象となる
カーネルコードが存在し、同じホストの別の仮想マシン（デバッガ仮想マシ
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ン）で Windows 用デバッグツール（WinDbg)かカーネルデバッガ (KD）を
実行している場合を考えます。

これは、Linux ホストで GSX Server を実行している場合に便利なオプション
です。デバッガ仮想マシンでは、Windows ゲスト OS を使って Windows 用
デバッグツール (WinDbg) またはカーネルデバッガ (KD) を実行する必要があ
ります。

「２台の仮想マシンを接続 (P.331)」で該当するホスト向けのサーバ仮想マシ
ンの箇所にある手順に従って、ターゲット仮想マシンの下準備を行います。
ターゲット仮想マシンの仮想シリアルポートを構成する際、[Yield CPU on 
poll] チェックボックスが選択されているか確認してください。これは、
ターゲット仮想マシンのカーネルが、仮想シリアルポートを割り込みモード
ではなく、ポーリングモードで使用するためです。

デバッガ仮想マシンの下準備を行う前に、Windows 用デバッグツールをダ
ウンロードしておいてください。次に「２台の仮想マシンを接続 (P.331)」
のクライアント仮想マシンの箇所にある手順に従ってください。

準備ができたら、次の作業を行ってください。

1. 仮想マシンをオンにします。

2. 各仮想マシンでシリアルポートが接続されている事を確認します。
[VM] - [Romovable Devices] を選択してください。シリアルポートが接
続されていない場合は、仮想シリアルポートを指定してから [Connect]
を選択します。

3. デバッガ仮想マシンで WinDbgか KDを使って通常の手順でデバッグを
開始します。 
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Linux ホストでキーボードのマッピング
ここでは、次のような問題の対処方法と Linux でのキーボードマッピングの
付加情報を説明します。

• 特殊な言語に限定された、GSX Server でサポートされていないキーボー
ドを使用している

•  キーボードの一部のキーが仮想マシンで正しく動作しない 

• 仮想マシンをローカルマシンで実行すればキーボードは正常に動作す
るが、同じ仮想マシンをリモート X サーバで使用すると正常に動作し
なくなる

ここでは以下の解説を行います。

• 解決法 (P.338)

• バックグランド情報 (P.338)

• V-Scan コード表 (P.343)

解決法
ローカル X サーバではキーボードが正しく動作しており、（PC 上で稼働す
る XFree86 サーバである）リモート X サーバでも同様に機能させたいだけ
なら、仮想マシンをオフにしてコンソールを閉じ、仮想マシンの構成ファイ
ルか、 ~/.vmware/configに次の行を追加してください。

xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = true

この変更は、リモート X サーバのマシンではなく、仮想マシンを実行して
いるホストマシンで行います。

GSX Serverが XFree86 サーバとして認識しない XFree86 ベースのサーバを使
用している場合は、次の行を代わりに追加します。

xkeymap.usekeycodeMap = true 

ローカルマシンで XFree86 サーバを使用しており、キーボードが正常に動
作しない場合は、弊社のテクニカルサポート（ www.vmware.com/

requestsupport）にサポートリクエストを提出してください。

バックグランド情報 
残念ながら、PC（仮想マシンでもホストでも）でのキーボードのサポート
は複雑な問題を含んでいます。十分に理解していただくにはバックグラウン
ドの説明から始めなければなりません。ここでは大幅に単純化した説明を
行っています。
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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。

GSX Server の内部では、単一の９ビットの数値からなる PC スキャンコード
を単純化した、 v-scan コードと呼ばれるコードを使用しています。v-scan
コードは、３桁の 16 進数として記述されます。最初の桁は 0 か 1 です。例
えば、 左側の <Ctrl> キーには１バイトのスキャンコード (0x1d) が割り当て
られ、その v-scan コードは 0x01d です。右側の <Ctrl> キーのスキャンコー
ドは２バイト (0xe0, 0x1d) で、その v-scan コードは 0x11d です。

X サーバは、２段階のキーエンコードを使用しています。X キーコードは１
バイト値です。一方、キーへのキーコードの割り当ては、X サーバの実装と
物理キーボードによって異なります。このため一般的に、X アプリケーショ
ンはキーコードを直接使用することができません。代わりにキーコードは、
<Space><Escape><x><2> といった名前が設定された keysyms にマッピン
グされます。マッピングは、XChangeKeyboardMapping() という機能ま
たは xmodmapというプログラムを使って X アプリケーションがコントロー
ルしています。また xevは、そのウィンドウに入力されたキーのキーコー
ドと keysyms を表示する便利なツールです。

要するに、キーコードは物理キーに大まかに対応しており、keysyms はキー
の上に表示されている記号に対応したものです。例えば、PC 上で稼働する
XFree86 サーバを例に取ると、ドイツ語キーボードの <Z> キーは英語キー
ボードの <Y> キーと同じキーコードを持ちますが、ドイツ語の
<Z>keysyms は英語の <Y>keysyms ではなく、<Z>keysyms と同じです。

PC 上の XFree86 サーバでは、X キーコードから PC スキャンコード（実際
は、GSX Server 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。GSX Server はこの事実を利用しています。ローカルホストで
XFree86 サーバを使用する時は、X キーコードから v-scan コードへのビルト
インされたマッピングを利用します。このマッピングはキーボードの種類に
は関係なく、全てとは言えないまでも、ほとんどの言語に対して有効なはず
です。XFree86 サーバやローカルサーバを使用しないケースでは、キーボー
トに特有の表を利用して v-scan コードに keysyms をマッピングしなければ
なりません。

キーコードのマッピングは簡単で自動化されているため、誰にでもできます
（keysyms のマッピングはもっと複雑です。これに関しては後ほど解説しま
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す）。ただし、リモートサーバを実行しているのが PC であるか異種のコン
ピュータであるかをプログラムが判別することができないため、無難にロー
カル X サーバでしかキーコードのマッピングを利用しません。 しかし、この
設定では不都合が生じることがよくあります。このようなキーコードのマッ
ピング関連の動作は、仮想マシンをオフにしてコンソールを閉じてから、テ
キストエディタを使って仮想マシンの構成ファイルに次のような構成設定を
追加して対処します。
• xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = true

XFree86 サーバの使用時は、リモートであってもキーコードマッピング
を使用

• xkeymap.usekeycodeMap = true

サーバタイプに関わらず常にキーコードマッピングを使用
• xkeymap.nokeycodeMap = true

キーコードマッピングは一切使用しない
• xkeymap.keycode.<code> = <v-scan code>

キーコードマッピングを使用する場合は、キーコード <code>を <v-

scan code>にマッピング。 <code>は10進数、<v-scan code>はCの
シンタックス 16 進数（例えば 0x001） でなければなりません。

キーに割り当てられた X キーコードの確認は、xevまたは xmodmap -pk

を実行するのが最も簡単な方法です。v-scan コードのほとんどは「V-Scan 
コード表 (P.343)」に記載されています。下記の keysyms マッピング表も活
用ください。

この機能を使ってマッピングを多少変更することができます。例えば、次の
行を使って、左の <Ctrl> キーと <Caps Lock> キーを置換えることができま
す。

xkeymap.keycode.64 = 0x01d # X Caps_Lock -> VM left ctrl
xkeymap.keycode.37 = 0x03a # X Control_L -> VM caps lock 

このような構成ラインは、各仮想マシン構成に追加することも、個々の
GSX Server 構成 (~/.vmware/config) やホスト全体 (/etc/vmware/
config) あるいはインスタレーション全体（一般的に /usr/local/lib/

vmware/config）の構成にも追加することができます。 

キーコードマッピングを利用できない（またはその機能が無効になってい
る）場合、GSX Server は keysyms を v-scan コードにマッピングします。こ
れは GSX Server のインスタレーション（一般的に /usr/local/lib/
www.vmware.com340
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vmware）の xkeymap ディレクトリに存在する表の１つを使って実行されま
す。

使用する表は、キーボードのレイアウトによって決定されます。一般的な
ディストリビューションには、米国及びヨーロッパ諸国向けの PC キーボー
ドと言語の表が含まれています。ほとんどの場合、101 キー（または 102
キー）と 104 キー（または 105 キー）の両方の変数があります。 

GSX Server は現在使用中の X キーマップをチェックして、使用する表を自
動的に決定します。ただし、その決定プロセスは完全ではありません。さら
に、各マッピングは固定されているので、すべてのキーボードや X キー
コードから keysyms へのマッピングで完全に正しいわけではありません。
例えば、ユーザーが xmodmapのコマンドで <Cntrl> キーと <Caps Lock>
キーを置換えている場合、リモートサーバ（keysyms マッピング）使用時に
は仮想マシンでキーは置換されますが、ローカルサーバ（キーコードマッピ
ング）使用時には置換されないことになります。

このため、keysyms マッピングは完全ではありません。この欠陥を補うに
は、次の構成設定を使用すれば、ほとんどの動作の規則を変更することがで
きます。 
• xkeymap.language = <keyboard-type>

GSX Server が使用中のキーボードに合った xkeymap表が存在するのに
それを検出できない場合、このコマンドを使用します。<keyboard-

type>は、xkeymap ディレクトリに存在する表の１つでなければなり
ません （格納場所は上記参照）。ただし、キーボードが検出できない場
合、恐らく完全に正しい表が存在しないと考えることができます。 

• xkeymap.keysym.<sym> = <v-scan code>

keysyms マッピングの使用時は、keysyms<sym>を <v-scan code>

にマッピング。 <sym>は Xkeysyms 名、<v-scan code> は C のシン
タックスの 16 進数（例えば 0x001）でなければなりません。

キーに割り当てられた keysyms 名の確認は、xevまたは
xmodmap -pkを実行するのが最も簡単な方法です。

X ヘッダーファイル /usr/X11R6/include/X11/keysymdef.hには
keysyms の完全なリストが含まれています（keysyms の名前は、その C
定数から最初の XK_ を除いたものと同じです）。「V-Scan コード表 
(P.343)」には、v-scan コードのほとんどが記載されています。

xkeymap 表も便利です。この機能を使って、既存のマッピングの小さ
なエラーを修正することができます。
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• xkeymap.fileName = <file-path>

<file-path>の keysyms マッピング表を使用。表は、この形式の構成
ラインのシーケンスです。
<sym> = <v-scan code>

<sym> は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。（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。
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V-Scan コード表
104 キー U.S. キーボード向けの v-scan コード表 :

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 

 Esc      0x001    

 1    !     0x002    

 2    @     0x003    

 3    #     0x004    

 4    $     0x005    

 5    %     0x006    

 6    ^     0x007    

 7    &     0x008    

 8    *     0x009    

 9    (   0x00a    

 0    )   0x00b    

 -    _     0x00c    

 =    +     0x00d    

 Backspace      0x00e    

 Tab      0x00f    

 Q      0x010    

 W      0x011    

 E      0x012    

 R      0x013    

 T      0x014    

 Y      0x015    
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 U      0x016    

 I      0x017    

 O      0x018    

 P      0x019    

 [    {     0x01a    

 ]    }     0x01b    

 Enter      0x01c    

 Ctrl     左  0x01d    

 A      0x01e    

 S    0x01f    

 D    0x020    

 F    0x021    

 G    0x022    

 H    0x023    

 J    0x024    

 K    0x025    

 L    0x026    

 ;    0x027    

 '    0x028    

 `    0x029    

 Shift    左  0x02a    

 \    ¦     0x02b    

 Z    0x02c    

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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 X    0x02d    

 C    0x02e    

 V    0x02f    

 B    0x030    

 N    0x031    

 M    0x032    

 ,    <    0x033    

 .    >    0x034    

 /    ?    0x035    

 Shift   右  0x036    

 *   数字パッド  0x037    

 Alt    左  0x038    

 Space bar    0x039    

 Caps Lock    0x03a    

 F1    0x03b    

 F2    0x03c    

 F3    0x03d    

 F4    0x03e    

 F5    0x03f    

 F6    0x040    

 F7    0x041    

 F8    0x042    

 F9    0x043    

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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 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    

 Ctrl    右  0x11d    

 /    数字パッド  0x135    

 SysRq    Print Scrn     0x137    

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 キーボードには、数字パッドに <Sys Req> キーがあります。

 Alt   右  0x138    

 Home   ファンクション
パッド

 0x147    

 Up arrow   ファンクション
パッド

 0x148    

 Page Up   ファンクション
パッド

 0x149    

 Left arrow   ファンクション
パッド

 0x14b    

 Right arrow   ファンクション
パッド 

 0x14d    

 End   ファンクション
パッド 

 0x14f    

 Down arrow    ファンクション
パッド 

 0x150    

 Page Down    ファンクション
パッド 

 0x151    

 Insert   ファンクション
パッド 

 0x152    

 Delete   ファンクション
パッド 

 0x153    

 Windows   左  0x15b    

 Windows   右  0x15c    

 Menu    0x15d  

シンボル  Shift時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 

 Sys Req     数字パッド  0x054  

シンボル  Shift 時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 
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U.S 以外のキーボードには、左の <Shift> キーの隣にキーが追加されていま
す（多くの場合 < > か < > |）。 

シンボル  Shift時のシンボル  ロケーション  v-scan コード 

 <    >    0x056  
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仮想マシンでUSB デバイスを使用
ここでは、仮想マシンでの USB デバイスの使用方法に関して解説します。

• USB サポートに関する注意事項 (P.349)

• USB コントローラの追加 (P.350)

• USB デバイスの接続 (P.351)

• Windows ホストでの USB の使用 (P.352)

• Windows 2000 ホストで USB 2.0 ドライバを変換 (P.352)

• Linux ホストでの USB の使用 (P.353)

• USB デバイスのコントロール (P.353)

• 仮想マシンから USB デバイスを削除 ( 取り外し ) (P.354)

• ヒューマンインターフェイスデバイス (P.355)

VMware GSX Server は、2 ポートの USB 1.1 コントローラを提供しています。
このため、 ホスト OS とゲスト OS が共に USB をサポートしていれば、仮想マ
シンで 2 つまで USB デバイスを使用することが可能です。ホストが USB 2.0
デバイスをサポートしている場合、仮想マシンでも利用することができます。

注意 : Linux カーネル 2.2.17 以前のものは USB をサポートしていません。

ホスト OS が USB をサポートしていなければなりませんが、デバイスを仮想
マシンでしか使用しない場合は、ホスト OS に USB デバイス用のドライバを
インストールする必要はありません。

USB 2.0 をサポートする Windows 2000 ホストでは、USB コントローラに必
ず Microsoft USB 2.0 ドライバを使用してください。 一部のマザーボードマー
カーが提供しているようなサードパーティーの USB 2.0 ドライバはサポート
されていません。 サードパーティーのドライバから切り替える際の詳しい情
報は、「Windows 2000 ホストで USB 2.0 ドライバを変換 (P.352)」の項を参照
してください。

USB サポートに関する注意事項
今回のリリースにあたって、多様な USB デバイスを使ってテストを行いま
した。一般的に、ゲスト OS に適切なドライバがインストールされていれ
ば、PDA、プリンタ、記憶（ディスク）デバイス、スキャナ、MP3 プレー
ヤ、PC ラジオ、デジタルカメラ、メモリカードリーダなどを使用できるは
ずです。
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モデムや特定のストリーミングデータデバイス（スピーカー、Web Cam）
は正常に動作しません。

USB コントローラの追加
USB コントローラは、GSX Server で作成された全ての仮想マシンではデフォ
ルトで無効になっています。USB コントローラを仮想マシンの構成に追加す
るには、仮想マシンをオフの状態で、次の手順にを行ってください。 コン
ソールあるいは管理インターフェイスからデバイスを追加できます。

コンソールからUSB コントローラを追加
1. 仮想マシン設定エディタを開き、[VM] - [Settings] を選択します。

2. [Add] をクリックして、[New Hardware Wizard] を開始します。[Next]
をクリックすると、[Hardware Type] 画面が表示されます。

3. [USB Contoroller] を選択し、[Next] をクリックすると、[USB] 画面が表
示されます。

4. 新しい USB デバイスを自動的に仮想マシンに接続したくない場合は、
チェックボックスからチェックを外してください。

5. [Finish] をクリックして仮想 USB コントローラをインストールします。
[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閉じ
ます。
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管理インターフェイスからUSB コントローラを追加
1. [Hardware] ページで [Add Device] をクリックすると、[Add Device 

Wizard] が開始します。

2. [USB Contoroller] をクリックすると、[Universal Serial Bus (USB)] 画面が
表示されます。

3. コンソールで仮想マシンが選択された時に USB デバイスをこの仮想マ
シンに接続するようにするには、チェックボックスをチェックします。

4. [OK] をクリックし、USB コントローラを追加します。

USB デバイスの接続
仮想マシンが実行中で、そのウィンドウがアクティブな時に USB デバイス
がホストコンピュータにプラグインされると、デバイスはホストではなくゲ
ストに自動的に接続されます。この自動接続機能は仮想マシン設定エディタ 
([VM] - [Settings]) の USB コントローラ パネルでオフにすることが可能です。
自動接続時に仮想マシンの全 USB ポートが既に使用中の場合は、 既存の USB
デバイスの 1 つを切断してポートを利用可能な状態にするか、新しいデバ
イスを無視して、それをホストに接続するかの選択画面が表示されます。

特定の USB デバイスを仮想マシンに接続するには、[VM] - [Removable 
Devices] メニューを使用します。USB デバイスは同時に２つまで接続可能で
す。物理 USB デバイスがハブを使ってホストコンピュータに接続されてい
る場合、仮想マシンは USB デバイスのみを認識し、ハブは認識しません。

各 USB ポートにはメニュー項目が存在します。これらの 1 つにマウスを移
動すれば、ホストコンピュータに接続され使用可能なデバイスのカスケード
メニューを表示することができます。デバイスを仮想マシンに接続するに
は、デバイス名をクリックします。

既にそのポートにデバイスが接続されている場合、新しいデバイス名をク
リックすると最初のデバイスが切断され、新しいデバイスが接続されます。

接続されているデバイスを切断するには、そのデバイスが接続しているポー
トのカスケードメニューで [None] をクリックします。
351



VMware GSX Server 仮想マシン ガイド
新しくデバイスをホストに物理的に接続した後に自動接続機能がこれを仮想
マシンに接続しないと、デバイスはまずホストに接続されます。新しく追加
したデバイスの名前を [Removable Devices] サブメニューに追加すれば、手
作業でこれを仮想マシンに接続することもできます。

Windows ホストでのUSB の使用
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 Server 2003 ホストでは、[ 新しいハードウェアの検出 ] ウィザード
がユーザーに確認を求めてきます。デフォルトの [ ソフトウェアを自動的に
インストールする ] を選択してください。 この作業が完了すると、ゲスト OS
が USB デバイスを検出し、適切なドライバを検索します。

Palm ハンドヘルドや Handspring Visor といった PDA を最初に仮想マシンに
同期化させると、ホストで VMware USB デバイスドライバを読み込み、ゲス
トで PDA ドライバを読み込むのに必要な時間がデバイスの接続期限値を超
え、ゲストが同期化を行う前にデバイスが切断されてしまうことがありま
す。 この場合、ゲストが PDA ドライバのインストールを完了するのを待っ
てから接続エラーの警告を無視し、 再び PDA と同期化を図ってください。2
回目は動作するはずです。

Windows 2000 ホストで USB 2.0 ドライバを変換
USB 2.0 ポートを持つ Windows 2000 ホストで GSX Server を利用するには、
ホスト OS の USB コントローラに Microsoft USB 2.0 ドライバを使用する必要
があります。例えばマザーボードメーカーが提供するようなサードパー
ティーのドライバをホスト OS が使用している場合、ドライバを変更する必
要があります。

使用中のドライバのプロバイダは次の手順で確認します。

1. デバイスマネージャを開きます。[ マイコンピュータ ] を右クリックし、
[ プロパティ ] を選択します。次に [ ハードウェア ] タブをクリックし
てから [ デバイスマネージャ ] をクリックしてください。

2. [USB(Universal Serial Bus) コントローラ ] のリストを展開して表示しま
す。

3. リストから該当するコントローラを右クリックして [ プロパティ ] を選
択します。
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4. [ ドライバ ] タブをクリックしてください。ドライバのプロバイダとし
て Microsoft が表示されていれば、既に適切なドライバが設定されてい
ます。

ドライバのプロバイダが Microsoft 社でない場合は、Microsoft 社の Web サ
イトから使用中のホスト OS 向けの最新の USB ドライバをダウンロードし、
指示に従ってインストールしてください。詳しい情報は Microsoft 社知識
ベース第 319973 項で入手できます。

Linux ホストでの USB の使用
Linux ホストでは、VMware Workstation は USB デバイスへの接続に USB デ
バイスファイルシステムを使用します。USB をサポートする Linux システム
のほとんどは、USB デバイスファイルシステムを /proc/bus/usbに格納
しています。ホスト OS が USB デバイスファイルシステムに異なるパスを使
用している場合は、仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings] - [USB]) で変更
できます。[Path to usbdevfs] フィールドに正しいパスを入力します。 

USB デバイスのコントロール
USB は、一度にホストとゲストのいずれか 1 つのコンピュータしかコント
ロールできません。

Windows ホストでのデバイスコントロール
デバイスを仮想マシンに接続すると、ホストまたはそのデバイスをコント
ロールしていた別の仮想マシンからデバイスが「アンプラグ（切断）」され
ます。仮想マシンからデバイスを切断すると、そのデバイスはホストに「プ
ラグイン」されます。

注意 : UBS ネットワークと記憶デバイスをホストから切断するには、特別
な手順で行う必要があります。Windows 2000 では「ハードウェアの取り出
し ]、Windows XP と Windows Server 2003 では「ハードウェアの安全な取
り出し ] というシステムトレイアイコンがあります。仮想マシンに接続する
目に、このアイコンを使ってホストからデバイスを切断してください。

注意 : 仮想マシン内で、USB ネットワークや記憶デバイスを接続する際、
デバイスを安全に取り外すことができますというメッセージホストに表示さ
れる時があります。これは正常な動作ですが、メッセージ画面は無視してく
ださいしかし、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。
GSX Server がデバイスのコントロールを自動的に仮想マシンに渡します。 

USB 記憶デバイスがホストで使用されている場合 ( 例えば、該当するデバイ
スに格納されているファイルがホストで開かれている場合 )、デバイスを接
続しようとすると、仮想マシン内にエラーメッセージが表示されることがあ
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ります。この場合、ホストに操作を完了させるか、該当するデバイスに接続
されているホスト上のアプリケーションを閉じるかしてから、そのデバイス
を仮想マシンに再び接続してください。

Linux ホストでのデバイスコントロール
Linux ホストでは、ホストが使用していないデバイス、つまりホスト OS の
ドライバが要求していないデバイスであれば、ゲスト OS が使用できます。

ホストがデバイスを使用中に [VM] - [Removable Devices] メニューを使って
ゲストにそのデバイスを接続しようとすると、デバイスへの接続に問題が生
じたことを報告するダイアログが表示されます。

ホストからデバイスを取り外すには、デバイスドライバを削除する必要があ
ります。これは、root (su -) の権限で rmmodコマンドを使って手作業で行
います。あるいはドライバが hotplugによって自動的に読み込まれている
場合は、 /etc/hotplugディレクトリにある hotplug 構成ファイルでそれ
を無効にすることができます。これらの構成ファイルの編集に関する詳細
は、Linux ディストリビュータが提供するドキュメントを参照してくださ
い。

（PDA のように）自動接続に依存するデバイスでも、似たような問題が生じ
ることがあります。

自動接続機能を使って仮想マシンにデバイスをうまく接続できていたのにも
かかわらず、デバイスへの接続がうまくいかなくなった場合は、次の手順に
従ってください。

1. デバイスを一旦切断してから、再び接続してください。物理的にデバ
イスを取り外してからプラグインしても、[VM] - [Removable Devices]
メニューでデバイスの切断 / 接続を行っても構いません。

2. デバイスが使用中であるとの警告が表示されたら、 /etc/hotplug
ディレクトリにある hotplug構成ファイルでデバイスを無効にしま
す。

仮想マシンからUSB デバイスを削除 (取り外し )
USB デバイスを取り外したり、[Removable Devices] サブメニューを使って
仮想マシンから切断する前に、デバイスが安全な状態であることを確認して
ください。

製造元が指定する、デバイスを物理コンピュータから取り外す際の手順に
従って、作業を行ってください。これは、デバイスを物理的に取り外す場合
も、ホストから仮想マシンに、仮想マシンからホストに、または仮想マシン
間で移動する場合も同じです。
www.vmware.com354



第 8 章  デバイスの構成
データ記憶装置（例えば ZIP ドライブ）を扱う場合は、特に注意してくださ
い。ファイルを保存してすぐに、OS がデータをディスクに書き込む間もな
くデータ記憶デバイスを移動すると、データが失われる可能性があります。

ヒューマンインターフェイスデバイス
キーボードやマウスなどの USB ヒューマン インターフェイスデバイスは、
仮想マシンの USB コントローラで処理されません。これらのデバイスがホ
ストの USB ポートにプラグインされていても、仮想マシンでは代わりに標
準の PS/2 キーボード及びマウスとして認識されます。
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Generic SCSI デバイに接続
ここでは、仮想マシンでの Genric SCSI の使用方法に関して解説します。

• ゲスト OS でのデバイスサポート (P.356)

• 仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加 (P.357)

• Windows ホスト OS の Generic SCSI (P.359)

• Linux ホスト OS 上の Generic SCSI (P.362)

Generic SCSI を使用すれば、ゲスト OS がサポートするあらゆる SCSI デバイ
スを仮想マシンで実行することができます。Generic SCSI を使って、ゲスト
OS はホストに接続されている SCSI デバイス（スキャナ、テープドライブ、
テープチェンジャ等）に直接アクセスできるようになります。

ゲストOSでのデバイスサポート
理論上 Generic SCSI はデバイスに一切依存しないはずですが、弊社の検証で
は、ゲスト OS、デバイスクラス及び特定の SCSI ハードウェアに影響を受け
ることが判明しています。必要な SCSI ハードウェアはまず使用してみて、
問題が生じた場合に弊社のテクニカルサポートに報告することをお勧めしま
す。

Windows XP ゲスト OSで SCSI デバイスを使用するための準備
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。このドライバは弊社 Web サイトのダウンロードのセク
ション（www.vmware.com/download）で入手することができます。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OSで SCSI ドライバを使用するための準備
Generic SCSI デバイスは、仮想マシンが提供する仮想の Mylex® (BusLogic) 
BT-958 互換のホストバスアダプタを使用します。一部のゲスト OS は、仮想
マシンに最初に SCSI デバイスをインストールすると、ドライバのインス
トールを順を追って実行してくれます。ただし Windows NT4.0 では、仮想
SCSI ディスクにドライバが既にインストールされていない場合は、手作業
でドライバをインストールする必要があります。この作業は、Generic SCSI
デバイスを追加する前に行ってください。

Windows NT 4.0 ゲストに BusLogic ドライバをインストールするには、 
Windows NT インストール CD を用意して、次の手順に従ってください。

1. [SCSI アダプタ ] コントロールパネルを開きます。

[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [SCSI アダプタ ] 
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2. [ ドライバ ] タブをクリックします。

3. [ 追加 ] をクリックします。

4. 左側のベンダーのリストから [BusLogic] を選択します。

5. 右側のドライバのリストから [BusLogic MultiMaster PCI SCSI Host 
Adapters] を選択します。

6. [OK] をクリックします。

7. 画面の指示に従って Windows NT CD を挿入します。[OK] をクリックし
ます。

8. 画面の指示に従ってゲスト OS を再起動します。

Windows Me、Windows 98、Windows 95 ゲストOSで SCSI デバイスを使
用するための準備 
Windows 95、Windows 98 あるいは Windows Me ゲスト OS で Generic SCSI 
デバイスを使用しており、デバイスに問題がある場合、最新の Mylex 
(BusLogic) BT/KT-958 互換ホストバスアダプタを LSI Logic の Web サイト
(www.lsilogic.com) からダウンロードしてください。このドライバは Windows
が選んだドライバに優先しますが、既知の問題を修正します。

仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加
仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加するには、仮想マシン設定エディ
タを使用します。仮想マシン設定エディタを使用すれば、ホスト上の物理
Generic SCSI デバイスに仮想 SCSI デバイスをマッピングすることができま
す。

Generic SCSI デバイスの設定を行うときは、仮想マシンをオフにしてから、
以下の手順に従ってください。

コンソールからGeneric SCSI デバイスを仮想マシンに追加 
1. VMware 仮想マシンコンソールを起動し、仮想マシンを選択します。 

2. [VM] - [Settings] を選択して、仮想マシン設定エディタを開きます。 
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3. [Add] をクリックして [Add Hardware Wizard] を開始します。[Generic 
SCSI Device] を選択し、[Next] をクリックします。

4. 使用する物理デバイスの名前を指定します。

次に、このデバイスを認識させたい仮想マシンの仮想デバイスノード
を選択します。

[Device status] の下のチェックボックスでは、仮想マシンをオンにする
たびにデバイスを接続するかどうかを指定することができます。

注意 : Windows ホストでは、デバイスは CdRom0、Scanner0、Tape0
または Changer0 といった形式で表示されます。該当するデバイスがリ
ストに表示されない場合は、 仮想マシンに手作業でそのデバイスを追加
してください。詳しくは、「Windows ホスト OS の Generic SCSI (P.359)」
をご覧ください。

5. [Finish] をクリックして、新しいデバイスをインストールします。

6. [OK] をクリックして構成を保存し、 仮想マシン設定エディタを閉じま
す。

管理インターフェイスからGeneric SCSI デバイスを仮想マシンに追加
1. [Hardware] ページで、[Add Device] をクリックして、[Add Device 

Wizard] を開始します。
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2. [Generic SCSI Device] をクリックすると、[SCSI Device] 画面が表示され
ます。

3. 仮想マシンをパワーオンした時に、この仮想マシンをサーバの SCSI デ
バイスに接続するには、[Connect at Power On] をチェックします。

4. [Device] フィールドで、Scanner0 （Windows ホスト上のデバイス向
け）や /dev/sga（Linux ホスト上のデバイス向け）等のデバイス名を
指定します。

5. 仮想デバイスノードを指定し、[Virtual SCSI Node] リストで適切な SCSI 
ID を選択します。

6. [OK] をクリックし、デバイスを追加します。

Windows ホスト OSの Generic SCSI 
Windows で Generic SCSI ドライバを使用すれば、ゲスト OS が Generic SCSI
デバイス（スキャナ、テープドライブ、その他のデータ記憶デバイスなど）
を仮想マシンで使用できるようになります。

GSX Server が検出しないGeneric SCSI デバイスを追加 ( 上級者向け )
仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加する時に、追加したいデバイスを
GSX Server が表示しない場合 ( 例えば、Windows 2000 ホスト上のスキャナ、
あるいは一部のテープバックアップデバイス） 、仮想マシンの構成ファイル
(.vmx) に手作業でデバイスを追加する必要があります。

GSX Server がデバイスを検出しない理由は以下のようなものがあります。

• ホストにそのデバイスのドライバがインストールされていない場合。 

• ホスト上のドライバがデバイスの検出を妨げている場合。

• ホスト OS で利用できないドライバを必要とするデバイスを仮想マシン
が使用している場合。

下記の作業を行う前に、まずホストにデバイスのドライバがインストールさ
れているか確認してください。ドライバがインストールされていない場合
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は、ドライバをインストールしてから、デバイスが GSX Server に正しく認
識されているかをチェックします。正しく表示されない場合、あるいはホス
トにドライバをインストールできない、またはしたくない場合は、仮想マシ
ンに手作業でデバイスを追加しなければなりません。 

デバイスを手作業で追加する時は、GSX Server が使用する CdRom0などの
デバイス名の代わりに、scsiX:Y 表記を使用してホストのデバイスを参照
してください。 この表記では、 X はデバイスが格納されているホスト上の
SCSI バスで、Yはホストでデバイスが使用するターゲット ID です。

注意 : このようにデバイスを追加する方法は、上級ユーザー以外にはお勧
めしません。

注意 : デバイスを追加する前に、ホスト上の元の SCSI デバイスドライバを
無効にする必要があります。 一部の Windows OS は、デバイスドライバがデ
バイスを所有している場合、アダプタからの送信コマンドを実行しません。 .

手作業でデバイスを追加しなければならない場合があります。状況に応じ
て、次の手順に従ってください。どの状況でも、仮想マシンをオフにし、テ
キストエディタの仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を開き、以下に説明さ
れているように変更を行ってください。

1. 仮想マシンに SCSI アダプタあるいはデバイスは組み込まれていなく、
Gemeroc SCSI デバイスを仮想マシンの新しい仮想 SCSI アダプタに追加
したい場合。

このような場合に、仮想マシンにデバイスを追加するには、次のライ
ンを仮想マシンの構成ファイルに付け加えてください。
scsiZ:Y.present = "true"
scsiZ:Y.deviceType = "scsi-passthru"
scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"

X、Y、Zは次のように定義されます。

• X は、ホストでデバイスが使用する SCSI バスです。 

• Yは、仮想マシンとホスト上でデバイスが使用するターゲット ID で
す。 デバイスが正確に機能するように、ホストが既にデバイスのため
に使用している仮想マシンに同じターゲット ID を使用します。

• Zは、仮想マシンでデバイスが使用する SCSI バスです。 

2. 仮想マシンには SCSI アダプタとデバイスがあり、アダプタに Generic 
SCSI デバイスを追加したい場合。
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このような場合に、デバイスを Generic SCSI デバイスとして構成する
には、次のラインを仮想マシンの構成ファイルに付け加えてください。
scsiZ:Y.deviceType = "scsi-passthru"
scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"

X、Y、Zは 次のように定義されます。

• X は、ホストでデバイスが使用する SCSI バスです。

• Yは、仮想マシンとホスト上でデバイスが使用するターゲット ID で
す。 デバイスが正確に機能するように、ホストが既にデバイスのため
に使用している仮想マシンに同じターゲット ID を使用します。

• Z は、仮想マシンでデバイスが使用する SCSI バスです。 

3. 仮想マシンに SCSI アダプタと Generic SCSI デバイスがあるが、GSX　
Server が [Add Hardware Wizard] でデバイスを認識しない場合。

このような場合は、構成ファイルで次のようなラインを探してくださ
い。
scsiZ:Y.fileName = "<deviceName>"

次のようにラインを変えます。
scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"

X、Y、Zは次のように定義されます。

• X は、ホストでデバイスが使用する SCSI バスです。

• Yは、仮想マシンとホスト上でデバイスが使用するターゲット ID で
す。 デバイスが正確に機能するように、ホストが既にデバイスのため
に使用している仮想マシンに同じターゲット ID を使用します。

• Z は、仮想マシンでデバイスが使用する SCSI バスです。 

例えば、問題のあるデバイスが CD-ROM ドライブである場合、構成
ファイルへのエントリは次のようになります。
scsi0:4.fileName = "CdRom0"

ホストのデバイスがターゲット ID 4 のバス２に格納されている場合、
次のようにラインを替えます。
scsi0:4.fileName = "scsi2:4"

仮想マシンでデバイスが使用するターゲット ID は、ホストでデバイス
が使用するターゲット ID と同じでなければなりません。
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4. ステップ 3 の手順に従って、Generic SCSI デバイスを仮想マシンの構成
ファイル (.vmx) に追加しても、GSX Server が Add Hardware Wizard で
このデバイスを認識しない場合があります。この問題は、テープドラ
イバやテープチェンジャで起こる可能性があります。

この場合、構成ファイルで下記のような行を探してください。
scsiZ:Y.fileName = "scsiX:Y"

この行を次のように変えます。
scsiZ:Y.fileName = "<deviceName>"

<deviceName>の箇所には、Tape0やChanger0といった値が入ります。

別の方法として、ホストのデバイスドライバをアンインストールする
かまたは無効にし構成ファイルで "scsiX:Y"といった表記を使用するや
り方もあります。 

注意 : 全ての IDE バスに番号が指定された後に、ホスト OS が SCSI バスに
番号を指定します。 例えば、2 つの IDE バスがある場合、バスは 0 と 1 に指
定され、初めの SCSI バスは 2 に指定されます。上記の例では xに 2を使用
します。

SCSI バス番号を決定することができない場合は、winobjのような第三者
ツールを使用して番号を確定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することができます。 

デバイスターゲット ID は通常デバイスのジャンパーあるいはスイッチに
よって設定されます。ターゲット ID の確定の仕方についてはオーナーマ
ニュアルのデバイス項目を参照してください。 

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で使用できるようになります。 SCSI Generic ドライバは
/dev内の各 SCSI デバイスに対してマッピングを設定します。各エントリは
sg（SCSI Generic ドライバの略）で始まり、後に任意の 1 文字が割り当てら
れます。 例えば、/dev/sgaは最初の Generic SCSI デバイスを指します。

各エントリは、特定の SCSI デバイスに対応しています。/proc/scsi/

scsiの指定に従って、ID 値が一番低いアダプタのデバイス ID が小さいもの
からデバイス ID が大きなものへ、ID 値とデバイス ID 値が最も高いアダプ
タまで順番に並べられています。/dev/st0 または /dev/scd0 は入力しな
いでください。
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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、[Connection] フィールドに仮想マシンにインストールするデバイスの
/dev/sg エントリを入力する必要があります。 

Generic SCSI の要件
Generic SCSI には、 SCSI Generic (sg.o) ドライバ v. 2.1.36 以降が必要です。
これは、カーネル 2.2.14 以降で提供されています。 

Generic SCSI デバイスへの同時アクセスの回避
Linux 環境では、一部のデバイスにすでに /devエントリが割り当てられて
います。特にテープドライブ、ディスクドライブ、CD-ROM ドライブには、
一般的に順に st、sd、scdというエントリが割り当てられています。SCSI 
Generic ドライバがインストールされている場合、Linux はこのようなデバ
イスを、既に割り当てられているエントリだけでなく、/devにある該当す
る sgエントリを使用しても認識します。 GSX Server 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エントリと従来の/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。このため、同じデバイスをホストとゲストの両方で使用しない
ようにしてください。デバイスが不正に動作したり、データが破損、消失す
る原因になります。

Generic SCSI デバイスへのアクセス権 
デバイスを仮想マシンで使用するには、その Generic SCSI デバイスに対する
読み取り / 書き込みの権限が必要です。 CD-ROM ドライブのような読み取り
専用デバイスでも例外ではありません。通常このようなデバイスは、デフォ
ルトで root だけにアクセス権が設定されています。システム管理者は、こ
れらのデバイスに対して読み取り / 書き込み権限を持つグループを作成し、
そのグループに必要なユーザー名を登録してください。
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9 章
ビデオ及びサウンド
ここでは、ビデオとサウンドを VMware GSX Server に構成する際に必要な情
報を提供します。

• 仮想マシンに画面の色を設定 (P.366)

• Linux ホストでフルスクリーンモード を使用 (P.368)

• サウンドの構成 (P.369)
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仮想マシンに画面の色を設定
ゲスト OS 内で利用できる画面の色数は、ホスト OS の画面の色の設定に
よって異なります。

仮想マシンでは、次の色がサポートされています。

• 16 色 (VGA) モード

• 8 ビット PseudoColor ( 調合色 )

• 16 bpp (16 有効ビット )

• 32 bpp (24 有効ビット）

ホストが15ビットカラーモードの場合、ゲストOSの色設定のコントロールで
も、16ビットモードではなく15ビットモードのオプションが提供されます。

ホストが24ビットカラーモードの場合、ゲストOSの色設定のコントロールで
も、32ビットモードではなく24ビットモードのオプションが提供されます。

ホストコンピュータの設定以上の色数が設定されたゲスト OS を実行しよう
とすると、様々な問題が発生します。例えば、ゲストで色が正しく表示され
なかったり、ゲスト OS で グラフィカルインターフェイスが使用できなかっ
たりすることがあります。

この問題を解決するには、ホストで利用できる色数を増加させるか、ゲスト
で使用する色数を減らしてください。

最高のパフォーマンスを実現するには、ゲストとホストで同じ色数を使用し
てください。

ここでは、ホスト及び仮想マシンでの色の設定の変更について解説します。

• ホストの画面の色の設定を変更 (P.366)

• 仮想マシン画面の色の設定を変更 (P.366)

ホストの画面の色の設定を変更
ホスト OS の色の設定を変更する場合は、まずゲスト OS を全てシャットダ
ウンしてから仮想マシンをオフにし、コンソールを閉じてください。

通常の手順でホスト OS の色の設定を変更してから、コンソールと仮想マシ
ンを再起動します。

仮想マシン画面の色の設定を変更
ゲスト OS の色の設定を変更する場合、使用しているホストとゲストの組み
合せによって手順が異なります。
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通常の手順でゲスト OS の画面の色の設定を変更します。Windows ゲスト
では、[ 画面のプロパティ ] コントロールパネルに、サポートされている設
定だけが表示されます。

Linux か FreeBSD がゲストの場合、X サーバを開始する前に色深度を変更す
るか、あるいは変更を行った後に X サーバを再起動する必要があります。
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Linuxホストでフルスクリーンモード 
を使用
仮想マシンをフルスクリーンモードに切り替えると、GSX Server はフルスク
リーンディスプレイ解像度をゲスト OS に設定された解像度に合わせます。
Linux ホストでは、GSX Server は XFree86 Project あるいは Xig の Xfs から
VidMode か DGA2 拡張機能を使用して、ホスト解像度を仮想マシンで稼動
しているゲストの解像度に合わせます。

GSX Server が最良の解像度を見つけられない場合もあります。

GSX Server をフルスクリーンモードに切り替えた場合、解像度は既にホスト
に合わせて構成された解像度に合わせられます。

仮想マシンがホスト X サーバの構成にリストされたモードと異なる解像度
で稼動している場合は、GSX Server は一番近いそれよりも大きいモードを選
択する（黒のボーダーを使用する）か、あるいは単にフルスクリーンモード
を提示しません。

ホストの XF86Config ファイルに構成された解像度が合うものであるとは
限りません。ホストの X サーバ構成が自動的に行われた場合、あるいは、
既存のモニターとビデオカードで全てのモードを 1 度もテストしていない
場合は、使用可能モードが既存のモニターと作動しないことがあります。し
かし、GSX Server のモード切替コードはこれを知るべくもなく、仮想マシン
が不適切なモードラインで解像度を使用しようとすると、モニタが正しく表
示できない場合があります。

この場合、<Ctrl>-<Alt> を押して、直ちにフルスクリーンモードから出て、
X サーバ構成を修正し、X サーバを再起動してください。しかし、イメージ
が中心からずれているだけ、あるいはモニターのサイズにびったり合ってい
ないというだけの場合は、通常モニターのコントロールを使用して修正する
ことができます。最近のモニターのほとんどは、解像度に応じて別々の設定
を保存することができるので、新しいモードの設定を変更することでホスト
解像度の設定に問題を引き起こすことはありません。
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サウンドの構成
GSX Server は Sound Blaster Ensoniq Audio PCI アダプタ互換のサウンドデバ
イスを提供し、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 及び Linux のゲスト OS
でサウンドをサポートしています。GSX Server のサウンドデバイスはデフォ
ルトでは無効になっているので、仮想マシン設定エディタ ([VM] - [Settings])
を使用してインストールする必要があります。

サウンドとして、PCM ( パルスコードモジュール ) 入出力がサポートされて
います。 例えば、.wavファイル、MP3 オーディオ、Real Media オーディオ
を使用することができます。Windows ゲストでの MIDI 出力は Windows ソ
フトウェアシンセサイザを使ってサポートされますが、MIDI 入力はサポー
トされていません。Linux ゲストでは MIDI はサポートされません。

Windows 2000、Windows XP 及び最近の Linux ディストリビューションのほ
とんどが自動的にサウンドデバイスを検出し、 それに合ったドライバをイン
ストールします。

以下のセクションでは、一部 Windows ゲストへのサウンドドライバのイン
ストールについて解説します。

Windows Server 2003 ゲスト OSにサウンドドライバを
インストール
Windows Server 2003 には、 Sound Blaster AudioPCI アダプタのドライバは付
いて来ません。Windows 2000 インスタレーション CD-ROM からドライバ
をインストールすることができます。 ドライバのインストールについての詳
細は、VMware 知識ベース ( www.vmware.com/support/kb/enduser/

std_adp.php?p_faqid=1115) を参照ください。

Windows 9x 及びWindows NT ゲストOSにサウンドドライバ
をインストール
Windows 95、Windows 98、Windows 98SE 及び Windows NT 4.0 には、
Sound Blaster AudioPCI アダプタ向けのドライバは搭載されていません。 こ
のようなゲスト OS でサウンドを使用するには、 Creative Labs 社の Web サ
イト (www.creative.com) からドライバをダウンロードしてゲスト OS にインス
トールする必要があります。

Creative Labs 社は、世界中の様々な地域を対象として多くの Web サイトを
提供しています。地域によってアダプタ名は異なりますが、通常は名前に
PCI 128 が含まれています。
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10 章
仮想マシンのパフォーマンスの調整
本章は、VMware GSX Server 及びその仮想マシンのパフォーマンスを最適化
するためのヒントを紹介しています。

• 仮想マシンにメモリを割り当て (P.372)

• ゲスト OS のパフォーマンスの向上 (P.375)
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仮想マシンにメモリを割り当て
ここでは、仮想マシンへのメモリの割当方法について解説します。

• コンソールから仮想マシンのメモリを構成 (P.373)

• 管理インターフェイスから仮想マシンのメモリを構成 (P.374)

GSX Server で、GSX Server ホストメモリの一部を各仮想マシンに割り当てる
ことができます。設定を調節することによって、仮想マシンの機能に影響を
与えることができます。

仮想マシン設定エディタあるいは VMware Management Interface（管理イン
ターフェイス）で、個々の仮想マシンのメモリサイズを設定できます。仮想
マシンの最小メモリサイズは、OS プロバイダの推奨値を基に設定してくだ
さい。

新規仮想マシンを作成する時に、ゲスト OS の種類とホストコンピュータの
メモリ容量を基に、VMware が適当であると判断した仮想マシンメモリサイ
ズのデフォルトをウィザードが設定します。

仮想マシンに割り当てるべきサイズは次に挙げた条件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

• この仮想マシンとメモリを分け合う他の仮想マシン

• 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

• 実行している全ての仮想マシンが使用できるホストメモリの合計
詳細は、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「実行中の全仮想マシン
が使用できる RAM の容量を指定」 を参照ください。

• 仮想マシンが格納されているファイルシステム。AT16 のように 2GB を
超えるファイルをサポートできないファイルシステムに格納した場合、
仮想マシンに 2000MB を超えるメモリを割り当てることはできません。
2GB を超えるメモリを割り当てると、仮想マシンは起動しません。 さら
に、FAT32 ファイルシステムに格納した場合は、それが 4GB までの
ファイルをサポートするものであっても、仮想マシンに 2000MB を超
えるメモリを割り当てることはできません。

ホストメモリの使用については、｢ VMware GSX Server 運用ガイド」の「メ
モリ使用上の注意」を参照ください。
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コンソールから仮想マシンのメモリを構成
VMware 仮想マシンコンソール (VMware Virtual Machine Console) から、
個々の仮想マシンメモリサイズを設定するには、次の手順に従ってくださ
い。

1. コンソールで仮想マシンに接続します。

2. 仮想マシン設定エディタを開きます（[VM] - [Settings]）。 仮想マシン設
定エディタ が、選択された [Memory] タブを表示します。

3. 仮想マシンにメモリを割当てます。仮想マシンの [MB] フィールドに割
り当てるメモリサイズを指定するには、スライダーまたはスピンコン
トローラを使用するか、メモリ容量を入力します。値は 4 の倍数で指
定します。 

注意 : 仮想マシンのメモリ最小サイズは OS プロバイダの推奨値を基に
設定してください。
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管理インターフェイスから仮想マシンのメモリを構成
VMware Management Interface（管理インターフェイス）から、個々の仮想
マシンメモリサイズを設定するには、次の手順に従ってください。

1. 管理インターフェイスで仮想マシンに接続します。 

2. [Status Monitor] 画面で、[Configure Hardware] を選択し、[Processors 
and Memory] の横にある [Edit] をクリックします。 

3. 仮想マシンに割り当てるメモリ容量を入力します。値は 4 の倍数にし
てください。

注意 : 仮想マシンのメモリ最小サイズは OS プロバイダの推奨値を基に
設定してください。
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ゲストOSのパフォーマンスの向上 
ここでは、仮想マシン内で稼動する各ゲスト OS のパフォーマンスを向上さ
せるためのヒントを記載しています。

次のセクションでは、様々なゲスト OS のパフォーマンスを向上させるヒン
トを記載しています。

• Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 ゲスト OS のパ
フォーマンス (P.375)

• Windows 98 と Windows 95 ゲストのパフォーマンス (P.376)

• Linux ゲスト OS のパフォーマンス (P.378)

Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 ゲスト
OSのパフォーマンス
仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、Windows 2000、Windows 
XP、Windows Server 2003 を構成する際のヒントを紹介します。

注意 : ここに記載されている内容は、GSX Server の仮想マシン内で稼動する
ゲスト OS を対象にしています。ホスト上の Window 2000 あるいは
Windows Server 2003 の処置は紹介していません。

ゲストOSの指定
仮想マシン設定エディタで正しいゲスト OS を選択してください（[VM] - 
[Settings] - [Options]）。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools サービスは仮想マシンの
時刻をホストの時刻と同期化させるため、一部の機能でパフォーマンスの改
善が見られます。VMware Tools は、[VM] - [Install VMware Tools ] を選択して
インストールできます。

CD-ROM、 /dev/rtc の取り外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[Removable Devices] サブ
メニューでドライブを取り外すことができます。デバイスを取り外すことに
よって、プロセッサ使用率が減少します。
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視覚効果
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 がメニューを表示する
時に使用するフェード効果は、処理に時間がかかるため、仮想マシンの反応
をも鈍くする時があります。 

フェード効果を無効にするには、ゲスト OS のデスクトップを右クリック
し、[ プロパティ ] - [ デザイン ] - [ 効果 ] を選択するか (Window XP あるいは
Windows Server 2003 の場合）、[ プロパティ ] - [ 効果 ]（Windows 2000 の場
合）を選択し、[ 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 ]
のチェックボックスの選択を解除してください。

フルスクリーンモード
仮想マシンをフルスクリーンモードで実行します。VMware 仮想マシンコン
ソールのツールバーにある [Full Screen] ボタンをクリックしてください。

ハードウェアアクセラレーション (Windows Server 2003 ゲストのみ ) の有
効化
Windows Server 2003 ではデフォルトでハードウェアアクセラレーションは
無効になっています。 これによってゲスト OS のグラフィックパフォーマン
スとマウスの反応が鈍くなります。

VMware Tools を Windows Server 2003 ゲストにインストールする場合、 ハー
ドウェアアクセラレーション設定を有効にするように支持されます。
VMware は ハードウェアアクセラレーションを完全に有効化することを勧め
ています。

Windows Server 2003 ゲストのハードウェアアクセラレーションを後で有効
にするには、 Windows コントロールパネルを開き、[ 画面のプロパティ ] コ
ントロールパネルを開きます。 [ 設定 ] タブで、[ 詳細 ] をクリックし、[ トラ
ブルシューティング ] タブで [ ハードウェアアクセラレーション ] スライダ
を [ フル ] まで移動させます。

Windows 98 と Windows 95 ゲストのパフォーマンス
GSX Server の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、Windows 95/ 
98 を構成する際のヒントを紹介します。

ゲストOSの指定
仮想マシン設定エディタで正しいゲスト OS を選択してください（[VM] - 
[Settings] - [Options]）。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
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のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
の時刻をホストの時刻と同期化させるため、一部の機能でパフォーマンスの
改善が見られます。VMware Tools は、[VM] - [Install VMware Tools ] を選択し
てインストールできます。

DMAディスクに対するDMAモード
Windows 95 OSR2 以降（Windows 98 を含む）では、DMA(Direct Memory 
Access) 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、DMA はデフォルトでは有効になっていないことがありま
す。

DMA は、ゲスト OS のデバイスマネージャを使ってオンにすることができ
ます。

1. [ マイコンピュータ ] を右クリックして、ポップアップメニューから
[ プロパティ ] を選択します。 

2. [ デバイスマネージャ ] タブを選択し、[ ディスクドライブ ] の横のプラ
ス記号 (+) をクリックして仮想マシンの各ドライブを表示します。

3. 各 IDE ドライブのエントリを右クリックして、プロパティダイアログ
を表示します。

4. [ 設定 ] の個所にある DMA とラベルの付いたボックスをチェックし、
Windows が表示する警告をすべて受け入れてください。

5. Windows を再起動すると、新しい設定が適用されます。 

フルスクリーンモード
仮想マシンはをフルスクリーンモードで実行します。VMware 仮想マシンコ
ンソールのツールバーにある [Full Screen] ボタンをクリックしてください。 

スワップファイルの使用
使用しているシステムの .iniファイルの [386enh] セクションに、次のラ
インを挿入します。

ConservativeSwapFileUsage=1

CD-ROMの取り外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[Removable Devices] サブ
メニューでドライブを取り外すことができます。 CD-ROM ドライブを切断す
ることによってプロセッサの使用率が低下します。

視覚効果
Windows 98 には、見栄えをよくするために数々のグラフィック効果が設定
されています。これは、GSX Server のグラフィックエミュレーションに不必
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要な負担をかけます。 このような特殊効果をオフにすると、パフォーマンス
が向上する場合があります。

これらの設定を変更するには、仮想マシンのデスクトップ上でマウスの右ボ
タンをクリックし、ポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択しま
す。[ 効果 ] タブをクリックして、[ ウィンドウ、メニュー及び一覧をアニ
メーション化する ] チェックボックスの選択を解除してください。 

[ ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する ] が選択されている場合は、こ
れも解除します。

Linux ゲスト OSのパフォーマンス
GSX Server の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、Linux を構成
する際のヒントを紹介します。

注意 : ここに記載されている内容は、GSX Server の仮想マシン内で稼動する
ゲスト OS を対象にしています。ホスト上での Linux に対する処置は紹介し
ていません。 

ゲストOSの指定
仮想マシン設定エディタで正しいゲスト OS を選択してください（[VM] - 
[Settings] - [Options]）。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
の時刻をホストの時刻と同期化させるため、一部の機能でパフォーマンスの
改善が見られます。VMware Tools は、[VM] - [Install VMware Tools] を選択し
てインストールできます。

CD-ROMの取り外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[Removable Devices] サブ
メニューでドライプロセッサの使用率は低下します。

テキストモードでのインストール
Linux ゲストをインストールする際は、できればグラフィカルインストーラ
ではなく、テキストモードのインストーラを使用してください。 インストー
ルプロセスがスピードアップします。 

Linux ホストでグラフィカルインストーラを使用する場合は、仮想マシンを
フルスクリーンモードにしてインストールを実行してください。 
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フルスクリーンモード
仮想マシンをフルスクリーンモードで実行します。VMware 仮想マシンコン
ソールのツールバーにある [Full Screen] ボタンをクリックしてください。
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11 章
用語集
Add Hardware Wizard　 仮想マシンに仮想ハードウェアを追加するため
のポイント＆クリックのインターフェイス。ウィザードを起動するには、仮
想マシンをパワーオフしてから仮想マシン設定エディタを開き、[Add] をク
リックします。ハードウェアの構成情報を入力する画面が現れます（ほとん
どの場合、デフォルト値が画面に表示されます。）。

「仮想マシン設定エディタ」も参照

Bridged ネットワーク　 「ブリッジネットワーク」を参照

Custom ネットワーク　 「カスタムネットワーク」を参照

EULA　 エンドユーザー使用許諾契約書

Headless　 「ヘッドレス」を参照 

Host-Only ネットワーク　 「ホストオンリーネットワーク」を参照

Independent ディスク　 「独立ディスク」を参照

Inventory　 「インベントリ」を参照
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NAT( ネットワークアドレス変換 )　 仮想マシンを外部ネットワークにつ
なぐネットワーク接続の一種です。 1 つしかない IP アドレスをホストコン
ピュータが既に使用している場合に利用します。NAT に設定された仮想マ
シンは、外部ネットワークに独自の IP アドレスを持ちません。代わりに、
ホストコンピュータに設定される独立したプライベートネットワーク上のア
ドレスを、VMware 仮想 DHCP サーバから与えられます。仮想マシンと外部
ネットワーク間のネットワークデータのやり取りは、VMware NAT デバイス
を通じて行われます。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送信される
データパケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに転送します。

「ブリッジネットワーク」、「カスタムネットワーク」、「ホストオンリーネッ
トワーク」も参照

Nonpersistent モード　 「読み取り専用モード」を参照 

Persistent モード　 「通常モード」を参照

RAW ディスク　 「物理ディスク」を参照

Redo ログ　 独立読み取り専用モードのディスクに行われた変更を保存す
るファイルです。仮想マシンをパワーオフまたはリセットすると、ディスク
に変更の書き込みをすることなく、Redo ログファイルは削除されます。

VMware Tools　 ゲスト OS の性能と機能を向上させるユーティリティ及び
ドライバのパッケージソフトです。VMware Tools の主な機能は、SVGA ドラ
イバ、マウスドライバ、 VMware ゲスト OS サービス、VMware Tools コント
ロールパネル、そして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、仮想マシン実行中のデバイスの接続と切断などのサポート
です（使用するゲスト OS によって一部含まれない機能もあります）。

VMware Tools サービス  VMware Tools のインストール時にインストールさ
れるコンポーネントの 1 つで、ゲスト OS で多様なタスクを実行します。こ
れには、仮想マシン内でのコマンドの実行、仮想マシンの正常終了及び再設
定、VMware GSX Server へのハートビートの送信、ゲスト OS のホスト OS と
の時刻同期、ホスト OS からゲスト OS への文字列の引渡し等が含まれます。

VMware 仮想マシンコンソール　 GSX Server を実行しているローカル /
リモートホストに存在する１つまたはそれ以上の仮想マシンへのアクセスを
提供するインターフェイスです。仮想マシンの画面を表示して、仮想マシン
内のプログラムを実行したり、ゲスト OS の設定を変更したりすることがで
きます。さらに、仮想マシン構成の変更、ゲスト OS のインストール、また
は仮想マシンのフルスクリーンモードでの実行といった作業を行うことがで
きます。
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VMware 管理インターフェイス　 仮想マシンと仮想マシンが実行する
サーバをコントロール ( スタート、サスペンド、レジューム、リセット、ス
トップ )、構成、モニタするためのブラウザベースのツール。

VMware 登録サービス　 VMware GSX Server が、仮想マシンと管理イン
ターフェイスへの接続を管理するのに使用するサービス。Linux ホストでは
このプロセスは vmware-serverdです。

VMware 認証サービス　 VMware GSX Server がユーザーを認証するために
使用するサービスです。Linux ホストでのプロセスは vmware-authd です。

圧縮　 仮想ディスクの未使用スペースを再利用するために、仮想ディスク
が使用するファイルシステムのスペースを削減するプロセスです。ディスク
に未使用のスペースがある場合、圧縮することによって、ホストドライブで
仮想ディスクが占めるスペースが縮小されます。仮想ディスクの圧縮は、旧
仮想ファイル ( 例えば、GSX Server1 で作成されたファイル ) を GSX Server 3
でサポートされた .vmdkフォーマットに変換する時に便利です。事前割当
済み仮想ディスクまたは物理ディスクを圧縮することはできません。 

インベントリ　 ユーザーがリストに加えた仮想マシンの名前を表示する、
コンソールウィンドウの左側にあるリストパネル。インベントリによって、
仮想マシンの起動、または仮想マシン設定の変更時に行う仮想マシン構成
ファイルへの接続が容易に行えます。

カスタムネットワーク　 デフォルトのブリッジネットワークやホストオン
リーネットワーク、NAT ネットワークを使用しない、仮想マシンとホスト
をつなぐネットワーク接続全般を指します。例えば、異なる仮想マシンを個
別のネットワークを使ってホストと接続したり、ホストなしで相互に接続し
たりすることが可能です。 どのようなネットワークトポロジも可能です。

仮想ハードウェア　 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、取外し可能デバイス（DVD-ROM/CD-ROM、プロッ
ピードライブ、仮想イーサネットアダプタ等）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
1 組のファイルですが、ゲスト OS には実際の物理ディスクドライブとして
認識されます。これらのファイルは、ホストマシンだけでなく、リモート
ファイルシステム上にも作成できます。仮想マシンの構成時に仮想ディスク
も作成すれば、実際のディスクの再パーティションやホストのリブートを行
わなくても、新しい OS をディスクファイルにインストールすることができ
ます。 

「物理ディスク」も参照 
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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 PC 環境です。 複数の仮想マシンを同じホス
トマシン上で並行稼働できます。 

仮想マシン構成　 仮想マシン内にどのような仮想デバイス（ディスク、メ
モリサイズなど）が存在し、ホストのファイルやデバイスにどのように割り
当てられているかという指定です。 

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。仮想
マシンが作成された時に作成されます。GSX Server は、仮想マシン構成ファ
イルを使って特定の仮想マシンを認識し、実行します。

仮想マシン設定エディタ　 ポイント＆クリックで仮想マシンの設定を表示
し、変更できるコントロールパネルです。

「新規仮想マシンウィザード」も参照 

仮想ネットワークエディタ　 GSX Server で作成された仮想ネットワークの
ネットワーク設定をポイント＆クリックで表示、変更できるエディタです。
[Host]-[Virtual Network Setting] から起動できます。 

既存のパーティション　 ホストマシンの物理ディスク上のパーティション
です。 

「物理ディスク」も参照 

クイックスイッチモード　 仮想マシンがほぼ全画面に表示されるディスプ
レイモードです。このモードを選択すると画面上部にタブが表示され、実行
中の仮想マシンをすばやく切替えることが可能です。

「フルスクリーンモード」も参照

ゲスト OS　 仮想マシン内で実行されるオペレーティングシステムです。
「ホスト OS」も参照

構成　 「仮想マシン構成ファイル」を参照

コンソール　 「VMware 仮想マシンコンソール」を参照

最新の（current）仮想マシン　 現バージョンの GSX Server、ESX Server
または Workstation で作成された仮想マシン。

「レガシー仮想マシン」も参照

サスペンド　 実行中の仮想マシンの現在の状態を保存する手続きです。サ
スペンドした仮想マシンを復元するには、レジューム機能を使用します。

「レジューム」も参照
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サポートされたパーティション　 仮想ハードディスクを構成するドライ
ブのように、WMware Tools によって圧縮の準備が行われる仮想ディスク
パーティション。特定のパーティションに圧縮の準備が行われないように選
択することもできませす。

「圧縮」も参照

サポートされないパーティション　 WMware Tools によって圧縮の準備が
行われない仮想ディスクパーティション。サポートされないパーティション
には、読み取り専用ドライブパーティション、リモートドライブのパーティ
ション、フロッピードライブまたは CD-ROM ドライブなどの取り外し可能
デバイスのパーティションがあります。 

「圧縮」も参照 

事前割当済みディスク　 ディスク作成時に仮想マシンの全てのディスクス
ペースが割り当てられる仮想ディスクのタイプ。これは GSX Server によっ
て作成された仮想ディスクのデフォルトタイプです。

新規仮想マシンウィザード　 仮想マシンをポイント＆クリックで簡単に作
成できる便利なインターフェイスです。[File] - [New] - [New Virtual Machine]
から起動します。このウィザードは、多くの場合、デフォルト値を提示して
ユーザーに情報の入力を求めます。終了時には、仮想マシン構成ファイルな
ど、仮想マシンを定義するファイルを作成します。オプションで仮想ディス
クか RAW ディスクファイル を作成する場合もあります。 

「仮想マシン設定エディタ」も参照 

スナップショット　 仮想マシンの状態を記録する方法です。 その仮想マシ
ンの全ディスク上のデータの状態をそのまま保存し、仮想マシンの電源状態

（オン、オフ、サスペンド中）も記憶します。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。 仮想マシンがオン、オフ、サスペンドのいずれの状態でも可能です。

通常モード　 仮想マシン内で実行しているソフトウエアが発行した全ての
ディスクの書き込みが、その場で恒久的に通常モードの仮想ディスクに書き
込まれるディスクモード。仮想ディスクまたは物理ディスクを通常モードで
独立ディスクとして構成した場合、ディスクは物理コンピュータの従来型
ディスクドライブのように作動します。 

「独立ディスク」、「読み取り専用モード｣も参照

独立ディスク　 独立ディスクはスナップショットによって影響を受けない
仮想ディスクです。独立ディスクは、通常（Persistent）モードにも読み取
り専用（Nonpersistent）モードにも構成できます。

「読み取り専用モード」、「通常モード」も参照
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物理ディスク　 ホストマシンの物理ディスクドライブまたはパーティショ
ンに割り当てられる、仮想マシンのハードディスクです。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、GSX Server は、（ファイルシステム上の
ファイルとしてではなく）RAW デバイスとしてローカルディスク / パー
ティションに直接アクセスします。 

「仮想ディスク」も参照

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 (Bridged) ネットワークでは、仮想マシンはホ
ストと同様に物理イーサネットネットワーク上に存在するコンピュータとし
て認識されます。 

「ホストオンリーネットワーク」も参照

フルスクリーンモード　 仮想マシンが全画面になるディスプレイモードです。
「クイックスイッチモード」も参照

ヘッドレス　 インターフェイスへの接続なしで、バックグラウンドで実行
するプログラムまたはアプリケーション。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 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」及び「NAT（ネット
ワークアドレス変換）」も参照

ホストコンピュータ　 GSX Server をインストールする物理コンピュータで
す。GSX Server の仮想マシンは、ホスト上で実行されます。 

読み取り専用モード　 仮想マシン内で実行しているソフトウエアが発行し
た全てのディスクの書き込みがディスクに書き込まれたように見えますが、
実際には仮想マシンをパワーオフした後に破棄されるディスクモード。仮想
ディスクまたは物理ディスクを読み取り専用モードの独立ディスクに構成し
た場合、ディスクは GSX Server によって変更されることはありません。

「独立ディスク」、「通常モード｣も参照
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第 1 1 章  用語集
レガシー仮想マシン　 旧バージョンの GSX Server、ESX Server または
Workstation で作成された仮想マシン。

「最新の仮想マシン」も参照

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
同じ状態に戻ります。

「サスペンド」も参照
387
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